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圏研究論文

景観評価におけるアフォーダンス理論の有用性に
関する考察
A Study on Applicability of Affordance Theory in Evaluating the Quality of Landscapes 

屋代雅充*

Mαsαmichi Y ASHIRO 

Abstract : It is a significant problem for researchers， planners or designers of landscapes to know how quality of landscapes should 

be evaluated. In order to analyze the quality of landscapes scientifically， experimental evaluation based on statistical science have 

been applied. However， such methodologies have some difficulties in dealing with quality of landscapes. This paper clarifies the 

problems of those methodologies， and is aimed at showing the alternative methodologies with some issues. Approach from 

Descartes's mind司bodydualism which has been the only basis of scientific methods do not entirely fit to evaluation of quality of 

landscapes concerning human mind or consciousness. The ecological psychologist Gibson's“affordance theory" is a very useful 

method as an alternative approach in studying landscapes. To conclude， (1) Landscapes should be grasped as ecological phenomena 

together with cultural phenomena. (2)Still photographs mostly do not represent the reallandscape. (3)Philosophy of “Possibility 

of Imaginary comfortable behavior" offers some clues to landscape design. (4)Landscapes have various features caused by ecologi但

cal and cultural factors. Ecological factors are caused by meaning from affordance of the environment， and cultural factors are 

caused by meaning from language. (5)In designing landscapes both visual aspect and refinement of meanings of landscapes are 

very lmportant. 

Keywords: landscape，αffordαnce， ecological psychology， lαndscαpe evαluαtion， quαliα， duαlism 
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1.研究目的と方法

景観(11，1)の良否はどのようにして評価されるべきであるのか。

これは，景ー観の研究・計画・設計に関わる者にとってきわめて重

要な問題である。単に見えるべきでないものを隠、せるか喜子かにつ

いて判断するだけならば，可視不可祝判定によって事前に予測す

ることは簡単にできる。しかし，景観対象となる可視物の良否に

ついては，如何にすれば他者に対して説明が付くのだろうか。

景観を科学的に分析評価するということで，従来より計量心理

学的手法や多変量解析手法などの統計数理学的手法を基礎にした

分析評価方法がしばしば用いられてきた。こうした手法では一定

の景観に関する刺激を被験者に提示し，客観的なプロセスで彼ら

の反応を数値化し，数学的な処理によって結果を導き出すという

点で，きわめて科学的で合理的な考え方であるように見える。し

かし，次のような問題点も指摘できる。①評価のために提示され

る景観対象が映写画像やプリントなどのような，実験統制のしや

すい静止画像になりがちなこと。②提示画像を視覚刺激とみなす

ため「刺激一反応j図式に基づいて画像内の構成要素を分析的に

捉えるアプローチとならざるを得ないこと。③我々人間が本当に

実感している景観体験そのものが的確に評価の対象として用意さ

れ，分析に反映できているのかについての疑問が残ること。

こうした状況を解決するためには，倍々の研究において景観の

良否が何によって左右されているのかを，人々の経験に基づいて

入念に考察し，それに基づいた仮説を提示した上で適切な評価方

法・研究方法が適用されなければならない。本論文で採用する研

究方法は，ゲシュタルト心理学で採用されてきた実験現象学的方

法と呼ばれるものに近L、。ゲシュタルト心理学では， f臨々の要素

が集まってそれらの総和以上のまとまりが生まれる性質を「ゲシュ

タルト」と呼んで重視した(削〉。一方，景観体験や景観評価とい

う人間の心理現象を対象とする場合，外界の刺激とそれに対する
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人間の生理反応を分析的・定量的に把握する精神物理学的方法が

ある。また，景観の写真などを提示刺激として，これに対する印

象を「良いJ~ ["悪いJなどの形容詞対を評定尺度にして評価さ

せたり，順位付けや一対比較などによって心理的な印象評価の数

値化を図る計量心理学的方法もある。これらの計量的な手法の欠

点としては，定量化に馴染みゃすい事項しか扱われないため，景

観の評価に本質的な関わりがあると思われる事項が見沼とされが

ちであることが指摘できる。

これに対して，ゲシュタルト心理学で採用している実験現象学

的方法は，再現性のある現象の特質をあるがままに観察・記述す

ることによって，分析的方法では失われてしまうような重要な性

質を約確に捉えるためのアプローチである。本研究では，景観研

究において，こうしたアプローチの重要性を認め，定量的な把握

は国難であっても，定性的には多くの人が首肯できる観察と考察

を提示していくこととしたい。

これまでにも建築や都市計画等の研究者と心理学者とが交わっ

て環境心理学日や環境行動学2)といった学際的な分野が妬かれ，

ともに人間の行動と環境とが相立に影響し合って双方とも変化す

るという「人間ー環境系」の考え方を前提に，研究が進められて

いる。しかしながら，個々の研究成果は積み重ねられてはし、るも

のの，環境の計画・デザインの理論として質の高いものを提供し

ているとは言えない現実があるとされている UP260

そこで本研究では，景観評価の判断に蛮接関わると考えられる

よJ.Gibsonのアフォーダンス理論3)に着目した。そして，アフォー

ダンス理論と関連する景観論，知覚心理学，哲学，現代思想，脳

科学等での論考を，文献を通じて吟味・考察することによって，

アフォーダンス理論の景観評価面での有効性を検討するとともに，

景観評価のための新たな視点を提供し，景観研究・計画・設計の

ための問題提起とすることを目的とした。
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研究方法は，基本的に各種の文献調査による。景観評価に関す

