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は じ め に  

 近年、公共事業においても美しい景観形成が目的の一つになっており、景観緑三法

の制定およびシーニックバイウェイ北海道や日本風景街道など、良好な景観を創出す

る施策が進められている。また同時に国民の景観保全意識も高まっている。しかしな

がら、その整備にあたって道路景観を定量的に評価する方法が確立されておらず景観

整備に対する合意形成等において苦慮している状況である。 

 そこで、道路景観の定量化手法を整理し、フラクタル、要素の面積比率、確率理論

を用いた手法の３つについて景観評価手法の特長を検討した。その中からフラクタル

を試算し、景観の定量化を試行することにより沿道景観評価への適用性を考察した。

その結果を報告する。 

 

１．  背景と目的 

 道路は公共事業のなかでも特に一般の利用者の視覚対象となりやすく、安全性や機

能性とともに景観性、美しさは極めて重要な要素である。近年国土交通省の「美しい

国づくり政策大綱」「景観緑三法」「観光立国推進基本法」など施策の推進や法制化が

行われている。一方、北海道においては、恵まれた自然環境のもと美しい景観が道外

や海外観光客の大きな魅力となっており、その保全・創出は道路整備においても重要

となっている。  

そして現在は景観に対する意識が高まり、道路景観の整備にあたっては道路管理者、

沿道住民、事業者などの協議により良好な景観を考えていく事例が増えてきている。

しかし、その会議における合意の形成に際しては統一された指標がなく、時には各々

の担当者による主観的な感覚で議論

がなされることもあり、認識の統一

に苦慮している。そこで当研究では

合意形成のための指標として景観を

工学的に定量化する手法を整理し、

その適用性について検討した。  

 

２．  定量化手法の概要 

 道路の景観には、道路自体を対象

物とする外部景観と道路の内部から  

Mihara Norihiro,  Matsuda Yasuaki,  Kajiya Yasuhiko 

景観の
定量化

シーン景観
（静止）

シーケンス景観
（動的）

・対象の視覚属性による手法

　大きさ、形、色彩、フラクタ
ル、MTF

•上記のシーン景観の評価手法
を利用する各種方法

•情報理論を利用する方法

•視点と対象の関係から定量化する手法
　視距離、見えの大きさ、要素面積

•上記の組合せによる手法

図－１ 景観を定量化する手法 １ ）  



評価手法 手法の概要 長所 短所 作業性

想定する視点場からの構造物の見え方について、対象
物の長さ、幅、高さ、面積及び容積を数値化する手
法。

対象物の特徴を単純に定
量化できる。

同じ対象物でも視点場に
より見かけ上の大きさは
異なる。

容易に数値化の作業
ができる

想定する視点場からの構造物の見え方について対象物
の比（サグ比、クリアランス比等）を数値化する手
法。

対象物の特徴を単純に定
量化できる。

単純な形状を対象として
いるため、道路の景観と
して総合的に数値化する
手法はない。

容易に数値化の作業
ができる

RGB、CYM、HSB/HLS(色相、彩度、明度)、マンセル表
色尺度(色相、値、彩度)、CIE-XYZ、CIE-LUV、CIE-
LAB等の表色系により色を数値で表す手法。

色彩をさまざまな尺度で
客観的に数値化できる。

デバイスにより色の表現
が異なる。

どの表色系を適用す
るかの検討が必要。

フラクタル解析

ボックスカウンティング
法

画像内の輪郭線の複雑さを数値化する手法。
輪郭線の多少や画像内での輪郭線の偏り具合を解析する。

写真の形状や線の複雑さ・
煩雑さを定量化できる。

写真の色の複雑さ・煩雑さ
は解析できない。

写真の前処理（白黒2値
化またはグレースケー
ル化）が必要である。

画素点膨張法

画像内の輪郭線の複雑さを数値化する手法。輪郭線の多少
や画像内での輪郭線の偏り具合を解析する。図形画素（背
景でない画素）に隣接した背景画素を図形画素に反転させ
る。図形の輪郭線を膨張させることにより輪郭線が変化す
ることを利用した手法。

写真の形状や線の複雑さ・
煩雑さを定量化できる。

写真の色の複雑さ・煩雑さ
は解析できない。

写真の前処理（白黒2値
化またはグレースケー
ル化）が必要である。

マルチフラクタル
画像内のある定量値が画像内で均一であるか、画像内の位
置により偏りがあるかを画像の濃淡分布を確率に置き換え
て解析する手法。

輝度の濃淡分布などを定量
化できる。

写真の色を解析する場合は
算出が煩雑になる。

写真の前処理（グレー
スケール化）が必要で
ある。計算がやや煩雑
になる。

クラスターフラクタル法

画像の配色の複雑さを数値化する手法。各画素のＲＧＢ値
等により画素を3次元分布させ、この3次元分布を解析す
る。各画素の位置（写っているものの形状）は考慮しな
い。

