
パノラマＶＲを用いた景観評価実験による犯罪不安感に関する研究

近年、犯罪認知件数の増加や凶悪化が社会的な問題

となっている。犯罪は増加の一途をたどっており、福

岡県では年間 5 万件以上の犯罪が起こっている。犯罪

の増加に伴い、人々の犯罪に対する不安感も高まって

いる ｡ 犯罪を未然に防ぐ対策も重要だが、同時に犯罪

に対する住民の不安感を緩和させることも、より良い

住環境をつくる上で重要な課題となってきている ｡

昨年警固小学校区の住民を対象に犯罪不安に関す

るワークショップ（以後ＷＳ）を行った。その中で、

住民が不安を訴えた場所にはいくつかの空間的特徴が

見られた。本研究では景観評価実験によって、人が不

安を感じる空間構成および対象について研究を行い、今

後の防犯環境設計に対する示唆を得ることを目的とする。

江口　聡一郎

1. はじめに

（1）研究の背景と目的

景観を評価する手法のひとつにキャプション評価法（以

下 CAP 法）がある。これは被験者にカメラを渡し街を散

策させ、その過程で写真を撮影してきてもらい、各写真

2. 景観評価ツールの検証

図 2　研究のフロー
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（2）研究対象地区について

研究は福岡市中央区警固小学校区を対象に行った

（図１）。警固校区は、福岡市の中心市街地を形成して

いる天神・大名地区の南部に位置しており、外部から

訪れる人も多い。そのため、犯罪認知件数が福岡市内

で二番目に多く、住民の防犯意識の高い地区である。

図 1　警固校区の概略とキャプション評価法の散策ルート

に対する意見を聞くというものである。漠然とした事象

を明らかとするのに向いた手法だが、被験者一人一人

に現地で散策してもらう必要があるため多くの被験

者を対象に行うことができない。これに対して、実験

者が写真を用意し被験者に比較してもらうという手法

がある。この手法であれば多くの被験者を対象に実験

を行うことが出来る。しかし写真の選定は恣意的であ

り、またリアルな空間体験ができず、周囲の環境や雰

囲気を理解することが難しい。そこで本研究では写真

よりもリアルな空間体験が出来る手法「パノラマ VR」

（以下 PVR）に着目する。PVRは写真をつなぎ合わせ

てパノラマ空間を再現する技術で、写真が受動的な視

覚情報であるのに対して、視線の方向を変えたりもの

を拡大したりと、空間を自由に見回すことが出来る能

動的な手法である。今回は PVRと CAP 法を併用するこ

とで、不安を感じる空間構成について考察を行う。

3. 研究のフロー

図２に研究の流れを示す。まずアンケートの基礎

資料を得る目的で CAP 法と PVRを用いた予備実験を

行う。次に警固校区で CAP 法を 16人の被験者に行い、

街の不安箇所と対象、理由を抽出する。そのデータを

元にパノラマ画像の作成箇所を選定し PVRを作成、そ

れを用いて 30人の被験者を対象に不安要素抽出を目

的とした実験を行う。そして実験の結果を元に不安を

感じる空間構成の類型化を行う。最後に類型化した空

間構成について合成写真を用いて比較実験を行い、一

対比較法で各不安空間の評価を行う。

予備実験（箱崎地区を対象に）

CAP法による不安箇所抽出

パノラマ画像作成

パノラマVRによる不安要素抽出

不安を感じる
空間構成の類型化

合成写真を用いた景観評価実験

一対比較法による検証による景観評価

アンケートの基礎資料を得る

不安箇所の抽出

不安対象の抽出

不安理由の抽出

不安理由の抽出

不安要素の抽出

不安ではない理由の抽出

比較



4. 不安要素の抽出

（1）予備実験（箱崎地区を対象に）

まずパノラマ画像の作成箇所および対象の選定を

目的に CAP 法による実験を行った。被験者に決まっ

たルートを散策してもらい、その過程で不安を覚えた

場所・ものをカメラに収めてきてもらった。その後写

真を見ながら撮影対象と、表１の不安理由のうち当て

