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目的目的

金沢の質の高い文化・まちづくり
‒ 旦那衆によって守られてきた

21 世紀美術館のオープン →アートがより身近に

パブリックアート・・・市民のコンセンサスが必要
– 質やデザイン、ランドスケープへの配慮、意義の精査
– 設置者や製作者の思惑
歴史的な町並みや文化資産 + 美術館
– まち全体でアートを展開
市民の目を新しいアートに向けさせる

新しい旦那衆の誕生を期待
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新聞記事新聞記事

北國新聞
2006/5/2朝刊
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本プロジェクトの効果本プロジェクトの効果

１．金沢の新しいまちづくりに寄与し、まちのア
イデンティティが高まる。

２．パブリックアートという親しみやすい対象で、
新しい市民参加が生まれる。

３．まちなかのランドマーク機能を高め、市民
や観光客の回遊性が増す。
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方法方法

市民による実地評価
– 公開と参加（専門家、一般市民、建築系学生）
– 実際の現場を評価
データシートの作成
– A3見開きで一覧できるレイアウト
– 写真、位置、大きさ、素材などの客観的データ
– 主観的評価の結果のグラフィカルな表示
結果の公開
– 自治体へのフィードバック
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データシートの作成データシートの作成

目的と利用法
– 対象を客観的に把握する
– 調査や議論の基礎資料とする
掲載項目
– 対象写真（３点）
– 位置図（航空写真）
– サイズ・材質など作品固有のデ－タ

• 金沢市等の公表デ－タや調査の記録等を検索
– SD評価の一部をレーダーチャート化
– 自由回答上位意見を記載
– 設置の経緯
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データシートの例データシートの例
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市民による実地評価市民による実地評価

評価項目
– SD法（多数の形容詞対による尺度で評価）
– 総合判断（いくつかの視点から対象を判断）
評価地域
– 金沢駅から21世紀美術館にかけての通り
⇒アートアベニュー

評価対象
– 彫刻、壁画、水景、高欄、照明器具
– 実際に評価を行なえるのは一部
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評価用紙評価用紙



10

分析の方針分析の方針

SD法について
– 探索的な因子分析、もしくは、共分散構造分析
によって分析

– 個別の印象と総合評価との関連性
総合的評価について

– 代表的回答、「はい・いいえ」の比率などの要約
市民・専門家・学生間の評価の相違につい
ても検討
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評価の様子評価の様子 11
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評価の様子評価の様子 22
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新聞掲載新聞掲載

朝日 読売
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主観的評価の分析主観的評価の分析

因子分析の実施

– 因子構造
– データシートに記載する尺度の選定
共分散構造分析

– 評価構造の推定
･･･どういう印象のものが好まれるか
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因子負荷量因子負荷量

総合的
評価性

(環境の)
開放性

暖かみ アピール性 古典性
(環境の)
都市性

好き 0.90 0.03 0.13 0.07 -0.02 0.02
楽しい 0.80 0.05 0.18 0.29 0.01 -0.06
美しい 0.73 0.07 0.23 0.10 0.09 -0.01
適合した 0.61 0.14 0.01 -0.03 0.02 0.20
明るい 0.50 0.28 0.23 0.34 -0.04 -0.10
S明るい 0.19 0.83 0.05 0.05 -0.10 0.04
S広い 0.16 0.80 -0.07 0.03 0.17 0.26
S開放的 0.16 0.87 -0.02 0.03 0.05 0.11
暖かい 0.23 0.00 0.63 0.00 0.03 -0.02
自然な 0.12 -0.07 0.60 -0.11 0.12 0.22
硬い -0.18 -0.02 -0.61 0.03 -0.11 0.09
派手な 0.36 0.13 0.11 0.78 0.02 -0.07
新しい 0.45 0.02 -0.11 0.44 -0.43 -0.11
大きい 0.30 0.17 -0.20 0.42 -0.03 0.13
複雑な 0.09 -0.05 -0.09 0.41 -0.10 -0.01
具体的な 0.06 0.08 0.29 -0.25 0.68 0.07
動的な 0.36 0.10 0.35 -0.03 0.45 0.08
S好き 0.40 0.37 -0.07 -0.04 0.13 0.48
Sうるさい 0.11 0.09 -0.06 -0.08 0.11 0.41
S臭い -0.05 0.09 0.11 0.06 -0.06 0.37
わかりやすい 0.29 0.26 0.14 0.24 0.27 -0.07

表　因子負荷量（抽出:最尤法、回転:Kaiserの正規化を伴うｸｵｰﾃｨﾏｯｸｽ法）
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因子得点因子得点 11

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||専門水景(市役所)

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||学生水景(市役所)

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||一般水景(市役所)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||専門水景(駅前)

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||学生水景(駅前)

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||一般水景(駅前)

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||専門水景(駅前時計)

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||学生水景(駅前時計)

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||一般水景(駅前時計)

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||専門水景(中央公園)

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||学生水景(中央公園)

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||一般水景(中央公園)

(環境の)
都市性

古典性
アピール

性
暖かみ

(環境の)
開放性

総合的
評価性

属性対象
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因子得点因子得点 22

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||専門自由と正義の像

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||学生自由と正義の像

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||一般自由と正義の像

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||専門浄

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||学生浄

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||一般浄

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||専門愛と希望

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||学生愛と希望

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||一般愛と希望

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||専門萬生如意

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||学生萬生如意

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||一般萬生如意

(環境の)
都市性

古典性アピール性暖かみ
(環境の)
開放性

総合的
評価性

属性対象
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因子得点因子得点 33

||||||||||||||||||||||||||||||||||||専門鼓動

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||学生鼓動

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||一般鼓動

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||専門FUGA

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||学生FUGA

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||一般FUGA

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||専門走れ！

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||学生走れ！

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||一般走れ！

(環境の)
都市性

古典性アピール性暖かみ
(環境の)
開放性

総合的
評価性

属性対象
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因子得点因子得点 44

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||専門CORPUS MINOR♯1

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||学生CORPUS MINOR♯1

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||一般CORPUS MINOR♯1

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||専門悠ヨウ

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||学生悠ヨウ

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||一般悠ヨウ

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||専門四高記念碑

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||学生四高記念碑

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||一般四高記念碑

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||専門終わりなきコンチェルト

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||学生終わりなきコンチェルト

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||一般終わりなきコンチェルト

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||専門ウェルカムアーチ

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||学生ウェルカムアーチ

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||一般ウェルカムアーチ

(環境の)
都市性

古典性アピール性暖かみ
(環境の) 
開放性

総合的
評価性属性対象
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まとめまとめ

学生は古典的なものに高評価

– 古典性をあまり感じていない？

学生は水景が好き

専門家にとって低評価でも、一般・学生にとっては
それほどでもないものがある。

– 遠慮？あまり極端なことがいえない。

住民から問題視されていたものも、今回の評価で
はそれほどでもない。

– 個人差が大きい！
– 「コーパスマイナー#1」

■専門家によるアドバイス
■市民の審美眼の育成
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設置当時設置当時((記事部分記事部分))
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対象一覧対象一覧


