
1　はじめに

　一般的に良好な街路景観の形成には，景観色彩に

まとまりがあることが重要であると考えられている．

そのため，各地で策定された景観計画には建物壁面

や屋根の色彩の制限が盛り込まれている．その制限

の方法として，マンセル表色系の数値を用いて許可

する色相の範囲，明度の下限と上限，彩度の上限を

示す手法をすることが多い．この手法は，景観を構

成する物の表面色を一定の枠の中に収めることによ

って，眺めとしての景観を良好にしようとする方法

である．使用できる色が限定されるため，必然的に

景観の色彩にまとまりが生じる．使用できる色の選

択の幅を狭めれば狭めるほど，まとまりの度合いは

高くなるが単調な景観になってゆく恐れのあること

は否定できない．単調さは街路を視点が移動する際

のまとまりの変化の小ささが原因である．街路移動

というシークエンス景観は連続したものであり，あ

る色彩のまとまりのある景観から別の色彩のまとま

りのある景観に不連続に変化することはありえない．

したがって，シークエンス景観における色彩のまと

まり度の変化が，単調さ回避の鍵を握ると考えられ

る．

　本研究では，商業地域と近隣商業地域における景

観色彩のまとまり度の時系列変化の特徴とその原因

について考察した．

2　調査・分析方法

2.1　対象街路

　実験対象とした街路は，美濃（美濃市／旧一番町

通り／商業地域），有松（名古屋市緑区有松／県道

222号線／近隣商業地域），新竪（金沢市新竪町／

新竪町商店街／近隣商業地域），伏見（名古屋市中

区錦／伏見通／商業地域），大口（横浜市神奈川区

大口／大口通商店街／商業地域），春日（福山市春

日町／県道379号線／近隣商業地域），久松（福山

市延広町／久松通商店街／商業地域），国道（福山

市延広町～船町／国道２号線／商業地域），関帝

（横浜市中区山下町／関帝廟通り／商業地域）の９

つの街路である（図１）．

2.2　撮影方法

　美濃，有松，伏見，大口，春日，久松，国道は

SONYのデジタルビデオカメラHDR-CX720Vを用

い，広角端に設定して撮影した．新竪，関帝はDJI
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のジンバル付きデジタルビデオカメラOsmoを用い

た．いずれも毎秒 2 4 フ レ ーム，記録画素数

1,920×1,080pixce ls，自動ホワイトバランスと

した．カメラが路面から約150cmの高さになるよ

うに構え，時速約６kmで移動しながら進行方向を

撮影した．車の通行や信号待ちなどで撮影が中断し

た場合は，複数のカットに分割して撮影した．また，

街路を撮影する度に街路と同じ照明環境下で色校正

用原稿を撮影し，色空間変換時の補正に利用した．

2.3　分析方法

　既報（近藤桂司，2013）の手法で，シークエン

ス映像から美濃で54枚，有松で124枚，新竪で

121枚，伏見で115枚，大口で148枚，春日で210

枚，久松で90枚，国道で194枚，関帝で212枚の

静止画像を得た．静止画像の画素数をニアレストネ

イバー法で1/4に減じた後，各画像の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．

色空間内での各画素の距離を扱うためには均等色空

間でなければならないことと，撮影時の照明環境を

標準化するためである．次に主成分分析を行い，こ

れによって得られた第一主成分寄与率を「まとまり

度」を示す指標とした．さらに街路を移動する際の

「まとまり度」の時系列変化の特徴を把握するため，

変動のスペクトル密度を分析した．これらの統計処

理にはSAS Institute Inc.の統計ソフトウェアJMP

を用いた．

3　考察

3.1　まとまり度の変動の特徴

　まとまり度の時系列変動は，大きな屋外広告物が

近づくとまとまり度が急激に低下し，通り過ぎると

急激に上昇することは明らかになっている（近藤桂

司，2013）が，まとまり度が頻繁に上下を繰り返

している街路もあれば，ほとんど一定であるがごく

少数頻度で変化する街路もある．そこで，各街路の

まとまり度の平均値と標準偏差を算出した（図２）．

　図２の左上の領域はまとまり度の平均値が高く標

準偏差が小さい特徴のある街路である．すなわち，

常に色彩にまとまりのある眺めが続いている街路で

ある．この領域に位置する美濃は，大きな屋外広告
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図１　対象街路の一覧