はまるもの全てにチェックをしてもらった。図１に散

策ルートを示す。ルートは犯罪発生数が大きい箇所と

WSで住民が不安を感じている箇所を網羅するように

選定し、全長は約３ｋｍとした。実験は土地勘のない

第三者を対象に行った。被験者は 20 代の男女各 8名

ずつで、4名ずつの４グループに分け、日中と夕方に

散策を行ってもらった。各グループの実験結果を表２

に示す。４グループのうち男性の日中・夕方、女性の

日中の 3 グループは撮影枚数はほぼ同数であったが、

夕方の女性の撮影枚数は他の約 3 倍近くに上った。ま

た一枚の撮影対象に対する不安理由を見てみると、男

性は一枚の写真に対して平均 1.2 個の理由を挙げてい

るのに対して、女性は平均 1.7 個の不安理由を挙げて

いる。これらのことから以下の知見を得た。①夕方の

（2）キャプション評価法による不安箇所抽出

女性は不安を感じやすい。②女性の方が不安要素に敏

感である。また各不安理由から、夕方の被験者は「暗

さ」や「監視性」に対する不安が多く、また女性は不

審者に対する不安感が強いということが読み取れた。

次に撮影対象の内訳を表３に示す。対象は大きく分け

て「建築物」「道路」「敷地囲障」「空地・隙間」「自

然要素」「その他」に分類でき、建築物・道路・敷地

囲障に関する写真が多かった。具体的な対象としては

塀が 43 枚で最も多く、次いで中・高層集合住宅のピ

ロティが 29 枚であった。これらの要素は街中にあふ

れており、そのため撮影枚数が多くなったものと考え

られる。最後に各写真の撮影地点を地図上にプロット

し GISで密度分布を表した（図３）。図から細い街路

や入り組んだ道、また警固地区の傾斜地で多く撮影さ

れているのが分かる。最も濃く密度が表れたのは 7地

点であり、これらには他と比較して特に不安を想起さ

せる要素があるものと推測される。次章ではこれらの

結果を踏まえ、撮影密度の濃い地点、および撮影頻度

の高い対象を選択し、PVRの作成地点を選定した。

図３　撮影枚数の多い箇所

状態の悪さ 暗さ 視界 閉鎖性 人通り 監視性 想像系不安 理由不明

日中 53 18 10 21 11 7 23 17 5 63
夕方 59 15 24 18 8 12 31 14 4 69
日中 59 21 12 28 18 17 27 40 2 104
夕方 149 38 59 61 48 58 74 60 11 251

理由合計撮影枚数
不安を感じる理由

男性

女性

大分類 中分類 小分類 撮影数

大分類 中分類 小分類 撮影数 90°カーブ 4

全体 14 三叉路 6

壁面 7 変形四叉路 1

エントランス 1 いびつな一本道 20

通路 5 まっすぐな一本道 13

ドア 1 坂 ［6］

全体 2 周辺環境 28

エントランス 1 空間構成 7

通路 2 交通量 12

ピロティ 29 路面状態 6

一階部分 2 広告 3

全体 3 自動販売機 1

壁面 3 電信柱 3

ピロティ 9 ゴミ箱 1

壁面 4 電線 2

通路 1 公園 7

一階部分 1 参道 1

壁面 1 建物の隙間 3

エントランス 1 駐車場 12

シャッター 1 マンション裏庭 1

学校(1) 壁面 1 用途不明 1

全体 3 アパート脇の通路 1

シート 3 建物の隙間 2

ゴミ捨て場 3 駐車場(個人) 1

車庫 8 庭 1

室外機 1 引き込み道路 1

駐輪場 2 用途不明 2

物置 2 10

生垣・植栽 15 12

フェンス 6 駐車車両 3

塀 43 駐輪自転車 2

門扉 2 地蔵 1

擁壁 10 墓 1

仮設物（18） 仮囲い 18 放置物(1) 瓦礫の山 1

樹木(10)

森(12)

その他
(34)

活動要素
(5)

宗教
(2)

敷地囲障
(94)

固定
（76）

道路
(107)

道路自体
（44)

周囲
(53)

付属物・設置物
（10）

空地・隙間
(33)

不特定者利用空間
(25)

