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美濃・関帝・大口・新竪・照葉の街路景観色彩のまとまり度の変動

　　　　

近　藤　桂　司
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要旨

　「まとまり度」の平均値と標準偏差によって，街路景観色彩の特徴を把握することができる．しかし，こ

の二つの因子だけでは街路が「単調か」否かを判断することは困難である．街路景観をシークエンス景観と

とらえ，街路移動に伴う色彩のまとまり度の変動を時系列分析する必要がある．今回は，美濃，関帝，大口，

新竪，照葉の５つの街路を調査し，それぞれの街路の景観色彩の特徴を把握した．

1 はじめに

　筆者はこれまでの研究によって，街路景観の良好

さを表す指標の一つとして景観色彩の「まとまり

度」が有効であることが明らかにしている．「まとまり

度」が高いと街並みは整然としており，低いといわゆ

る「騒色」環境であると傾向づけることができる．し

かし，この指標の数値だけでは「良好さ」の評価は難

しい．

　コンクリート打ち放しの陸屋根の建物が並んでい

る状態であっても，塗装や屋外広告物などがなけれ

ば色彩としてはバラツキのない極めて統一された景

観となる．「まとまり度」の数値も高いものになるだろ

う．しかし，このような変化の乏しい景観を人間は

「単調」と感じる．

　変化を捉えるには時間の概念が必要になる．筆者は

街路景観をシークエンスで捉え，「まとまり度」の変

化を分析した．変化に周期性を見出すべくスペクト

ル密度を求めた．「まとまり度」の周期性も景観の「良

好さ」を示す指標になるのではないかと考えている． 

2 実験方法

　本論で分析対象とした５つの街路は，岐阜県美濃

市の一番町通り（以下「美濃」という），神奈川県横

浜市中区山下町にある関帝廟通り（以下「関帝」とい

う），神奈川県横浜市神奈川区大口通にある大口通

商店街（以下「大口」という），石川県金沢市新竪町

の新竪町商店街（以下「新竪」という），福岡県福岡

市東区香椎照葉のアイランドシティ照葉（以下「照

葉」という）である．それぞれの街路景観写真を図１

に示した．上から美濃，関帝，大口，新竪，照葉の

順となっている．

　美濃は美濃市美濃町重要伝統的建造物群保存地区

の街路である．大火に見舞われたことから道幅の拡

幅が行われ，現在の幅員は約7.5mである．「うだつ」

のある町家が特徴で，江戸時代の町並みが保全され

ている．一番町の通りの中央部85m（図２のSからE

まで），53秒のシークエンス映像を得た．撮影は8月

11日の11時過ぎ（晴れ）に行った．

　関帝は横浜中華街の代表的な通りの一つで幅員は

約8mである．中華料理店・中華菓子店・中華食材店

などが軒を連ねている．赤や橙などの彩度の高い屋

外広告物が多い．関帝廟の東側から通りの東端まで
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の198m（図３のSからEまで），120秒のシークエン

ス映像を得た．撮影は5月10日の9時半頃（晴れ）に

行った．

　大口はJR横浜線大口駅のすぐ近くから第二京浜

へ向かって延びる横浜を代表する商店街の一つであ

る．車道を挟んでアーケードのある歩道が続くスタ

イルで，八百屋，肉屋，魚屋，金物屋など様々な店

舗が連なっている．幅員は約9.5mである．中間部

を249m（図４のSからEまで）撮影し，147秒のシー

クエンス映像を得た．撮影は5月10日の15時頃（曇

り）に行った．

　新竪は歴史的な建築物である金澤町家を活用した

店舗もあれば，新築の店舗もある新旧混在した地域

型商店街である．小売業を中心に様々な業態の60店

舗が建ち並んでいる．金沢21世紀美術館や鈴木大拙

館にも隣接しているほか，若手や女性経営者らがコ

ンセプト・雰囲気を統一した店構えを模索するなど，

個性的な商店街になっている．幅員は約6mである．

208mを撮影（図５のSからEまで）し，120秒のシー

クエンス映像を得た．撮影は7月27日の15時半前後

（晴れ）に行った．

　照葉は博多湾に浮かぶ人工島アイランドシティの

中の生活道路である．アイランドシティ全体が景観

デザインの観点でまちづくりがなされているが，住

宅地のある「南エリア」は特に都市景観形成地区に

指定され，景観デザインガイドラインに沿った景観

が形成されている．撮影はこの地区の一丁目５番地

の幅員5mの生活道路を対象とした．この区画を抜け

る唯一の道路で，南西から北東へ220m（図６のSか

らEまで）撮影し，124秒のシークエンス映像を得た．

撮影は5月26日の14時頃（晴れ）に行った．

3 分析方法

　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，美濃が54枚，関帝が

121枚，大口が148枚，新竪が121枚，照葉が125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

図1　分析対象とした街道の様子
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図2　美濃の街路撮影地点

図3　関帝の街路撮影地点
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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．なお，新竪についてはDJIのスタ