物もなく，保存された伝統的な古い木造建造物が欠

けることなく軒を連ねている．その結果，シークエ

ンス景観は変化に乏しい．一方，図の右に位置して

いる街路ほど標準偏差が大きくなり，彩度の高い多

くの広告物や壁面，工作物に近づいては通り過ぎて

ゆくシークエンスであることを示している．

　美濃と同程度の平均値を持つ街路に有松がある．

街路全体としては色彩にまとまりがあるが，時折ま

とまり度が低下しているため，標準偏差が幾分大き

くなっている．有松は文化財保護法に基づく「伝統

的建造物群保存地区」に指定され，歴史的な建造物

が保存されているだけでなく，名古屋市によって景

観法に基づく「都市景観形成地区」に指定され，屋

外広告物もコントロールされている．それにもかか

わらず，なぜ美濃とは異なる標準偏差を持っている

のか．また，伝統的な建物のない新竪や伏見と類似

した値の特徴を持っているのか．このような疑問が

生じる．そこで，横軸をまとまり度の変動周期のス

ペクトル密度の最大値にしてみた（図３）．横軸の

数値が大きくなるほど，まとまり度の変動の周期性

が強いことになる．

　図３を見ると，美濃，有松，国道，関帝の位置関

係は図４とほぼ同じであるが，大口，新竪，伏見，

春日，久松はそれら５つの位置関係を保ったまま，

左へ平行移動している（赤で囲んだ部分）．すなわ

ち，この５つの街路は標準偏差は大きいが，まとま

り度を低下させる要素が現れるタイミングの周期性

は低いということである．有松はこれら５つの街路

に比べて，まとまり度を低下させる要素が周期的に

現れていることになる．前述した通り，有松の街路

景観はコントロールされており，屋外広告物による

影響とは考えにくい．

3.2　街路軸に直交する壁面の影響

　有松の街路景観を見ると，建物が撤去され駐車場

になったり，店舗が道路境界から後退している箇所

が点在している．その結果，軒が揃わず街路軸に直

交する壁面が露出している．商業地なので，来客用

駐車場の確保が必要とされたためと考えられる．

2016年に重要伝統的建造物群保存地区に選定され

るまでは，壁面後退が可能であった．

　図４は，有松のシークエンス景観画像１枚の中の

街路軸に直交する壁面を抽出したものである．該当

する壁面を朱色で示している．街路左側の壁面が，

景観画像中に特に広い面積を占めている．この景観

画像では街路の右側には広い面積を持つ壁面は見当
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図３　まとまり度の変動周期性と平均値の関係

図２　まとまり度の標準偏差と平均値の関係

図４　有松の街路軸直交壁面



たらないが，街路の各所に同様の駐車場が散在して

いる．建築物の高さが制限されていることや道路幅

員が狭いため，このような壁面が街路移動中に長時

間見えるわけではない．このような条件が周期的に

色彩のまとまり度を低下させているのではないかと

考えられる．

　大口，新竪，伏見，春日，久松の５つの街路につ

いても街路軸に直交する壁面を抽出した（図５）．

上から大口，新竪，伏見，春日，久松である．

　大口は街路両側のアーケードによって商店の２階

部分が隠れているが，３階以上建物が間隔をおいて

建っているためその部分の外壁面が見えている．壁

面後退がほとんどないことや，道路幅員が狭いこと

などから，街路を移動中に同じ壁面が長時間見えて

いるわけではない．新竪は伝統的街並みの景観形成

区域として規制されている．そのため規制実施前に

建てられた建物の壁面が街路から見えるが，壁面後

退がなく街路軸に直交する壁面は多くはない．伏見

は景観保全の対象地域となっており屋外広告物の掲

出や建物壁面色が規制されているが，高層ビルの建

設が可能なため，沿道の建物高さは一定ではない．

その結果，街路軸に直交する壁面が大きく見える．

しかしながら，道路幅員が55mあり，街路移動時

に長時間にわたって壁面が見えているため，まとま

り度を急変させる要素にはなっていない．春日は幅

員15mの郊外幹線道路であり，各店舗は道路に面

して広い駐車場を備えている．建物は軒を連ねるこ

とはなく，広い間隔を持って建っている．そのため，

街路軸に直交する壁面が広く見られる．まとまり度

に与える影響も少なくないと考えられ，まとまり度

の標準偏差が大きいことがそれを裏付けている．そ

の反面，まとまり度の変動周期性が低いことは，街

路移動時に長時間見えることが影響していることが

推測されるが，伏見とは距離や景観画像中に占める

壁面積が異なるため，現時点では断定できない．久

松は壁面後退した店舗がなく，軒がほぼ揃っている．

ほとんどが２～３階建であることも，街路軸に直交

する壁面が見えない原因となっている．街路軸に直

交する壁面が大きく見える箇所は交差点である．
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図５　大口・新竪・伏見・春日・久松の直交壁面



4　おわりに

　街路景観色彩のまとまり度の平均値や標準偏差が

類似していても，視点移動に伴うまとまり度の変動

の周期性が異なる場合があることが明らかになった．

建物が取り壊された跡地が駐車場になると，その隣

の建物の街路軸に直交する壁面が街路から見えるよ

うになる．この壁面がまとまり度の時系列変動に周

期性を与えている可能性があることがわかった．街

路軸に直交する壁面が街路景観の色彩のまとまり度

に影響を与えていることがわかった．屋外広告物を

規制しても，道路に面した駐車場の設置や壁面後退

などが容認されたのでは，街路軸に直交する壁面が

街路景観に大きな影響を及ぼすことが明らかになっ

た．その影響力は道路幅員との関連が大きいことも

示唆され，この点については今後の研究が必要であ

る．
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Time Series Change of Color at Commercial Area Streetscapes

Keishi KONDO

I analyzed the fluctuation of color unity index at commercial area streetscapes. Even if the average value and the 

standard deviation of the color unity index are similar, an example was found in which the periodicity of the fluctuation 

of unity index accompanying the movement of the viewpoint was different. When the site of the shop becomes a parking 

lot, the wall of the next building will be visible from the street. It was found that there was a possibility that these walls 

surface give periodicity to time series fluctuation of color unity index.
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