特定者利用空間
(8)

自然要素
(22)

建築物
(111)

低層集合住宅
(28)

中・高層集合住宅
(36)

立体駐車場
(15)

商業・業務施設
(6)

住宅
(3)

補修・解体中
(6)

付属物・設置物
（16）
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警固地区を対象とした実験の前に、CAP 法および

PVR実験の基礎的資料を得る目的で、箱崎地区を対象

に CAP 法と PVR実験を各 5 名ずつを対象に行った。実

験の結果不安を感じる理由について分類し、表１の８

項目を得ることが出来た。以降ではこの項目を基礎と

して研究を行っていく。

理由分類 状態の悪さ 暗さ 視界の悪さ 空間の閉鎖性

聞かれた意見

手入れがされてない

汚れている

古い・ぼろい

壊れている

放置してある

治安悪そう

素材感がやだ

暗い

街灯がない

明暗の差が激しい

相手の顔が見えない

夜暗そう

視界悪い

中が見えない

奥が見えない

先が見えない

閉鎖感がある

狭い

細い

圧迫感がある

理由分類 人通りの少なさ 監視性のなさ 想像系不安 理由不明

聞かれた意見

人通りがない

交通量が少ない

周囲に人がいない

監視性がない

人気がない

生活感がない

人目がない

助けを求められなそう

建物の裏になっている

連れ込まれそう

不審者出てきそう

何か起きそう

なにか起こったのではと

感じる

理由不明不安

不気味だ

なぜか怖い

霊的なもの

CAP 法の結果から PVRの作成地点を 20地点選定し

た（図４）。実験は 20 代の男女各 15 名ずつを対象と

し、より臨場感を味わえる図５の方法で 1名づつ行っ

た。被験者にはマウス操作で画像内を自由に見渡して

もらい、その後各画像に対して不安を感じるかを質問

した。感じる場合には表 1の不安理由にチェックをし

（3）パノラマＶＲによる不安要素抽出

表 1　不安を感じる理由

表２　各グループの撮影枚数と不安を感じる理由の内訳

表３　不安要素の分類と撮影枚数



表５　両実験の各不安理由指摘率の相関係数

大分類 中分類 小分類 想起数
全体 22
壁面 9
全体 2

エントランス 7
ピロティ 14
全体 14
ピロティ 11
壁面 3
全体 15
壁面 10
1階部分 1

住宅（5） 全体 5
学校（3） 全体 3

補修・解体（5） シート 5
車庫 20
滑り台 1

生垣・植栽 13
シャッター・門扉 10
フェンス 12
塀 39
擁壁 18

仮設（18） 仮囲い 18

付属物・設置物
（21）

敷地囲障
（110）

固定
（92）

建築物
（142）

低層集合住宅
（31）

中・高層集合住宅
（23）

立体駐車場
（28）

商業・業務施設
（26）

大分類 中分類 小分類 想起数
90°カーブ 25
行き止まり 9
いびつ・一本道 38
三叉路 17

まっすぐ・一本道 10
坂 ［12］

空間構成 27
交通量 26
周辺環境 54

付属物・設置物（1） 電信柱 1

公園 24
駐車場 14
寺の入り口 1
建物の隙間 4
工事現場 29

駐輪・駐車場・庭 28
用途不明・空き地・土手 12

階段 4

19
21

屋台 1
路上駐車 1
盛り土 1
人 1

活動要素
（4）

道路自体
（99）

森（19）
樹木（21）

自然要素
（40）

その他
（4）

空地・隙
間
（116）

不特定者
利用空間
（39）

特定者
利用空間
（77）

道路
（207）

周囲
（107）

表６　不安指摘要素の分類

図４　パノラマ VR 作成地点

図５　PVR 実験の方法

図６　PVR 実験の結果（地点 1）

てもらい、さらに「なにが」「どうだから」不安を感

じるのかを聞き、感じない場合はその理由を聞いた。

実験の例として、地点 1での結果を図６に示す。地

点 1はまっすぐな一本道で、周囲には商業施設や駐車

場等がある。被験者 30人中不安だと答えたのは 21人

で、対象は落書きされた塀が最も多く、次いで 100 円

パーキングと駐輪場であった。また不安を感じる理由

としては「状態の悪さ」が最も多く、ついで「閉鎖性」

「監視性」であった。逆に不安ではない理由としては

「お店があるから」などの他者の存在に関するものが

多く見られた。他の地点でも同様の実験を行い、各地

点で不安要素と理由を抽出していった。表４は各地点

での PVRでの不安指摘者数と、各地点から周囲 10 ｍ