る研究は，景観体験が人聞の心に深く関わる現象であることから，

哲学や脳科学における心身問題あるいは心脳問題という歴史のあ

る重大問題に関わっており，従来の一般的な自然科学的手法や個

別的知見の積み上げによる論証には必ずしも馴染まない面も多々

ある。そこで，我々の景観体験に関する常識的な経験を手掛かり

に，現象学的に上記の各種論考を吟味することとした。

2.風景を文化現象として捉える考え方の吟味

フランスの歴史学者アラン・コルバン (2001)は，風景は客観

的な現象ではなく，文化的な産物であり，その場の利害から一歩

身を引いた視点によって発見されるものだと述べている IJ。西田

も瀬戸内海の風景の見方に関する研究を通じて，膨大な内外の文

献を渉猟した上で，風景は文化的な産物であるとの結論を導いて

いる 5)。普段，我々は身の回りに広がる風景を眺め，無意識のう

ちに良い風景と惑い嵐長とを識別している。そうした風景の良否

を見分ける審美限が，実は社会あるいは生活の中で作りよげられ

ており，それが知らないうちに自分のものとなってしまっている。

このため多くの風景研究者によって風景は文化現象であるとも言

われている。

風景に限らず美の基準は，社会と共に変化しており，濁定して

いるわけではない。皆が良いというものはたいてい良く見えてし

まうのである。その典型書が着衣や顕髪のファッションである。つ

まり初めは違和感があっても，社会が定めた見方に従って，多く

の人々が無意識のうちに新たな美的価値を共有している 6)。

それでは，どのようなものでも美しいと評価される可能性があ

るのであろうか。やはり，皆が美しいと感じるには一定水準の条

件を満たす何かが必要であると思われる。少なくも，不快な要因

が支配的な景観は，誰からも好まれない。不快で‘ある場合，その

原閣の多くは，人間にとって危険であったり，不安であったり，

居心地の悪い何らかの生物的・生態的な要因を伴っていることが

少なくなL、。

不快な風景の条件としては，墜代は以下の事項を挙げている 6)。

①病気が蔓延していること。②危険であること。③破壊されてい

ること。③不要物・老朽物・汚物・汚水が放置されていること。

⑤騒音・煤慶・悪臭が発生していること。⑥動植物が衰弱・枯死・

倒伏・腐敗していること，など。つまり，人が不健康に陥ったり

危険にさらされたりするような空間が，不快な風景や病んだ風景

をもたらす可能性が高L、。

これに対して，人の生活する空間を想定して，快適で健康的な

風景を成立させるための条件を挙げてみよう。①安全・安心であ

ること。②騒音や煤塵や慈臭などがないこと。③排他性が少なく，

殺しみやすいこと。c1休息場所が確保できること。⑤食物と飲料

水が確保できること，など。つまり，人が健康的に生活できる安

息伎を支えるような条件が碁調として重視される。

したがって，良好な景観を保全・形成していくには，少なくと

も快適で健康的な風景を成立させるための条件を整えると共に，

不快で病んだ風景をもたらすような条件を排除していくことが，

一般的には重視されると考えられる。

これらの場合の景観体験では，文化現象として成立する以前の，

より人聞の生存に密着した生物的・生態的なレベルでの評価がな

されていると考えられる。しかも，こうした生存に関わる環境評

価のセンスは，他者によって教育されなくても生物として自ら獲

得していくものである。つまり，景観は文化現象としてのみでな

く，人間と環境との間で直接的に交わされる生態現象としても捉

えていく必要がある。

ランドスケープ研究 72(5)， 2009 

ランドスケープ研究(オンライン論文集)Vo1.2 (2009) 

3. Gibsonの生態心理学とアフォーダンス理論

( 1 )アフォーダンス理論の概要

人間の生存にとって，安全であるか否かは非常に重要である。

危険に対して人間は動物的とも言えるす速い反応を示す。その一

例が，高所に立たされたときに感じる「こわLリというあの燐間

的な状況判断である。思考を伴わずに行動に直接結びつくこのよ

うな入院の判断特性に着目してみることは，景観検討の手がかり

を得る上で有効である日 p.ZlO・8)

精神医学者の島崎敏樹9)は一枚の風景写真を例に出して「心理

的には私はそこにL、るのである。Jと述べている。つまり，我々は

景観対象を見ると同時に，無意識のうちにその中に自分が入り込

んでなんらかの行動を試みている。知覚心理学者の Gibsonは，

視覚世界のもつ「意味 meaningJに関して鋭L、考察をしているが，

その中で「股に見えるものは，人の行動の指針となりまた手がか

りとなる」附と述べている。さらに Gibsonは，従来の心理学や認

識論に変革を迫る新しい知覚理論として生態心理学3Jを展開し，

その中心概念として「アフォーダンス affordance理論」を提示し

ている。 taffordanceJはGibsonによる造語であり，さまざまな

環境が呉備している動物にとっての行為の可能性を表す用語であ

る。生態心理学者の佐々木正人叫出は次のように解説している。

アフォーダンスとは， t環境が動物に提供するもの，用意したり備

えたりするもの」であり，草苦境に「替む意味と価値であって動物の

行為の源泉となる。環境は「動物の行為にとって潜在する意味の

海」であり，行為はアフオーダンスの充満しているところでなされ

る。アフオーダンス理論(生態心理学)の中心概念であるエコロ

ジカル・リアリズム(生態実在論)では， t生きもののまわりに潜

んでいる生きものにとっての意味をまず第一に考え，それを中心に

して動物の知覚や行為について考えるJとL寸発想法をとる。

アフオーダンス理論では，従来の視覚心理学や神経生理学で扱

われてきた網膜像を中心とした視覚理論 cr決闘のフィルムに記録

された lコマ単位の静止間像の集まりとして人間も外界を認識し

ているという考え方:フィルムモデル)の限界を指摘し，動物

(人間を含む)は動くことによって生じる包囲配列(光の配列の

みでなく，音や匂いの配列もある)の流動変化を通じて，外界の

不変な構造(不変項)を直接知覚するという考え方を採用してい

る問。その外界の不変な構造は，それを知党する以前から，そこ

でできる行動をアフォードしている。我々の行動は常に環境の中

からアフオーダンスを探索し続け，その探索の結果に基づいて行

動が制御されている。

現地で景観を眺めるとき，人は回定した視点から眺めているわ

けではなL、。常に自ら動きながら眺めているO 眼球の動き，首の

動き，体の動き，歩行など多様な動作が組み合わさった動きのI=t

で外界を知覚している。これは動物にとって共通する外界の知覚

方法であり， Gibsonは動物を取り巻く外界の知覚刺激を包間配

列と呼んだ。視覚に関しては光の刺激であることから包部光配列

と呼んでいる。

人が自ら動くことによって刻々と変化する包部光配列こそが景

観の知覚にとってきわめて重要な情報を含んでいる。つまり，人

や動物は自ら動くことを通じて外界の不変の構造，すなわち物の

配置，大きさ，距離隠係，色，テクスチュアなどの安定している

構造(不変項)を，見ると同時に知覚する能力を持っている。こ

うした視知覚の特性を明確化するために， Gibsonは動物にとっ

ての環境を記述する手段として，物理学の光学とは異なる「生態

光学J(ecological optics) (削〉を確立した。

(2 )物心二元論からの脱却

Gibsonの生態心理学とその中心概念となるアフオーダンス理

論は，その理論に共鳴する心理学者同一l7lはもとより，哲学問鈎)

や現代思想、山-22)の分野でもいち早く注目され，研究も深められ
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ている。この理論は，自然科学が拠り所としてきたデカルトの物