写真の色配置の複雑さ・煩
雑さを定量化できる。

写真の形状や線の複雑さ・
煩雑さは解析できない。

写真の前処理（各画素
の色の数値化）が必要
である。

パワースペクトル法

画像の配色の複雑さを数値化する手法。各画素の色をCIE
表色系の2次元ベクトルで表し、このベクトルの分布を解
析する。 色はベクトルの向き及び長さで表し、その色が
配されている位置をベクトルの始点終点で表す。

写真の色配置の複雑さ、及
び色の配置から捉えられる
形状の複雑さを総合的に解
析できる。

写真の煩雑さを決定してい
る要因が形状なのか色なの
か、明確にできない。

写真の前処理（各画素
の色のベクトル変換）
が必要である。

スケール変換法

画像の配色の複雑さを数値化する手法。画像の解析範囲を
拡大するにつれて、画像内に含まれる各色の量が変化して
いく。この変化量の大きいひとつの色について、配置の複
雑さを解析する。ここでの色はCIE表色系を用いる。

写真の色配置の複雑さ、及
び色の配置から捉えられる
形状の複雑さを総合的に解
析できる。

写真の煩雑さを決定してい
る要因が形状なのか色なの
か、明確にできない。

写真の前処理（各画素
の色の数値化）が必要
である。

位置による画像の輝度値の変化を表す手法。輝度値は
最小0～最大255のため、位置の輝度値変化は波状とな
る。画像の輝度値周期の細かさを表す。

画像の濃淡分布を定量化
できる。

白黒のみ２色の解析であ
る

値の算出が煩雑であ
る。

対象物の見えの大きさを表す手法。視点と対象物との
なす角度を数値化する。視点と対象物の上下端でなす
角度を垂直視覚、視点と対象物の水平左右端でなす角
度を水平視覚という。想定する視点場からの構造物の
見え方を検討する手法。

対象物の特徴を単純に定
量化できる。数値を直感
的にとらえやすい。

代表的な視点場の設定が
必要である。

画像内の各要素の面積を、全体に対する比率で表す手
法。

画像の特徴を面積として
単純に定量化でき、数値
を直感的にとらえやす
い。

要素境界の基準や緻密さ
が作業者により異なる。

要素を区分する作業
に時間がかかる。

対象物上端を見る視線と水平線との角度を表す手法。
対象物から受ける圧迫感を表す。想定する視点場から
の構造物の見え方を検討する手法。

対象物の特徴を単純に定
量化できる。数値を直感
的にとらえやすい。

代表的な視点場の設定が
必要である。

対象物下端を見る視線と水平線との角度を表す手法。
想定する視点場からの構造物の見え方を検討する手
法。

対象物の特徴を単純に定
量化できる。数値を直感
的にとらえやすい。

代表的な視点場の設定が
必要である。

視線と対象のなす角度を表す手法。橋梁、標識等の向
きと視線との角度を表す。想定する視点場からの構造
物の見え方を検討する手法。

対象物の特徴を単純に定
量化できる。数値を直感
的にとらえやすい。

画像だけでは対象物の角
度がわからないため、計
算できない。代表的な視
点場の設定が必要であ
る。

対象物までの距離を
計算する必要がある
ため、計算が煩雑で
ある。

対象物と遠景との大きさの比を表す手法。スケール比
は「構造物等の見かけ上の高さ/遠景の山の見かけ上
の高さ」で定義される。
法面の場合は「法高/背景の見かけ上の高さ」とな
る。想定する視点場からの構造物の見え方を検討する
手法。

対象物の特徴を単純に定
量化できる。数値を直感
的にとらえやすい。

代表的な視点場の設定が
必要である。

フラクタル解析
シーケンス景観をシーン景観の連続としてとらえる。
連続写真それぞれのフラクタル値を算出し、フラクタ
ル値の時系列変化を表す。

要素面積による手法
シーケンス景観をシーン景観の連続としてとらえる。
連続写真それぞれの要素面積を算出し、要素面積の時
系列変化を表す。

情報系列法

要素の出現確率（要素が含まれる写真数/全写真数）
の対数に要素が含まれるメッシュ数を乗じた値を要素
情報量とし、1写真に含まれる要素情報量の和を、そ
の写真の情報量として算出する手法。要素がめったに
出現しない要素だけでなく、あるシーンにおける要素
が視認される面積も重要であるという考えに基づく。

