
1

　

　

　

要旨

　

　

1　はじめに

　良好な街路景観を形成する条件の一つとして，景

観色彩にある程度の「まとまり」があることが想定

される．この「まとまり」を示す指標として，筆者

は景観画像の全画素のRGB値をCIELAB値に変換し，

主成分分析を行って求めた第一主成分寄与率を用い

ている．

　これまでの研究で，歴史的景観の保全に努めてい

る街路では「まとまり度」が高いことが明らかにな

った．また，街路を移動する際の視点移動に伴う

「まとまり度」の変化を見ることで，屋外広告物が

街路景観に与える影響を把握できることも明らかに

なった．しかし一方で，雑然としているが活気のあ

る商店街と単調な郊外幹線道路との，実体験の印象

の違いを説明できるだけの「まとまり度」の変動の

特徴の違いを見出すには至っていない．

　そこで今回は，視点移動に伴う「まとまり度」の

変動周期に着目して分析を行った．

2　分析方法

　本論では既報［近藤，2013］［近藤，2014］の6

つの街路のデータに加え，新たに4つの街路を撮影

した（1）．分析対象として追加した4つの街路は，岐

阜県各務原市の旧鵜沼宿付近の中山道（以下「鵜

沼」という），愛知県名古屋市中区の久屋大通中央

分離帯内にある久屋大通公園遊歩道（以下「久屋」

という），名古屋市中区錦の伏見通（以下「伏見」

という），名古屋市東区白壁の白壁町筋（以下「白

壁」という）である．

　鵜沼は，旧中山道の宿場町として栄えた頃の面影

を残す建物が数戸現存しているほか，酒造メーカー

の蔵などが建ち並らぶ幅員7mの旧街道である．各

務原市は景観基本計画で景観形成重点地区に位置づ

け，文化遺産の保全・復元・活用と同時に，歩ける

まちづくりを目指して無電柱化や車道の狭窄部が設

けられている．本論では大安寺川以西の鵜沼西町の

街路を対象として撮影を行い，町屋館前から八木山

通・伊木山通交差点までの約335m（図1のSからE

まで），183秒のシークエンス映像を得た．撮影は9

シークエンス景観における色彩のまとまり度の変動周期

都市経営　No.8（2015），pp.01-08

近　藤　桂　司

　街路景観色彩のまとまりを示す指標（まとまり度）として，景観画像の色彩情報の第一主成分寄与率が考

えられる．本論では街路景観をシークエンス景観と捉え，街路移動に伴うまとまり度の変動を時系列分析し

た．その結果，まとまり度の変動周期とスペクトル密度の関係にはいくつかのパターンがあることが明らか

になった．歴史的景観を保全している街路と地方都市の郊外幹線道路のスペクトル密度の構造が類似してい

ることも明らかになった．活気のある商店街だけが変動周期のスペクトル密度分布が他の街路と著しく異な

っていた．

キーワード：景観，色彩，シークエンス，デジタル画像，まとまり



2

図１　鵜沼の街路撮影地点

図２　久屋の街路撮影地点
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図３　伏見の街路撮影地点

図４　白壁の街路撮影地点
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図５　本論で対象とした街路一覧

（左列上から白壁，久屋，伏見，有松，半田．右列上から鵜沼，柄山，久松，国道，春日）
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図６　街路ごとの第一主成分寄与率の変化
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月11日の11時半前後（晴れ）に行った．