心ニ元論(心身二元論，主体一客体二元論)を否定した考え

方 01:.4)の上に構築されている。デカルトの物心ニ元論は，主体た

る人間(観察者z 精神・心)と外界(観察対象=物)とを区別す

ることによって外界を客観的に捉え，世界を機械論的に分析して

把握するという方法である。この方法が自然科学の領域で大成功

をおさめ，現代の科学技術の基盤を支えてもいる。その方法論は，

人間の心を扱う心理学の分野でも当然のこととして受け入れられ，

現在でも多くの研究者が人間を機械論的な研究対象として扱い，

刺激と反応の罰果的な関係を把握するための研究が至る所で行な

われている。

脳科学問-25) ロボット工学べ動物行動学問の分野でもこうし

た見方(間接知覚論)は浸透しており，人が外界として認識して

いるものはすべて脳の中で生み出されたもので，現実感のある質

感を持ったリアルな意識をクオリア (qualia) と呼んでいる。こ

のクオワアが，脳内のニューロン等のネットワークの活動の産物

であるとの仮説のもとで，脳と心に関する多様な研究が進められ

ている。景観研究の分野でも，物心二元論に基づく機械論的なア

プローチが科学的であると認識され，これが研究の基本的なスタ

ンスとなっているのが現状である。

しかしながら，人聞が外界を知覚したり，意識を持つことに関

して，こうした間接知覚論の方法論自体に限界を認め，そこにい

ち早く気づいたのが Gibsonである。

Gibsonは， 1961年には既に生態光学の概念を提示し， 1966年

の出版になる「知覚系として捉えられる諸感覚」の中で，知覚の

情報源は網膜像にではなく，環境に存在する包囲光の構造にある

としている 21)pp品問。この時点で，従来の網膜像に着目した「刺

激一反応」図式による精神物理学的アプローチを脱却し， i視知

覚」を「包閤光配列の中から知覚系が抽出する活動」として捉え

る「生態学的アプローチJが生まれたl7)p九

さらに，境らは次のように解説してLる。「ギブソンは，“知覚とは

環境に存在する情報の抽出"であり，その際“我々の脳は，共鳴す

る"と述べてL、る。…彼らは，生理学的機構が関与していることは

重々承知していたが，それを解明することが心理学者の本分や責

務だとは考えなかったからである。“知覚や行動を，脳の活動の

帰結として記述する"という道を選ばなかったのである。J17l札132

アフォーダンス理論では，環境の中に実在するものを動物が直

接知覚するという考え方をとる(直接知覚論)。つまり，物理的

な個別要素の刺激群(電磁波・音波・化学物質など)→受容器

(網膜など)→感覚→知覚→反応という脳内での情報加工プロセ

スを想定しない。視覚に関して言えば，実在しているモノが何も

加工されることなくそのままに見えるという，きわめて素朴では

あるが，日常体験に郎した捉え方をする。つまり，我々が知覚し

ている没界は，心(脳)が生みだした表象やイメージなどではな

く，そのままに実在している加 p.33とする考え方である。こうし

た捉え方は，これまでの物心二元論に基づく，哲学や心理学ある

いは認知科学の泣界での捉え方を完全に複すことから，反発も少

なくない。しかしながら，脳内の約 1，000億個の神経細胞や約

140億個のニューロンの接続関係を手掛かりとして，意識にのぼ

る外界のリアリティを説明することができるというのは，無理が

あるように思われる。なぜなら，外界からの物理的な刺激を受容

器が処理すると研究者が想定した情報は，豊穣な外界の情報のほ

んの一部に過ぎないと考えられるからである。動きを通して刻々

と変化する奥行きのある情報にこそ，外界のリアリティを説明す

る手掛かりが多数含まれていると考えられる。動きのある情報は

時潤の経過を必要とすることから，音にしても景観にしても，包

囲配列の流動変化こそ重視すべきと考えられる。

なお，直接知覚論を支える例としては，以下のものがある。①
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自分の自の前に見えているものも闘を閉じてしまえばそのクオリ

アを感じることができなくなる。つまりリアルタイムで外界の情

報が提供され続けていないとクオリアは生じない。②自分の自の

前に視野の広がりを超えるような壁紙を用意し，これを遠ざける

と自分もそれに引き寄せられて転びそうになるという現象がある。

③静止している電車の車窓にいて横に止まっている列車が動き出

したときに，自分の電車が動き出したように感じる現象〔視覚誘

導性自己運動制 p却もある。④ドライブゲームの類に夢中になっ

ている子供達が曲がりくねった道路を高速で走行するとき，テレ

ビ商面の動きにつられて，彼らがコントローラを持つ腕や身体を

上下左右に無意識にくねらせているのをしばしば観察できる。⑤

我々が車や自転車を運転するとき，近くを見ていると走行が不安

定になる。ある程度速くを眺めることで，遠くから近くまでの情

報を含む包図光配列の流動が視野全体を覆い，ハンドルの操作が

的確になされるようになる。このときも包囲光配列の流動が直接

的に運転者のハンド、ル操作を支援していると考えられる。⑥卓球

や野球のスポーツ選手が，高速に動く玉を瞬時にかつ的確にラケッ

トやバットで捉えることができるのも，ボールが選手の遂動を直

接的に制御しているからであると考えられる。⑦熟達したスキー

ヤーが急斜面のこぶを巧みにかわしながら高速に滑り降りたり，

⑧鳥が樹林や建物の際関を高速で飛びながら障害物を巧みによけ

るのも，環境(包囲光配列の流動)が動物の遂動を直接制御して

いるからであろう。

②以降の現象はすべて，外界の視覚情報の変化が，人や動物を

直接的に制御している事実を示している。⑤~⑧の例では，事前

にそこの環境に関する予儲知識を全く有していないにもかかわら

ず，事手間的に適切な行動がとられている点に着目すべきであろう。

つまり何も考えることなく適切な行動がなされる。生態心理学で

は，これらを「視覚性運動制御jと呼んでいる。こうした現象も

直接知覚論の証拠となると考えられる。

(3 )アフォーダンス理論の射程

河野は，アフオーダンス理論が第三世代の認知科学者から再評

価されている理由として，以下のような従来の認知科学における

アプローチの問題点を挙げている附 p70 従来の「認知主義におけ

る， (a)心を記号処理と考える計算主義的前提 ci日) (b)世界をこ

Z霊化する表象主義的前提(削) (c)心を身体的・生物的基盤から

切り離す身体性の軽視(注7) (d)心を環境から切り離して生物価

体のなかに閉じ込める個体内主義(削)J。さらに河野は， Gibson 

がこれらの問題点をすでに数十年前に指摘し，それを克服するた

めに独自の生態心理学を提案していた，と述べている。 Gibson

のアフォーダンス理論は，様今な分野に影響を及ぼしつつあり，

デザインの分野肌却)でも注目され応用もされている。漆田ら3勺ま，

環境保全や都市・地域デザインの観点から空間の価値把握の手掛

かりとしてアフオーダンスの概念に着目しており，空間のアフォー

ダンスが情報・時間・緩験等によって変化することを示している。

こうしたアフォーダンス理論がもたらし始めている様々な分野

への影響は，これまでの思考法では解決が困難で閉塞状況にあっ

た分野に，新たな解決の糸口を提供していることを示している。

このことは，自然科学の常套手段である物心二元論の元で研究さ

れてきた景観評価の分野にも当てはまると考えられる。すなわち，

Gibsonのアフォーダンス理論は， これまでフィルムモデルの視

覚論に頼ってきた景観研究に対しでも大きな変革を迫ることにな

ると考えられる。

4.アフォーダンス理論と景観研究

( 1 )景観研究における写真画像の限界

l枚の風景写真をその撮影現場に持参し実物と比較してみる O

そこで感ずることは，実物のスケール感や奥行のリアリティが写
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真にはほとんど再現されていないという事実である。また風景の

ビデオ画像を再生している途中で，一時静止させてみる。すると，

今まで生き生きとリアルに見えていた映像が途端に，全く見るに

耐えない奥行を失ったリアリティに乏しい低回質の廊像と化す。

一方，車窓景観で，沿線の樹林の問からちらちらと見える遠くの

美しい禁色も，これを写真に撮ってしまうと樹林だけが目立つ魅

力のない写真になってしまう。こうした誰もが体験できる経験的

事実は軽視されるべきではない。

このようにシーンの静止した写真画像は，実際に現地で体

験される奥行きやスケール感を伴った景観を十分に再現していな

いことが多L、。例えば，ある程度林内を見通せるような樹林で写

真を撮影し，これをプリントして撮影現場に持参して見比べると，

そのことがよく分かる。特に下車や低木が生えていると，個々の

樹木の前後関係の判別が写真ではきわめて困難であることに気づ

く(写真 1)。これに対して現地においてこの樹林を肉眼で観

察すれば，樹木の前後関係は容易に判別できる。この時我々は，

実際の樹林を前にして多少とも動きながら樹林を眺めている。我々

が移動したり見ている対象が動くことによって個々の樹木が有す

る遮蔽縁の背後で物の見え隠れが生じる。さらに光と影の分布お

よび見かけの形の変化によって，時々刻々と変化する包囲光配列

の流動が生じ，それによる視覚情報があって初めて，現地のスケー

ルの奥行きある不変の空間構造(不変項)が把握され， リアルな

景観が知覚される(仮説)。

写真一 1 現地で撮影された樹林の写真画像。この写真には個々の樹木
の空間的な前後関係が判然としない部分が多い。これを現地で肉眼で観察
すると，個々の樹木の前後関係や奥行きがたちどころに見え，空間のスケー
ルも容易に把握できるようになる。これはアフォーダンス理論によると，
観察者の動きに伴って偲々の樹木が有する遮蔽縁によってその背後の物の
見え穏れが生じ，また光と彩および見かけの形の変化を主とした包囲光配
列の流動変化がこの樹林の 3次元の空間構造を一挙に知覚させる手がかり
となっていると，考えることができる。