景観の変化点を客観的に
示すことができる。シー
ン景観（非連続写真）に
も適用できる。

全くバラバラのシーン景
観（非連続写真）には適
用できない。

メッシュ区分する必
要があるため、作業
量が多い。

エントロピー法

情報系列法に類似した手法。要素情報量に要素の出現
確率を乗じて、その値の和をその写真の情報量として
算出する手法。めったに出現しない要素だけでなく、
頻繁に出現する要素も重要であるという考えに基づ
く。

景観の変化点を客観的に
示すことができる。

連続写真しか適用できな
い。

メッシュ区分する必
要が無いため、情報
系列法と比較して作
業量が少ない。
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図形の幾何学的な複雑さ、質感、テクスチャをフラクタル理論を用いて数値化する手法。
フラクタルとは、ある部分を拡大、縮小しても全体と形状か変わらない図形、性質をいう。

視線入射角による手法

スケール比による手法

空間周波数特性
（ＭＴＦ）

仰角と囲まれ感による手法

俯角による手法

形（形状、形態）による手法

大きさ（規模、サイズ）による
手法

見込角

要素の面積比率による手法

色彩による手法

 

表－１ 様々な景観の定量化手法 



道路を対象とする内部景観があり様々な定量化手法がある。本研究は道路の内部景観

を対象に道路の種類・目的に応じた定量化手法の適用性を把握することが目的である。

その手法としては図－１のように分類され様々な算出法がある１ ）。表－１にその概要

を示す。今回は手法の容易さや既往の研究資料などから、道路景観に適用可能性があ

ると判断したフラクタル解析、要素の面積比率、情報理論による手法の３つについて

検討した。また、景観評価対象のサンプル化に関しては本来実際の景観である空間を

標本対象とすることが望ましいが、今回は解析法の簡便さを考慮して通常のカメラ撮

影による写真とした。以下に各手法の概要を記述する。  

 

2.1 フラクタル解析による手法 

 フラクタルとは、拡大、縮小して  

ももとと図形と同じになる性質をい

い２ ）、形の複雑さを定量化する手法

として知られている（図－２）。フラ

クタルの数値化には相似次元、容量

次元などいくつかの種類があるが、一般に白黒の濃淡パターンｇ (x)を考えた場合、フ

ラクタルは次式によって定義されている。  

                        Ｄｑ＝ l imlnΣ pi
q  / (q-1)lnr           (1)  

                               p i=g i /Σ gi                             (2) 

Dq：フラクタル次元  

q：確率次数モーメント  

ｒ：微小な矩形  

フ ラ ク タ ル 次 元 Dq

は白黒の形状を数値化

したものである。した

がってフラクタル次元

は白黒２値へ変換する

方法によって値は異な

るので注意が必要であ

る。ここでは図－３に

ある輝度の閾値を基準として閾値を超える画素全てを黒とする変換による図を示す。

このほか要素同士の境界線を黒として白黒変換する手法や灰色の濃度を輝度値として

Dq を算出する手法もある。フラクタルによる解析は多くの研究者によって景観画像の

解析が試みられてきている。  

 

2.2 要素の面積を比率で表す手法 

 ある景観の写真において道路面、道路附属物、樹木、空、標識などの要素が画像に

占める面積率を表す手法である（図－４）。写真で撮影される範囲をもとに計算してい

るため、人間が見ることのできる視野とは異なっている。しかし、景観の画像から比

最小値 1画素のみ D=0 最大値 全て黒 D=2線分　 D=1.0

図－２  フラクタル試算の例 

対象の画像       白黒データに変換した図 

             フラクタル Dq=1.88 
図－３ フラクタル解析例 

ｒ→ 0  



較的容易に算出され直感的に理解しやすく有効な定量

化の一手法として考えられる。  

 

2.3 情報理論を利用する手法 

 静止した道路景観に対して、連続的に移り変わって

いくシーケンス景観の評価の際には定量値の変化量を

表さなければならない。そこでシーケンス景観の変化

を各要素の出現確率に着目し情報量の変化として定量

化する手法がある。式 (3)にその定義を示す。ある連続

したいくつかの景観写真のうち要素ｊが出現する確率を Pj

とする。出現頻度の低い要素は情報量が高いため、景観の

変化を情報量の急激な変化として表すことができる３ ）。  

         I j=－Σ log2Pj                  (3)  

I j：要素 j の情報量  

P j：要素 j の現れる確率  

 