以内の CAP 法での撮影枚数を被験者数で指数化したも

のである。CAP 法ではあまり撮影されていない地点で

も、PVRでは指摘率が多い箇所がある。これは散策し

ながら写真を撮る CAP 法に対して、PVRは周囲をじっ

くりと見渡すことが出来るためであると考えられる。

次に PVRの再現性を考察する。表５は両実験で得た不

表４　PVR 実験の不安指摘者率および CAP 法の写真撮影割合
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安を感じる理由の合計を不安指摘者数との割合で相関

分析したものである。表を見ると「暗さ」「閉鎖性」「人

通り」「想像系不安」は 0.6以上の相関を示しており、

表現能力は高いと言える。しかし「状態の悪さ」「視

界の悪さ」は約 0.5 と若干低い。前者はパノラマ画像

の作成段階で画像の解像度が下がることが、後者は実

際に歩く CAP 法に対して、PVRは移動が出来ないため

死角が増えることが原因ではないかと考えられる。

本実験から得られた不安要素を表６に示す。CAP 法

と比較して、大まかな対象は変わらないが全体として

不安指摘数が増加し、多くのサンプルを得ることがで

きた。特に「空地・隙間」に対する指摘数が多く、こ

れは上記したように PVRは死角が多くなるためではな

いかと推測される。この問題を解決することが今後の

PVR研究の課題であると言える。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
0.7 0.8 0.4 0.6 0.4 0.4 0.7 0.8 0.8 0.7 1 0.9 0.8 0.9 0.7 0.9 0.2 0.5 0.4 0.7
0.3 0.7 0.2 0.4 0.3 0.3 0.8 0.7 0.6 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.7 0.4 0.1 0.3 0.6

パノラマＶＲ実験
キャプション評価法

ＶＲ地点

状態の悪さ 暗さ 視界の悪さ 閉鎖感 人通り 監視性 想像系不安 理由不明
相関係数 0.50 0.66 0.48 0.63 0.63 0.53 0.62 0.36
＊地点 2.13.18 は CAP 法散策時と PVR 作成時で周辺環境が著しく変化したため除外した

実験結果を元に、不安を感じる空間構成の模式図

を作成した。作成した絵は 76 枚で、各々に実験で得

られた不安理由を書いた。これらを空間構成と不安理

5. 不安要素の類型化と評価



由から類型化したところ、人が不安を感じる 10 タイ

プの空間構成が得られ（図７）、これらは大きく分け

て以下の 4 タイプに分類できた。①古い施設や壊れた

物、落書きされた塀など「状態の悪いもの」。②業務・

商業施設や、、擁壁、公園や駐車場など「人気を感じ

られない空間」。③塀や壁等の遮蔽物で奥が見えない、

ピロティや森など光が届かずに暗いなど「可視性が低

い空間」。④行き止まりや、引き込み空間、また逃げ

場のない一本道や周囲の D/Hが大きい場所など「閉

鎖性のある空間」。表７に、これまでの実験で得られ

た不安要素がどの空間構成にあてはまるのかを分類し

た。ただし「道路 -周囲」は各地点で状況がまったく

異なるため、本分類からは除外した。表７を見ると一

つの不安要素が複数の空間構成に属していることが分

かる。このことから不安感は複数の要素同士が絡みな

がら複雑に構成されていることが明らかとなった。

最後に各不安空間の評価を行う。評価には合成写真

を用いた。まずある地点の写真に対して各不安空間を

合成し、それらを被験者に 2 枚ずつ比較してもらい、

一対比較法によって一軸上に評価する。図８に実験用

に作成した合成写真を載せる。合成部分を図中の点線

部分に固定することで各画像上の変化にばらつきが表

れないようにした。ただし、「行き止まり」に関して

は便宜的に点線部外にも合成範囲を延長した。また、

一対比較法の手法的問題から比較するのは図７中の★

6. 総括

本研究は「人が不安を感じる空間構成」について研

究・分析を行い、以下の知見・成果を得た。

図７　不安を感じる空間構成の類型化

表７　不安要素の空間構成による集計

図９　不安を感じる空間構成の評価

図８　作成した合成写真の一例
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の 7 画像に限定した。実験は 20 代の男性 19名、女