2次元の王子函に表現された写真や絵画等の図像において，その

奥行き感や立体感あるいは臨場感を作り出す要因は，以前から知

られている。畑回目)はこうした 3次元空間の認識に必婆な視覚要

因として，主事限視，両眼視，同時視，単一視(融像)の 4穣類を

挙げている。これらのうち，単眼視による要図はさらに， (丘)調

節(水晶体調節筋肉緊張弛緩など)， (b)空気透視(空気遠近法，

遠いものほどコントラストが低下する)， (c)色(進出色と後退色)，

(d)締膜像の大きさ(既知のものの大きさを尺度標準にする)， 

(e)線透視(線遠近法)， (0テクスチャの密度勾配， (g)不均整構

図， (h)重なり合い(手前のものが背後のものを隠す)， (i)光と

影の分布， (j)単限運動視差(多方向観察)， (k)視野(大画商表

示による爾枠効果徐去)，に分類されている。これらの中で，写

真のプリント画像や映写図像などの l画面の静止画像に含まれる

情報から奥行きを知覚するには， (b)， (c)， (d)， (e)， (0， (g)， 

ランドスケープ研究 72(5)， 2009 

ランドスケープ研究(オンライン論文集)Vol.2 (2009) 

(h) ， (i) ， (k)の要因が有効である。これらの要因によって，静

止画像であっても 3次元空間をある程度まで表現することが可能

となっている。

しかしながら，これらの要因によって把握された奥行き感やス

ケール感は，実物とは一致しないことの方が多い。観光パンフレッ

トやガイドブックに掲載された写真と現地での印象とが大きく異

なるのを体験したことのある人は少なくないであろう。その場合，

最も大きな違いは空間のスケール感の違いである。思ったよりも

大きかったり，小さかったりする。現地の印象を的確に写真に表

現するには，上記の各種要因をうまく組み合わせ，撮影構図や切

り取るアングルを工夫し，さらに最適な大きさで見せることが必

要となるが，それには高度な写真表現技術が要求される。

このことは，写真を評価対象とした数多くの景観研究の成果に

関して，その写真の活用方法や分析内容によっては，結論の有用

性について再検討が迫られることを示している。特に空間のスケー

ル感が景観評価に影響を与えるような研究では，写真の利用には

慎震な配慮、が求められよう。なお，写真は，実際の景観のスケー

ル感や奥行き感を再現するには必ずしも適さない面があるが，景

観の構成要素や形状あるいは色彩を表現するには重宝である。

アフォーダンスは，景観を構成する様々な要素から知覚するこ

とができる。それは 3次元空間の中での観察者の動きや被党対象

の動きに伴って生じる遮蔽縁の背後の物の見え隠れや光と影の分

布および見かけの形の変化を主とする包囲光配列の流動によって，

空間の不変の構造が特定され，確実なものとなる。なお，上述の

ような奥行き知覚の要因を備えていれば 2次元の写真酒像の中

からでもアフオーダンスをある程度まで知覚できることもある。

多くの場合，その閥像内には手前の物が背後の物を隠す「遮蔽縁」

や「テクスチャ(肌理)の密度勾配jあるいは「光と影Jが観察

される。ただし静比した 2次元画像の情報のみでは，空間を正し

いスケール感で構造的に把握することは困難であり，その空間が

援供するアフォーダンスのごく一部のみしか知覚されなL、。

建築や景観設計の検討において，立体模型や動磁像がしばしば

利用されており，設計者の多くはそれらを不可欠な手段と考えて

いる。このことは実は，実際に設計される空間を疑似体験する手

段として，包囲光配列の流動変化を通じた空間の不変構造の把握

とともに空間のアフォーダンス知覚が必婆とされているものと理

解される。つまり 2次元の静止画像では表現できない， 3次元空

間の中での移動に伴う視覚的変化によってのみ特定される情報を，

立体模型や動間像はある程度手干しているからである。そこでは必

ず包囲光配列の流動変化を視覚が捕らえることが伴っている。た

だし，立体模裂も動画像も，実物の景観における包囲光配列の流

動を再現するにはスケールや材質の面でも限界があり，擬似的に

表現していることを承知した上で利用すべきである。

景観を体験する現場では，聴覚や嘆覚に対する情報となる包囲

音配列(者の反射が作り出す王手環境)や包囲臭配列(嘆覚を刺激

する化学物質の濃度の空間的変化)なども景観体験の質を左右す

る重要な要素となる。具体的には鳥の声やせせらぎの音，花の芳

香などは景観体験を良好なものにする場合が多い。逆に，霊童音や

悪臭は景観体験の質を低下させることが多いと言える。つまり，

視覚，聴覚，唆覚，温度感覚等のそれぞれに対応した包囲配列が

景観体験を左右していると考えられる。

(2 )アフォーダンス理論と仮想行動理論

アフォーダンス理論が明確に理論イとされる以前に， Gibson 

(1950)聞は既に空間の「意味」という観点から，人の行動を左右

する物の形状について言及している。これは既に Gibsonがアフォー

ダンスについて，その言葉はまだ用意していないもののその本質

には気づいていたことを示している。この著作聞を手がかりとし

て景観設計論の分野では中村良夫を中心に「仮想行動理論」が
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1970年代後半あたりから検討され始めていたお)-35)0 Gibson 

(1979) が「生態学的視覚論J3)を出版した年と同年に， 中村

(1979)出)p.5iは，景観の意味論として仮想行動理論を提示し，そ

の特徴として， 1①風景知覚には，空間の操作的意味を源泉とす

る多様かっ重層的な仮想、行動を伴う，②空間への仮想的参加は，

基本的には自我の空間関与であり，景観内の人物は代理自我とし

ての性格を有し，仮想的参加の促進効果をもっ，③空間のシーク

エンシャル(継起的)な体験によって，空間参加意識は高められ

る，④誘発される仮想、行動の様式および空間に対する抵抗感は，

空間の棄の形状ではなく，その透視形態に依存して決まる，([仮

想、行動する自己の架空の身体寸法は，それを受け入れる空間の実

スケールと非整合的である(例えば，遠くの家や橋が“手にとる"

ように見える)。すなわち，仮想、行動と空間の対応関係は，超論

理的傾向を有する」を指掃し，絵画中の家々，橋，船，道などが

その空間への仮想的参加を促進し臨場感を高めている効果を重視

している。なお，中村はさらに続けて「景観体験の生の姿は，こ

のような(仮想行動を伴う)空間体験が，更にそれによって喚起

される情動によって自在に色づけされたものである。(中略)景

観体験をより正確に， しかも婆約的に表現するには，単に仮想行

動とそれに随伴する情動体験とするより，景観自体を一つの象徴

と考える方がよい。 j出)p.57と述べている。

この仮想行動理論は確かに誰もが経験的に了解できる，直観的

な説得力を備えている。一方， 1アフォーダンスjの諾が意味して

いる「環境が動物に提供する，動物の行為にとっての滞在する意

味の海Jという捉え方は，仮想行動理論における環境の捉え方と

非常に似た部分を有する。アフォーダンス理論は， Gibson独自の

生態光学を基礎として，直接知覚論，動物が動きながら包屈配列

の流動を手掛かりとして環境の不変項を知覚するという考え方，

視覚性運動制御など，知覚心理学面での広い射程を有し，心身二

元論を超える論考を展開している点に特徴がある。一方，仮想行

動理論は自我の空間関与という考え方で，アフォーダンスという

用語は用いていないものの，主客未分化の状態で人は環境を知覚

しながら景観を体験しているという考え方を示唆しており，景観

評価にアフォーダンス理論と共通する考え方を導入している点が

注目される。中村の， 1操作的意味の発生が後天的学習効果によ

ると考えるのが妥当としても，決して過去の記憶の再生，あるい

は推論の結果として意味が現れるのではなく，物の実在と意味が

I!'!Iく結びついている」や「一度その意味が獲得されると，過去の

学習とは全く切り離されて，対象自身がそうした性質を備えた，

自足的な風格を持って立ち現れるj田)耐といった指摘は， Gibson 

の霞接知覚論(実在論)とあい通ずる，まさにアフオーダンス理

論と共通する考え方と言える。また，中村の③の指摘は，鮫察者

が動くことに伴う「包囲光配列の流動」と同様の捉え方と言える。

一方， Gibsonのいうアフオーダンスは，動物(人間を含む)