　久屋は名古屋市の中心部を南北に貫く幹線道路で

ある．幅員は110mあるが，中央部分は公園となっ

ている．街路内とはいえ，樹高の高い木々が生い茂

り，周囲の建物は木々の幹の隙間から見えるにすぎ

ない．また，遊歩道周辺の地面もツタ類で覆われて

いる．本論では久屋大通の北端に近い久屋大通公園

内の遊歩道を撮影し（図2のSからEまで），魚ノ棚

通から京町通までの約115m，88秒のシークエンス

映像を得た．撮影は9月10日の11時前（晴れ）に行

った．

　伏見も名古屋市中心部を南北に結ぶ主要道路であ

る．車道が10車線，広い歩道もあり，幅員は55m

となっている．オフィス街にあり，街路の両側には

高層ビルが林立している．本論では錦通伏見交差

点付近から伏見袋町交差点付近までの国道19号線

東側歩道約200mを対象とし（図3のSからEまで），

114秒のシークエンス映像を得た．撮影は9月10日

の10時過ぎ（晴れ）に行った．

　白壁は名古屋城の東側に位置しており，武家屋敷

のあった地域の東西に延びる幅員約7mの街路であ

る．現在は塀や門などが街路に面して残るのみで高

層集合住宅の開発も進んでいるが，落ち着いた佇ま

いの高級住宅地となっている．本論では西端の国道

41号線との交差点から金城学院高等学校まで（図4

のSからEまで）の約354m，232秒のシークエンス

映像を得た．撮影は9月10日の11時40分前後（晴

れ）に行った．

　なお，新たに調査したこれら４街路を含む全10

街路の景観画像の一覧を図5に示した．

3　分析結果

　既報［近藤，2013］の手法を用いて，新たに撮

影した街路のシークエンス映像から静止画像を切り

出した．切り出した静止画像は，鵜沼が184枚，久

屋が89枚，伏見が115枚，白壁が233枚である．静

止画像の画素数を4分の1に減じた後，各画像の画

素のRGB値を既報の手法で求めた変換式でCIEL*a*b*

値に変換した．それぞれの変換式と残差は次の通り

となった．

鵜沼

L*=0.139244r+0.2527116g+0.0132255b+8.1109974

a*=0.4138496r-0.546413g+0.1117412b-1.6613810

b*=0.2528876r+0.3242119g-0.623401b+4.7463068

（残差）=5.51
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久屋

L*=0.2008090r+0.3597959g+0.0435287b-1.5373350

a*=0.6104211r-0.8509200g+0.1774096b-0.1938560

b*=0.3847827r+0.4821923g-0.9513010b+7.0841227

（残差）=6.32

伏見

L*=0.1609519r+0.2774791g+0.0262773b+6.8440723

a*=0.4940312r-0.655811g+0.129887b-1.5661210

b*=0.3071047r+0.3841429g-0.716713b+3.3692849

（残差）=7.14

白壁

L*=0.1638843r+0.2815434g+0.0322516b+2.8366016

a*=0.5059373r-0.6743170g+0.1317878b-1.9493580

b*=0.3114190r+0.399135g-0.735998b+1.4858221

（残差）=6.64

　次に，変換後のL*a*b*値に対して共分散行列を出

発行列とした主成分分析を行い，第一主成分寄与率

を求めた．さらに，第一主成分寄与率は等間隔の時

系列データであることから，その変化の周期性を明

らかにすべく，スペクトル密度を求めた．なお，統

計分析にはSAS Institute Inc.の統計ソフトウェアJMP

を用いた．

4　分析結果と考察

　各街路の景観色彩の第一主成分寄与率の時系列

変化を図6に示した（2）．街路景観色彩がまとまって

いるほど第一主成分寄与率の値は高くなる（3）．筆

者は，この第一主成分寄与率が景観色彩の「まとま

り度」の指標となると考えている．歴史的な景観の

保全を進めている鵜沼，白壁の「まとまり度」は半

田，有松と同様に常に高い．伏見は，春日，国道と

同様に若干低い値で推移し，時折急激に「まとまり

度」が低下する．これは彩度の高い大型看板や幟旗

などが眼前に迫ったことによる影響である．それら

の屋外広告物が視界から消えると「まとまり度」は

急速に回復する．これらは既報での考察の妥当性を

裏付けている．

　次にスペクトル密度と変動周期の関係を表すグラ

フを図7に示す．撮影した街路によって撮影時間が

異なるため，変動周期の幅も街路によって異なって

いる．図7から，「まとまり度」の変動周期の密度

分布は３つのパターンに分類できると考えられる．

　まず，スペクトル密度にピークのはっきりしてい

る国道と久松があげられる．両者はほぼ相似な形状

図７　街路ごとの第一主成分寄与率の

　　　　　　　変動周期とスペクトル密度（線形）

図８　街路ごとの第一主成分寄与率の

　　　　　　変動周期とスペクトル密度（片対数）
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をしており，それぞれ１つのピークをもっている．