性 11名を対象に行った。結果を図９に示す。図中で

+が大きいほど他と比較して「不安に感じる空間構成」

と言える。図 9を見ると男女共に「行き止まり」が最

も不安に感じる空間であることが分かる。しかし次い

で不安に感じる空間は。男性では「監視性のない施設・

構造物」で、女性では「落書き・破壊」であった。他

の空間構成を比較しても、男女間にかなりの差異が見

られる。このことから「性差によって不安を感じる空

間構成は異なる」という考察が得られた。

劣化・手入れ
不足

落書き・破壊 監視性の低い
施設・構造物

人気のない空
地空間

奥へ視線が
通らない

光が届かず暗
い

行き止まり わき道がない 引き込み空間 閉鎖的空間

低層集合住宅 外観 3 1 4
外観 1

エントランス 1 1 1
ピロティ 2 2 2
外観 1 1 1
ピロティ 1
外観 3 3 2

一階部分 1
住宅 外観 1 1
学校 外観 1 1

補修・解体 シート 1 1
車庫 1 1 1 1 1 1
滑り台 1
生垣・植栽 3 1

シャッター・門扉 2 1 1
フェンス 4
塀 5 2 3 1 3
擁壁 3 1 1

仮設 仮囲い 3 1 2 1 1
90°カーブ
行き止まり 2
いびつ・一本道 1 4 4
三叉路

まっすぐ・一本道 2 3
付属物設置物 電信柱 1

公園 1 1 1
駐車場 4 1 1
建物の隙間 1 1 1
工事現場 2
工事現場(建) 2 3 1
駐車場 1 1 1 1 5 2
駐輪・ 1 1 1

用途不明・空き地 1 1 1
庭・土手 2
寺の入り口 1 1
階段 1

1 1 1 1 1
3 1

森
樹木

中・高層集合住宅

立体駐車場

商業・業務施設

付属物・設置物

閉鎖性

不特定者利用空間

自然要素

特定者利用空間
空地・隙間

敷地囲障
固定

道路自体
道路

建築物

状態 人気 可視性

①時間帯・性差により感じる不安感は異なる

②不安を感じる空間構成は 10 タイプに分類でき、そ

　れぞれにどういった要素があるか集計した

③不安を感じる空間構成を一軸上に評価した

④性差によって不安を感じる空間構成は異なる

　研究に際しては PVRという手法に着目することで、

多くの被験者から不安要素を抽出することができた。

ただし PVRには「死角が多くなる」等の問題もあり、

技術的な改善は必要である。今後の防犯環境設計にお

いては不安要素の評価を行い、不安感を向上させる要

因を明らかとすることで、より効果的な改善策を講じ

ることが出来ると考える。

0.0 1.0-1.0 -0.5 0.5

行き止まり
0.887

監視性のない
施設・構造物
0.677

落書き・破壊
0.118

光が届かず暗い
0.017

閉鎖的空間
-0.254

奥へ視界が通らない
-0.504

人気のない空地・空間
-1.094

男性：19人

0.0 1.0-1.0 -0.5 0.5

行き止まり
0.919

監視性のない
施設・構造物
0.591落書き・破壊

0.251

光が届かず暗い
-0.036

閉鎖的空間
-0.193

奥へ視界が通らない
-0.566

人気のない空地・空間
-0.966

全被験者：30人

0.0 1.0-1.0 -0.5 0.5

行き止まり
1.021

監視性のない
施設・構造物
0.467

落書き・破壊
0.502

光が届かず暗い
-0.396

閉鎖的空間
-0.122

奥へ視界が通らない
-0.697

人気のない空地・空間
-0.774

女性：11人