と外界との関係性の内に潜在する環境の特質(意味・価値・効用)

であって，その中から動物がピックアップ利用し，それによって

動物が制御されるものである。したがって，中村の指摘④のよう

な，行動(仮想行動を含む)を誘発する性質ではない。また，中

村lま透視形態、を重視しているが，アフォーダンス理論からは，透

視形態よりもむしろその透視形態をもたらす空間そのものの構造

や形状こそが，不変の構造として知覚され，アフォーダンスの源

泉となる点に注目すべきである。

このように見てくると，アフォーダンスは仮想、行動を想起させ

る上での上位概念であると考えることができる。

(3 )アフォーダンスと「身分[j"J・「言分けJ

外界を捉える上で，言語の存夜は人間にとって非常に重視され

ている。安島博幸は，身体論の哲学者である市川浩の説 (1身分

け構造」と「言分け構造J)を手掛かりに，土木構造物の景銭的

960 

5 

イメージを， (1)身分け構造(体性感覚的イメージ)， (2)言分け

構造(言語的イメージ，非言語的イメージ)， (3)未分節(前言語

的イメージ)に分類したお)pα。この体性感覚的イメージに関して

は，村上陽一郎のいう「視線の可触性J(なめるような視線，視

線を這わせる，という表現に見られるような視覚の触覚的性質)

についても言及し，送電鉄塔の形がもたらすとげとげしい印象や，

電線による通行の妨害印象等について指摘している制 13490 一方，

言誇的イメージについては，サピア&ウォーフの仮説(我々の外

界の捉え方は使用している言語によって支配されているとする仮

説)を重視し，体制感覚的イメージや前言語的(無意識的)イメー

ジでも，いったん言語により概念化されると言語的イメージでし

か見えなくなる， と述べているお〉 pmo

これに対して，佐々木葉は，茂木俊一郎のクオリア論(クオリ

アは，社会的，文化的な文脈に組み込まれる前，言葉のラベルが

付加される苅の，原始的な感覚を指すのであって，これらの“後

から付加されるもの"によってその属性が決定されるのではない)

を手掛かりに，風景のサピア&ウォーフ仮説に疑問を呈し，風景

は言誇化される以前にクオリアとして知覚されているという考え

に至っている037〉州

「身分け」の風景と「言分け」の風景ーの違いに関して中村良夫

は， 1見分けを可能にしている視覚的分節は，ゲシュタルト説に

よると個人の意向や文化によらず普遍的である，とされる。とこ

ろが言分けは，その文化に属する人々の約束事の世界である。」

と述べているお)P120 さらに「見分けは生物としてのヒトに普遍の

生命現象であるのに対し，文化現象としての言分けの風景は歴史

の運動の中で生まれ，明滅し，円熟する。この意味で戚景は自然

現象ではなく文化現象である。」と述べている。州 14

アフォーダンスは上記の「身分けjに対応する概念であり，生

態現象と言えるのに対し， 1言分けJの風景は文化現象としての

風景と対応する概念であると言える。

(4 )生態的景観評価と文化的景銭評価との関係

アフオーダンスは，あくまでも動物が環境との関係性の中でピッ

クアップできる行動可能性(行動に関する意味や価値)であり，

仮想の行動も含まれる。これは動物としての人間に生まれながら

に備えている能力(訓練も含む)を用いて知覚されるという点、で，

社会や文化の影響を受けにくい人類に普遍的なものと考えられる。

注意しなければならなL¥点は， 1アフォーダンスは客観的特性で

も主観的特性でもないJ，1それは環境の事実であり，悶様に行動

の事実でもあるj ことである 3)p問。つまりアブオーダンスは，

主観・客観の二分法の範囲を超えた概念である。

一方，人閣は景観対象から単に行動に関わる意味を看取するに

留まらず，言語を使うことを通して，景観対象に対して多様な意

味を付与する能力を有している。その意味は生まれながらに保有

している訳ではなく，他者から言語によって伝達されたものであっ

たり，教育されたものであったり，何らかの情報源から自ら学ん

だものであったりする。いずれも言語を介して伝達される情報で

ある。そうした言語が有する意味は，被党では捉えることのでき

ない抽象的な概念である場合も少なくなL、。例えば「高電圧Jや

「放射能Jといった言葉は，危険な印象をもたらす意味作用を持っ

ている。これらは目に見えるものではなく，また触れることもで

きない，ある種の抽象的な概念である。しかしながら，これらの

意味が与えられた物は，たとえそれが嘘であったとしても危険な

物として見られることとなる。

つまり，景観対象に対して言葉を用いて意味を与えることによっ

て，景観対象のもたらす印象を大きく左右することができる。こ

の手法は，何の変哲もない景観を意味深い興味対象として引き立

てるのに役立つ。また，適切な言葉を景綴に与えることによって，

これまで見過ごされてきた景観を，魅力あるものとして多くの人々
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に認知させるのにも役立つ(写真 2 )へさらにこれらの写真

のように，景観対象に言葉を与える際に，そのアフオーダンスを

知覚させやすくするための言葉も考えられる。

景観の意味という観点で花を例に挙げてみよう。景観の中に見

られる花は多くの場合，歓迎表現や挨拶表現としての役割を有し

ている。これは，その文化圏に暮らす人々にとって，花が歓迎や

挨拶の役寄せを担っているという，共通のものの見方を持っている

から可能となっている。つまり，こうしたものの見方は 2で述べ

たような「文化現象としての景観」の評価の手掛かりとなる。

この場合には，花に付与された歓迎や挨拶の意味が文化的要因

として，景観評価を左省することになる。言い換えると，景観の

有する意味，例えば歴史・機能・成り立ちなどが，景観の評価を

左右することになる。ここで，景観の有する意味とは，当該の景

観対象を眺める者が自分自身の知識や経験に基づいて，その景観

対象に意味を付与した結果である。

写真一 2 左)くねり道:昔ながらの地形に沿った曲がりくねった道。
低速走行しかできないので歩行者にとっては安全で快適な空間のアフォー
ダンスを有する。 /C右)花溢れ:敷地からはみ出して咲く花。歓迎表現
となると同時に敷地境界を主張しないことにより，排他性がなくなり殺し
みやすく見える。このように景観に呼び名をつけることでその魅力や機能
を認知されやすくすることができる。これらは，著者による造語である。