３．  フラクタル解析の試算 

3.1 フラクタル解析の手法 

 今回は景観定量化の試行として画像の情報を比較的容易

に数値化できるフラクタルを試算した。フラクタルは直線

要素が多い場合、値が低くなることが知られている４ ）。こ

の性質を利用して道路附属物の景観評価手法として利用で

きる可能性を検討するため、道路附属物の種類と設置数量

を変化させた仮想景観に対してフラクタル解析を行った。  

解析の手順は図－５のとおりである。今回試算の対象と

したのは図－６の景観であり CG によって道路附属物等を

付加または撤去したものである。  

 

3.2 フラクタル解析の結果 

その結果、図－７のようにいずれの路線においても人工物の少ない自然な状態のフ

ラクタル値が大きく、電柱、視線誘導柱、標識など道路附属物を付加した画像ほどフ

ラクタル次元が低下する結果となった。道路附属物など人工の景観要素は直線である

ため、フラクタル次元が低下したと考えられる。したがってこのフラクタルの変化を

人間の主観である美しさ、好ましさ、調和感などと相関づけることができれば景観の

定量評価手法として適用性が高まってくる。フラクタルは附属物の数量を数値化する

こととなるため、人間の調和感、違和感など、実際に人間が感じる感性を表す可能性

があると考えられる。なお、参考として輝度を２値化した画像を図－８に示す。  

 

写真をグレースケール
に変換

グレースケールの
正規化

輝度の中間値を閾値
として白黒２値化

写真全体を対象としてボック
スカウンティングによってフラ
クタルを算出

図 － ５  フ ラ ク タ ル

算出フロー 

図 － ４  同 写 真 の 要 素

の抽出例 

表 － ２  面 積 比 率

の算出例 

要素 比率(%)
遠景 空 23.9

山 2.1
近景 道路 14.0

樹林 54.6
平野 1.0
防雪柵 0.0
矢羽根 1.1
標識 0.1
ｶﾞｰﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 0.5
電柱電線 2.6

合計 100.0



 

４．  考察 

 図―７よりフラクタル次元は人工物が増

えると値が低下する傾向があり、道路附属

物の評価に適用できる可能性があると考え

られる。路線Ａでは低下が顕著であり、こ

れは空の要素内に電線、視線誘導柱、防雪

柵などが増えたためと考えられる。路線Ｂ、

Ｃは空に占める電線、視線誘導柱の比率が

Ａに比べ小さく低下が緩やかになったと推

察される（図－８）。ただし画像色彩情報を

白黒の２値に変換する際の手法によって値

が変わってくるため留意が必要である。  
図－７ フラクタル解析結果 
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図－６ フラクタル解析対象画像 
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 また、要素の面積比

率による定量化は簡易

な定量化手法であり植

物の比率や空の比率と

主観による高評価の比

較を試みる必要がある。

反対に道路附属物など

人工物と主観値の悪い

評価とを比較するとあ

る相関があることが期

待される。  

情 報 理 論 を 利 用 す

る手法は要素の変化を

数量的に表示できるた

め、連続する景観にお

いて道路標識や視線誘

導柱などの配置に対す

る評価に適用性がある

と考えられる。  

道路景観には、その

地形、構造・形状、対象物、沿道環境、季節などによって様々な分類があり、評価の

目的によって手法の適用性が変わってくると考えられる。また、耐候性鋼材の景観評

価やダム景観の評価にフラクタル解析や要素の面積比率を試算した事例があり４ ） ５ ）、

各々の対象によって評価手法が多様にあると考えられる。本研究は、景観評価の各々

の目的や条件に対して適当な定量評価手法を提案できればと考えている。  

 

５．  今後の予定 

 今後は表－３のような道路類型にしたがって数十種類の景観写真について上記の定

量化とともに SD(semantic differential)法による印象調査を行い、定量値との関係を比

較・検証し、各手法の適用性を整理する予定である。検討結果は今後の良好な景観形

成ための参考資料となるよう次報に発表していきたい。また、現在は上記の３つの手

法を精査することや他手法の適用性について検討を行っている。  

なお定量値とアンケート調査の結果は容易には相関しないと考えられるが、道路景

観に特化した場合の定量化手法を検討し、快適な道路景観づくりに寄与したいと考え

ている。  

表－３ 調査する景観の類型表 

両側 片側 両側 片側
平野
山地

草地畑地
背景

のり面 街路樹 電柱電線 樹林
誘導柱 標識

防雪柵 橋梁

図―８ 輝度を２値化した景観の画像 
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