ビライザ付きビデオカメラOsmoを使用し，自作した

色票を用いて色彩補正を行った．

美濃

L*=0.1423150r+0.2551871g+0.0219018b+8.272707

a* =0.4329388r -0.5620650g +0.1192107b -2.710883

b* =0.2622503r +0.3423822g -0.627744b +5.2805507

（残差）=6.15

関帝

L*=0.1487566r+0.2445846g+0.0153116b+7.6627032

a* =0.4581103r -0.574903g +0.12401236b -4.452903

b* =0.2974188r +0.3272383g -0.606087b +2.8338454

（残差）=6.33

大口

L*=0.1564425r+0.2671021g+0.0239514b+8.6750403

a* =0.5108321r -0.671433g +0.1394863b -1.872302

b* =0.326239r +0.3891384g -0.703154b +4.2620005

（残差）=7.39

新竪

L*=0.1613857r+0.2212122g+0.0137125b+22.480261

a* =0.443267r -0.505519g +0.0942454b -5.548118

b* =0.1964606r +0.3683311g -0.54989b +2.8226173

（残差）=3.03

図4　大口の街路撮影地点 図5　新竪の街路撮影地点
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照葉

L*=0.1432981r+0.2401457g+0.0213704b+11.179607

a* =0.4301968r -0.576810g +0.1309687b -2.995559

b*=0.2677076r+0.3463193g-0.6517890b+3.3328312

（残差）=6.00

　 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．この値が「まとまり度」である．さら

に，求めた「まとまり度」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

4.1　「まとまり度」の時系列変化

　各街路の景観色彩の「まとまり度」の時系列変化を

図７に示した．

　美濃の「まとまり度」は平均値は93.75，標準偏

差は1.69と時系列変化は小さく終始高い値で推移

している．これは歴史的町並みが保存されている街

路に共通する特徴である．既報［近藤，2015］［近

藤，2013］で取り上げた鵜沼（岐阜県各務原市鵜沼

西町）や半田（愛知県半田市荒古町）も同様であった．

　次に「まとまり度」が高い街路は新竪であった．「ま

とまり度」が急激に変化している地点では彩度の高い

日除けや看板があるが，総じて大きな屋外広告物は

なく落ち着いた佇まいである．平均値は90.86，標

準偏差は4.95であり，色彩がまとまっている一方で

多少のバラツキがある特徴を持っている．

　大口は有数の商店街だけあって賑やかである．屋

外広告物も大量に掲出されている．しかし，「まとま

り度」はさほど低くはなく平均値は87.27である．標

準偏差も4.00で時系列変化も大きい方ではない．こ

のような結果に導いているのは歩道上のアーケード

とそこに設置された日除けである．アーケードによっ

て歩道上に多く掲出された屋外広告物は日陰となり

明度も彩度も低くなっている．またアーケードその

ものは一種類であるため，街路景観に統一感を与え

ている．アーケードには屋外広告物が全くないこと

も統一感を伸張している．アーケードには日除けが

ついているが，２〜３種類に統一されており，日除

け自体の彩度が高くても街路全体としてみるとまと

まりがあるように演出されている．

　関帝は中華街特有の鮮やかで大きな屋外広告物を

反映して「まとまり度」の平均値は77.94と低めであ

る．標準偏差は8.42で今回対象とした街路の中でも

とりわけ大きく，変化が大きいことを示している．

　照葉は先述したように景観形成地区に指定された

住宅地である．屋外広告物は皆無であり，建物の色

彩も高明度低彩度である．しかし数値の上では「ま

とまり度」は低い結果となっている．これは植栽によ

る影響である．植栽の多い景観は「豊かな緑」と大

図6　照葉の街路撮影地点
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まかに形容されるが，その緑を分析すると極めて多

様な色彩に分別される．その結果，景観にはたくさ

んの色彩が存在し，またそれは時系列で刻々と変化

していることになるのである．同様の結果は，景観

地区に指定された既報［近藤，2013］の柄山（岐阜

県各務ヶ原市那珂柄山町グリーンランド柄山景観地

区）でも見られた．

4.2　「まとまり度」のスペクトル密度と周期

　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８および図９に示す．前者はスペクトル密度

を線形表示，後者は対数表示したものである．街路

によって撮影時間が異なるため，変動周期のレンジ

も街路によって異なっている．

　関帝と照葉は他の３つの街路とは異なり，70秒か

ら80秒の周期性が強いことがわかる．関帝の商店の

間口は様々である．また，照葉は分譲住宅地のため

間口が10〜15mと似通っているが，80秒の周期を距

離に換算すると45mとなり，立地間隔が周期性の原

因となっているわけではないと推測される．

　既報で分析した国道（広島県福山市延広町国道２

号線）は60秒付近，久松（広島県福山市延広町久松

通商店街）は30秒付近がもっとも周期性が強く，今

回分析した街路は異なった結果となった．

５おわりに

　「まとまり度」の平均値と標準偏差を指標として街

路景観色彩の概要を把握し，その特徴から分類する

ことができる．しかしこの２つの数値だけでは「ま

とまっている」ことと「単調な」こととを区別するこ

とはできない．景観をシークエンスとして考え，時

間の概念を導入し「まとまり度」時系列変化を分析す

ると，街路よって特徴の異なる結果が導かれた．こ

の結果がどのような要素によって引き起こされてい

るのかは今のことろはわからないが，街路を特徴づ

ける指標のひつとになり得る可能性がある．
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Changes of “unity index” of streetscape color: Mino, Kantei, Oguchi, Shintate and Teriha

Keishi KONDO

 

 Based on the average value and standard deviation of “unity index”, it is possible to grasp features of street 

color. However, it is difficult to judge whether the streetscape is "monotonous" by using only these two factors. It is 

necessary to regard the streetscapes as sequence scenes and to analyze the time-series analysis of the variation of “unity 

index” by walking through streets. In this paper, I surveyed five streets in Mino, Kantei, Oguchi, Shintate and Teriha, 

and grasped the features of the landscape color of each street.
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