このような意味付与を伴って眺められた景観は，アフォーダン

スが提供する行動J二の空間的意味とは別に，新たな特質を景観に

付与するものと考えられる。この場合，どこまでがアフォーダン

スに基づく意味で，どこからが意味付与に基づく意味であるのか

は，個々の事象に却して意識的に捉えないと識別しにくい函があ

る。アフォーダンスは，環境が動物(人を含む)に提供する意味

や価値であり，行為の可能'院を表現している。 Gibson3lは郵便

ポストが郵便物の投闘をアフォードするという言い方もしている。

これは社会的に定められた文化的な意味をもっ郵便ポストの機能

をアフォーダンスとして扱っているのではなく，郵便ポストの形

状が郵便物(手紙や葉書)のような形状の物の投函をアフォード

していると解釈すべきであろう。

したがって，言語を用いた意味付与による景観，言い換えると

「言分けJによって認知された祭観は，1"文化現象としての景観J

であると言えよう。これに対し，アフオーダンス理論で説明され

る景観は，動物としての人間が，どのような行動が可能なのかを

澄接知覚する手掛かりであり， 1"身分け」による景観であって，

「生態現象としての景観Jと言うことができる。このとき，意味

付与によってアフォーダンス知覚を促す作用も見落としてはなら

ない。

かくして，景観対象は，生態的要因と文化的要因に基づく多様

な特徴を干ぎすることになる。生態的要因は，動物としての人間が，

危険を回避し安全に，かっ快適に，あるいは円滑に行動(仮想行

動を含む)ができるか否かを左おするものである。それは，形・

色・テクスチュア・配置などの実在するものの形態的・空間的・

光学的属性がもたらす視覚的な情報や，音，臭いなどの知覚情報

が基本となる。一方，文化的要因は，言語として表現(意味付与)

できるものであり，必ずしも実在物である必要はなく，抽象的な

概念である場合もあり，実際に知覚されなくても窓識することが

できる。

このことは，景観デザインにおいて，景観対象の見え方(視覚
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的側面)とともに景観対象に付与される:色;味の洗綴(意味的il!!J証言)

にも:怠を用いることが君主要であることを意味している。 f担iえば，
人を歓迎する空間のデザインでは，そこに立ち入りやすく見える

形やテクスチュアによって殺和的形態をデザインし，快適性と歓

迎性を表現するアフオーダンスを胤意するとともに，さらに花な

どの文化的要因によって歓迎表現を行うといったデザイン手法が

提案できる。

以上の諸説およびそれらの考察を手掛かりに，外界の景観対象

が知覚されて景観体験・景観評価が成立する現象の中にアフオー

ダンスを位置づけると図 lのような図式(仮説)が考えられる。

すなわち，人間は景観対象を含む視覚対象を，その包囲光配列の

光学的流動に基づいて空間の不変構造として直接知覚すると同時

に，空間のアフォーダンスとクオリアを知覚する。ここでピックアッ

プされたアフォーダンスは，生態現象としての景観(行動・仮想、

行動・生命現象に碁づく意味付け・価値付け/空間内での自身の

定位/空間構造の他者との共有/身分け構造)をもたらす。一方，

直接知覚された外界および生態現象としての景観は，言語による

意味づけ・価値付け(言分け構造)によって，文化現象としての

景観をもたらす。生態現象としての景観は，生態的景観体験・評

価(行動空間・仮想行動空間・生存空間・棲息空間としての評価)

がなされる。一方，文化現象としての景観は，文化的景観体験・

評価(ルール・作法・しきたり・常識等の文化的枠組み内での評

価)がなされる。つまり，景観体験・評倣ーには，文化現象として

の景観とともに，生態現象としての景観も重要であり，それらを

根幹で支配しているのがアフォーダンスであると考えられる。

外界(=景観対象・視覚対象など)

、山復滋知党議，(実在論)のませ象

包閤光記事iijの流動静不変項(不変の窓間構造)の知覚〆 -

m ーダンス ) [ 二i 動物〉行動にとっての耐必窓りも 11 
行為の可能生・制御j可能生 I J 生き生きとした i 

外界と動物との際係性によって生じ忍 l''1 -;:; -;~~-;;;~; 11 リアルな質I!~ 1 
動物が行動や俊也行動を過しーピ利用し，そ 11 ' ~~.~， J 

G 
tt態現象としての景観

行動.i反怨行動・!生命現室長lこ基づく郡長fづけ.{dfifl節約/

2芝関内での自身の定佼/~r.持続迭の他者との共有/身分け機造

図-1 景観体験におけるアフォーダンスの位置づけ(仮説)

5.アフォーダンス理論の景観デザインへの応用可能性

以上の考察より，アフォーダンス理論が景観体験およびその評

価に大きく関与していることを見てきたが，このことは景観デザ

インに際してアフオーダンスへの配慮、が有用であることを示唆し

ている。以下にその実例を示すこととする。なお，印刷紙面であ

るため，いずれの事例も 2次元平面に表現された写真酒像で示す

こととなる。実際の現地空間では，観察者の移動や風のそよぎ等

961 
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による包囲光配列の流動変化によってもたらされる空間の不変構

造(不変項)の知覚によって，それぞれの空間におけるアフォー

ダンスが容易かっ明確に知覚されている。

(1)アフォーダンスによる景観や空間の評価

例えば，眺望がきく路れ場所は，安全で快適な空間として知覚

されるようなアフオーダンスを備えていると言える(写真一 3)。

このことは， Appleton40lの「眺望隠れ場所理論J(Prospect Ref-

uge Theory:敵からは見られずに自らは敵を見ることができる

ような場所は美しく快適そうに見える)も，アフオーダンス理論

によって統一的に説明できることを示している。これをより一般

化して， I快適仮想行動可能性J41lという観点で空間を吟味するこ

とにより，その景観の良否を評価できると考えられる。

写真一 3 眺望と隠れ場所のアフォーダンスを有する吏問の例。上は荷

ifiiに露地の広がる屋敷林を有する廃家。下は水田の中の鎮守の杜。いずれ

もAppletonの「銚望・隠れ場所理論」の典型例と言える。実際の現地で

は，包囲光配9"IJの流動変化によって景観構成要素の前後関係や光と影の分

布が奥行きをもって見え，アフォーダンスも的確に知覚される。

我々の見ている対象は，その中で我々が取り得る行動の手がか

りとなる情報を瞬時にかつ無意識のうちに我々に提供してくれて

いる。例えば，水のきれいな浅瀬を見れば足を浸して水と戯れて

みたくなるし，柔らかそうな草原を見ればその上に寝ころがって

みたり，弁当でも広げたりしてみたくなる。こう思うと同時に我々

の心は，浅瀬に足を浸して水と戯れはじめ，柔らかそうな草原の

上に寝ころがったり弁当を広げたりし始めている(写真 心。

このように，景観対象が有するアフォーダンスは，それを見る

者に対して瞬時にそこで可能な行動や仮想的な行動を想起させる

手掛かりを提供し，その行動の結果生じるであろう状況を見る者

に同時的に予知させる契機となっている。つまり我々は，環境の

アフオーダンスに従って仮想的な行動を心の中で実行することに

よって空間の体験を予泌することができるし，その予測の内容に

よって評価することもできる。ただし多くの場合，この予測と評

価とは無意識かっ同時的に行われているため，景観対象がそのま

ま評価されているように現象する(写真一 4・写真一 5)。アフォー

962 
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ダンス知覚に基づく仮想行動の内容は各個人の経験や知識によっ

て大きく異なり，同時にその評価の仕方も違ってくるという点で，

先行経験によって支配されている部分が大きいと考えられるO

しかし，歩く，触れる，寝ころがる，落ちるなど，万人に共有

されている基本的な経験に基づくアフォーダンスに関しては，そ

れに伴う仮想行動の予測および評価の内容もほぼ一致してくるも

のと考えられる。

以上より，空間が備えるアフオーダンスによって我々は景観や

空間を評価できると言うことができる。

写真一 4 ゴルフ場の中を自然の清流が流れ，護岸は芝生で覆われてい
る。水辺に腰を下ろしてみたくなるような，いかにも居心地のよさそうな
眺めである。このとき，我々の心は既にこの景観の中に入り込んで仮想の
行動を開始している。そして，その行動によって体験されるであろう快い
印象を，眺めるだけで体験している。現地では包囲光配列の流動変化によっ
て木々の重なり合いや大地との位援関係が直接知覚され，多様なアフォー
ダンスがピックアップされる。(カナダ，パンフ)