国道は66秒の周期のスペクトル密度が高い．一方

の久松は30秒である．動画撮影時，時速6km前後で

移動しているから，それぞれのピークとなった周期

を距離に換算すると110mと50mとなる．街路に面

して立地している建物の間口を地図上で計測した

ところ，国道が約21m，久松が約7mである．よっ

て，建物の繰り返しが周期性に関与している可能性

が高いとは言えない．また，街路樹は国道では8～

20mの間隔で，久松では15mの間隔で植えられてお

り，その関与も低いと考えられる．

　二つ目は有松，久屋，伏見，柄山，久松，春日の

グループである．春日以外の５街路は，全て類似し

た勾配で周期が長くなるほどスペクトル密度が高く

なっている．春日は周期が70秒を超えたあたりか

らスペクトル密度は緩やかに減少している．

　最後に半田，白壁，鵜沼である．鵜沼は周期60

秒よりも長周期側で若干スペクトル密度が高くなっ

ているが，グラフはほとんど水平で，目立った周期

性は見い出せない．

　今度は，グラフの縦軸のスペクトル密度を対数目

盛りにした（図8）．これを見ると，有松と春日の

グラフ形状に大きな違いはない．同一グループに属

すると判断して良いと考えられる．半田と白壁の２

つの街路はスペクトル密度の顕著な上昇は見られな

い．鵜沼は，長周期側では有松や春日などのグルー

プと同様の密度のため，判断は難しい．なお，国道

は周期にピークがあることが確認されるが，さほど

特異とは言えない．久松には顕著なピークが認めら

れる．

5　おわりに

　「まとまり度」の変動周期は，歴史的景観を保全

している街路であっても，地方都市の郊外幹線道路

であってもスペクトル密度の構造は類似していた．

本論で変動周期のスペクトル密度分布が他の街路と

著しく異なっていたのは久松だけであった．久松の

特徴は何であろうか．それは「活気」であろう．大

きな屋外広告物で自己主張をするわけでもなく，生

活感なく整った街並みでもなく，ある程度の雑然さ

が許容された街路空間である．

　今後の研究によって「まとまり度」の高さによっ

て街路景観色彩の「まとまり」がわかり，「まとま

り度」の時系列の変動周期によって「活気」が判明

する可能性が期待される．さらには，「活気」を演

出する変動周期がわかれば，移動速度（徒歩，車，

電車などによる違い）に応じた単調にならない景観

の提案が可能になると思われる．

注

（1）これまでの撮影と同様にSONYのデジタルビ

デオカメラHDR-CX720Vを用い，毎秒24フレーム

のプログレッシブスキャン，記録画素数1,920×

1,080pixcels，自動ホワイトバランス，広角端の設

定で撮影を行い，街路を撮影する度に併せて撮影し

た色校正原稿を用いて分析時に補正した．撮影時に

はカメラが路面から約150cmの高さになるように構

え，進行方向を撮影した．カメラには三脚を取り付

け，簡易スタビライザーとして利用した．なお，車

の通行や信号待ちなどによって撮影が中断した場合

は，複数のカットに分割して撮影した映像を繋いで

一連のシークエンス映像とした．

（2）比較のため，既報［近藤，2013］［近藤，

2014］で示したデータを重ねて掲載している．

（3）色彩がまとまっていることと景観が良好であ

ることは同義ではない．景観を構成する建物群がグ

レー一色であったとしても「まとまり度」は高くな

る．重要なことは「まとまり度」の変化である．
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Fluctuation Periods of Color Unity Index at Sequence Scenes

Keishi KONDO

The fi rst principal component of color information of street view is used as a color unity index of streetscapes. In 

this paper, I regarded streetscapes as sequence scenes, and time-series analyzed fluctuations of color unity index 

with walking through streets. Analysis shows there are some patterns between fluctuation periods of unity index 

and spectral density. Besides, it shows there is a similar structure of spectral density between historical landscape 

preservation streets and suburban main roads. Only an active shopping street has markedly diff erence in spectral 

density distribution.
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