写真一 5 池の中に配された石が，味わい深い怒をもたらしている。こ
れは，銚めている我々が，眺めると同時に，この石を伝って;也を渡るとい
う仮想の行為を実行しているからに他ならない。実際に渡る必要のない場
所であっても，渡れるように見せることにより，我々の仮想行動の行動半
径が広げられ，豊かな体験が生み出される。(岡山県，後楽関)

(2 )景観デザインの手掛りとしてのアフォーダンス

以上のように環境のアフオーダンスは，そこで可能な行動を仮

想させる契機となる。しかもその仮想行動が快適なものとして意

識されれば，その環境は好ましいものとして評価されると考えら

れる。したがって，次のような具体的な景観設計方針7)pp.210制を

導くことができる。例えば，道路の中の中央分離帯や交通島は，

生存のための逃げ場をアフォード(提供)している。したがって

そのような場所はたとえそこに立入る必要がないとしても，そこ

へ立入りやすそうに見え，かっ居心地がよさそうに設計するのが

よL、。交通島や中央分離帯ではその周囲をガードレールなどで囲

んでしまうことが多いが，芝などで覆い，立ち入りを拒絶するよ

うな排他的な印象をもたらすガードレールなどを不要としたりあ

るいは見えなくするような工夫が望まれる(写真一 6)。塀や柵
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のデザインに関しでも仮想的にその中へ容易に立入れるように見

えるものが好ましい(写真 7)。

背景に植物や地物がくるような櫛の場合には，その色彩を低明

度・低彩度(黒っぽい色)にするだけで，その存在感を抑える効

果があり，視覚による仮想的な自由な立ち入りを可能にするアフォー

ダンスを有するので排他性が和らげられやすL、。建物の外観にお

いても中の見える大きな窓やノ〈ルコニーを設けることにより，見

る者の仮想的立ち入りを許容(アフォード)するものが親しみや

すい。道路工事や土地造成に伴って発生する法面や擁壁(写真一

8 )，水辺の護岸や堤防など(写真 9 )のデザインでは，容易

に水辺に近寄れたり，よじ登れそうに見えるようなアフォーダン

スを備えることが親しみやすい印象につながる。したがって，緩

勾配でしかも滑落することのないように見えるテクスチュア(肌

理)を備えていることが好ましい。しかも，そうした緩斜面が芝

などで覆われ，いかにも柔らかそうに見え，居心地がよさそうに

見えることが重要である。これらは親しみやすいという意味で

「親和的形態」と呼ぶことができる。

写真一 6 中央分聖堂帯における親和的形態(上)と排他的形態(下)。
(上)の有IJでは，中央分離帯に芝のスペースがあり，人がここにいつでも
立ち入ることができるアフォーダンスを有している。これにより，交通の
危険からの心理的な逃げ場が提供され，好感が持たれると考えられる。一
方， (下)の例では，中央分離帯に設置されたガードレールが目立ち，こ
れが人を寄せ付けない榔のように晃えて，排他的な印象をもたらす。

写真一 7 :!itの斜面による道路境界は自由な立ち入りをアフォードする
親和的形態(左)である。これに対して道路境界に設けられた塀は行為の
可能性を狭める排他的形態(右)である。

写真一 8 道路擁壁や法直における親和的形態(左)と排他的形態(右)
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写真一 9 河川護岸おける親和的形態(左(出0))と排他約形態(右)

我々の心は「島」や「岸辺Jを象徴的に示しているものを拠り

所として仮想行動の範囲を広げ，心理的に生存可能な空間を自ら

拡大しようとしているようであるわ剛山泊。海や湖においては島

の有無によって，その景観の越に大きな違いが現れてくる。また

川では中洲の有無によって，その印象は著しく異なったものとな

る。その理由は，島や中洲が道路の中の中央分離帯や交通島と同

様に，仮想行動の可能性を広げ生存のための逃げ場をアフォード

し，そこでの安全で快適な行動を仮想させることができるからで

あると考えられる(写真一10)。

写真一10 生存のアフォーダンスを有する洋上の島(左)とJIIの中洲(布)

「島Jに相当するものは他にも多数指摘できる。例えば，砂漠

のオアシス，陵の孤島と言われるような辺地の集落(実際に“0
0島"という地名がつけられていることがしばしばある入奥深

い山中に孤立する山小康，都心の樹林などである。いずれも我々

がほっとひと息ついて安心できる，生存のための拠り所である。

このような，心理的な生存のための拠り所は居心地がよさそうに

見えることが護婆である。また，それがたとえ立入る必要のない

場所であっても，視覚的な侵入によって快適な仮想、行動が可能と

なり，豊かな景観体験が生み出されるようなアフォーダンスを有

することが重要となる。

人工の「岸辺Jについては，一般的には「親和的形態Jである

ことが大切である。親和的形態が具備するアフォーダンスが，眺

める者に対して多様な仮想行動を可能にするからである。例えば，

万一水面に落ちたときに容易に這い上がれるという仮想的な生存

可能性を高めるとともに，水辺に接近できるという多様で農かな

仮怒的な景観体験を可能にする。これと逆のアフォーダンスを有

する形態は「排他的形態」であると言える。

近年，我が国では配電線の地中化，無電柱化が推進されている。

誰もが架空線を目障りと感じているからこうした施策は歓迎され

る。その理由は， ZEは我々の視線が仮想的に自由に飛び回ること

をアフォードしている Ut:9)にもかかわらず，電線類はこれを妨害

するアフオーダンスを備えているからであると解釈できる。我々

の視線が仮想的に自由に飛び回ることができるということは，す

なわち我々の心が自由に空を飛び回れることを意味する。これに

よって精神も解放され，開放J感が得られると考えられる。したがっ

て，無電柱化は単に配電線類が目障りだから推進するというより

は，むしろそれ以前に，配電線類が我々の自由な仮想行動を妨害

するから目障りに見えるということを，アフオーダンス理論から

理解すべきであろう(写真 ll)。つまり，この場合，なぜ白障

りに見えるのかという根拠をアフォーダンス理論は提供してくれ

ることになる。

以上より，アフォーダンスは景観デザインのための多様かっ重

要な手掛かりを提供することができると言える。
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写真一11 配電線類がある場合(友)とそれらを消去した場合(右)。
空は我々の視線が仮想的に自由に飛び包ることをアフォードしているにも
かかわらず，霞線類はこれを妨害するアフォーダンスを備えている。

(3 )快適仮想行動可能性と豊かな景観体験

以上のように，我々の心は常に安全・快適に行動できる空間を

できるだけ広く確保しようとする本能的な欲求をもっているよう

である。この欲求を心理的に満足させることによって，景観対象

はずっと親しみやすく感じられるようになるし，アフォーダンス

を手掛かりとして多様な仮想体験が可能になり，景観が味わい深

くかっ意味深いものとして認識され，さらに快適な印象も高めら

れる。したがって，快適仮想行動のためのアフオーダンスを備え

た空間をできる限り随所に確保して行くようなやり方が，景観計

闘およびデザインの一つの原則であると言える。

こうしたアフォーダンス理論が適用できるのは身近な空間だけ

ではない。ちなみに跳望とは，我々の心を烏のように自由に飛び

回らせることのできる広大な仮惣行動空間である 7)p.211。それと

ともに眺望は，生存を脅かすような外界の変化をいち早く捉える

ための余裕をもたらす空間であるとも言える。

以上より，空間のアフォーダンスに基づく快適仮想行動可能性

を広げ，農かな景観体験を生み出すことが景観計画および景観デ

ザインにとって重要であることが指摘できる。

6.結論

以上の考察より，以下の結論を得ることができる。

①景観は文化現象としてのみでなく，人間と環境との悶で直接的

に交わされる生態現象としても捉えていく必要がある。

② lシーンの静止した写真凶像は，実際に現地で体験される奥行

きやスケール感を伴った景観を十分に再現していないことが多

い。我々が移動したり見ている対象が動くことによって，時々

刻々と変化する包閤光配列の流動が生じ，それによる視覚情報

があって初めて空間の不変構造(不変項)が把握され，現地の

リアルな景観が体験される。

③景観対象は直接支目覚論(生態実在論)の対象であり，遮蔽縁の

背後にある物の見え癒れや光と影の分布および見かけの形の変

化を主とする包閤光配列の流動が，空間の不変構造を特定し，

空間のアフオーダンスとともにクオリアを生み出す。

④空間のアフォーダンスは，生態現象としての景観をもたらし，

行動・仮想行動・生命現象に基づく意味付け・価値付け，空間

内での自身の定位，空間構造の他者との共有，身分け構造を伴

つ。
⑤生態現象としての景銭は，言分けによって，文化現象としての

景観に変質させられる部分がある。

⑥生態現象としての景観は，生態的景観体験・評価の源泉となり，

主として行動空間・仮懇行動空間・生存空間・棲息空間として

の評価がなされる。

⑦文化現象としての景観は，文化的景観体験・評価の源泉となり，

ルール・作法・しきたり・常識等の文化的枠組み内での評価が

なされる。

⑧景観対象は，!i.態的要因と文化的要因にもとづく多様な特徴を

有し，これらはそれぞれアフオーダンスに義づく行動空間とし

ての意味ι言語による意味付与に基づく意味とに対応する。

⑨景鍛体験・評価には，文化現象としての景観ばかりでなく，生
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態現象としての景観も重要であり，それらを綴幹で支配してい

るのがアフォーダンスであると考えられる。

⑩景観対象に対して言葉を用いて意味を与えることによって，景

観対象のもたらす印象を大きく左右することができ，気づかれ

にくいアフォーダンスの知覚を促す効果も期待できる。

⑬景綴デザインにおいて，景観対象の見え方(視覚的側阪)とと

もに景観対象に付与される意味の洗練(意味的側面)にも意を

用いることが重要である

⑫「快適仮想行動可能性」という観点から空間のアフォーダンス

を吟味することにより，その景観の良否を評価できるとともに，

適切な景観計画やデザインの手掛かりが得られる。

⑬以上の考え方の葱礎として， Gibsonの生態心理学とその中心

概念であるアフオーダンス理論および直接知党議は，景観評価

研究の推進にとってきわめて有用な問題提起となる。

7.今後の研究展望

以上を踏まえて，今後の研究の方向あるいは課題を挙げると，

以下のようになる。

①景観評価研究においては，その評価が生態的要因と文化的要因

の両面からなされていると考えられることから，それぞれアフォー

ダンスに基づく行動空間としての意味と，言語による意味付与

に基づく意味について明確に区別・整理した上で検討を進める

ことが望まれる。

②景観評価に際して，そのスケール感や奥行き感が重視される場

面では，実際の空間での評価や大画面の動爾像を用いたシミュ

レーションなどを導入することで，包閤光配列の流動変化を体

験できるようにすることが望まれる。

③景観デザインの分野では，アフォーダンス理論から示唆される

快適仮想行動可能性に着目した設計の実例を重ねると共に，既

に寄在する快適に感じられる空間が，アフオーダンスの概念で

どの程度まで説明可能かを検証していく必要がある。

④本研究は観察・考察を主とした現象学的アブローチによる記述

を主とした論考となった。この結論は現時点で信!!:院の高い仮

説として位置づけられるものであり，これを再確認し，より確

かなものとしていくために，景観デザインの実践例を増やすと

ともに，精神物理学的方法や計量心理学的方法の併用による検

誌の積み重ねも望まれる。

補注

(注 1)本稿では禁観と風景とを閑談話として扱っている。引用文などと

の関係で，文脈に応じて両者を使い分けている箇所がある。なお，

「もの」としての景観対象と， rこと」としての景観体験を，厳密に区

別する必要がある場合には，それぞれこれらの用語を用いるようにし

fこ。

(主主 2)例えば楽曲の音符に2毒づいて個々の音の高低や長短が集まると箇

有のメロディが知覚されるが，それは移調可能であり楽器を変えても

メロディそのものは悶ーのものとして知党される。このメロディのも

つ性質は，単に個々の音以上のまとまりとして認識される「ゲシュタ

ルトJの典型である。同様のことが視覚現象にも当てはまり，群化の

要因(プレグナンツの法則)としてま日られている。景観についてもそ

の構成婆素の調和が評価を左右することを考えると，景観のまとまり

を一種のゲシュタルトとして考え，要素分析的な方法によらずに研究

するアプローチも必婆と考えられる。

(注 3)生態光学の中で Gibsonは，視覚系，テクスチャ(肌理)，照明，

定常状態，放射光，匂1m光，包屈光配列，光学的情報，事象，遮蔽縁，

不変項，媒質，物質，箇，勾西日，入れ子構造などの用語を定義してい
る3)仰 7問。包囲光配列とは，我々の周りを取り巻く照明された環境

(外界)から発せられる反射光群(光源である場合もある)の商的な

並びを意味し，それは我々の動きに応じて刻々と変化する。物体の表

面はテクスチャ(肌理)を有し，物体の前後関係によりテクスチャの

不連続線が現れ，手前の物体は背後の物体を隠す。このときの手前の

物体の縁を遮絞縁と町一んでいる。我々が通常知覚する景観対象には，
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こうした巡絞縁が多様に入り経み，我々が動くと同時に，遮蔽縁を境

界としてその背後の物が現れたり隠れたりする。生態学的視覚論では，

我々が動くことによって遮蔽縁や光と影の分布および見かけの形の変

化を主とする包閥光配列の光学的流動が生じるが，これによって外界

の不変の構造(不変項〕を知党することができると考える。外界の不

変の構造を知覚することによって我々は自分をその空間の中で定位す

ることができ，その~聞の中でできる行動(アフォーダンス)を素速

く看取することができる。また不変の構造を知覚することは，他人で

あっても全く同じ不変の構造を知覚することを意味する。これによっ

て我々は他者と潟じ外界を知覚し，空間を共有することが可能となる。

(注4)デカルト流の二元論や機械論的な自然科学万能主義に対して異論

を唱えた哲学者として，アンリ・ベルクソン(1859~1941)や現象学

者のメルロー・ポンティ(1908~1961)などが知られている。彼らの

論考にも Gibsonと共通する部分が見られ興味深し、。

(注 5)従来の認知主義では，心(悩)をコンビュータのような情報処理

システムと仮定する。

(注 6)我々が知覚している世界が，心(脳)が生みだした表象やイメー

ジなどとする考え方。

(注7)心身二元論に基づいて心は身体とは別のものであるとする捉え方。

(注 8)心を外界から独立した生物の俗体内部でのシステムとして扱う立

場。

(注 9)実際に人間は空を飛ぶことはできないが，鳥や航空機が笠を飛ぶ

のを見ることによって，想像力の働きで空を飛ぶことは可能である。

宮崎駿監督の各種人気アニメ映画や，ハリーポッターが主人公のファ

ンタジー小説の映TI!ITでは，随所で人が鳥のようにさEを駆けめぐるシー

ンや水面を走り回るシーンが出てくる。これらは空や水面がそうした

仮惣の行動空間としてのアフォーダンスを有していることの表れであ

ると考えられる。なお，大人になると様々な経験や知識が，言分け構

造によって，こうしたアフォーダンス知党を妨害する可能性はある。

(注10)南賢二氏撮影。
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