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奥行感度の解析結果からみた景観構成要素の配置関係に関する研究

平田　千裕

1. はじめに

1-1. 研究の背景

絵になる景観を求め、景観整備の分野では絵画を分

析対象とする研究が数多くなされてきた。

「カメラ・キャリブレーションを用いた風景画にみ

られるデフォルメの分析」では、多くの画家に描かれ

たサンマルコ広場の絵画を対象に絵画と実景の絵画上

でのズレを測定した。結果、絵画と実景は一致してい

ないが、それらのズレには全ての画家に共通した特徴

がみられることを明らかにした。

その共通の特徴に画家の意図があるとするならば、

実景の配置から絵画の配置に描き換えられたことに

よって視覚的にどのような効果がもたらされたのかを

明らかにすることは、景観設計において美しい配置計

画を目指す手がかりになるのではないかと考える。

1-2. 研究の目的

美しい都市景観を目指すにあたり、美しさの客観性

を持つ評価材料として扱われることの多いカナレット

やベロットらの都市景観画は、“奥行”を強調する技

法である透視図法で描かれている。このことから、都

市空間を描いた絵画にみられる画家の修景は“奥行感”

を表現しているものだと考えられないか。

本研究では、透視図法で描かれた広場・街並の都市

景観画を対象として、視覚的効果である“奥行感”に

焦点をあてて分析を行う。具体的には、美しさの基準

をもつ画家の主観で描かれた絵画の景観が、実景より

視覚的に奥行感をどれだけ強調させたのか、またどの

ような平面配置の変化が奥行感をもたらすのかを景観

構成要素別に考察することで、奥行感を強調する景観

構成要素の配置関係を探ることを目的とする。

1-3. 既往研究

奥行感に関する研究は、建造物のファサードや街路

形状等の建築 , 都市空間の分野のものから人間の視覚

システムや映像の分野のものまで幅広く存在するが、

都市景観について分析した既往研究は非常に少ない。

木幡氏の「景観要素の配置とプロポーションが奥行

き感へ与える影響について」では、絵画にみられる視

覚的効果を参考に、景観シミュレーション画像を用い

た SD 法による心理評価実験を行うことで、景観要素

の配置が生み出す奥行感を定性的に検証している。し

かし、視覚的効果そのものについての心理評価に留ま

り、構図・要素別の定量的分析にまで至っていない。

本研究では、広場・街並空間について描かれた風景

画を対象に、2 章で CC 解析を用いた絵画と実景のズ

レの検出、3 章で景観構成要素間の奥行感度の測定を

行い、2,3 章を踏まえて 4 章で各構図・各要素での奥

行を強調する効果のある景観構成要素の配置関係につ

いての法則を探る。

2. 絵画と実景のズレ検出と特徴分析　

　第 2 章では、画像解析プログラムである Camera 

Calibration( 以下 CC) を用いて、絵画と実景の変換

式を求めることで、絵画上と実景上それぞれでの位置

のズレを算出し、それらの特徴分析を行う。

　まず次節で CC の概要の説明から、絵画と実景の比

較分析を行う前提条件としての精度検証、さらにプロ

グラム誤差の把握までを行う。

2-1. 分析手法 :CameraCalibration

2-1-1. CC の概要

　撮影画像からカメラの位置姿勢やカメラ特性を推定

する方法、即ち投影の逆問題を解く方法として CC と

いう方法がある。本章では、「カメラ・キャリブレーショ

ンを用いた風景画にみられるデフォルメの分析」で用

いた CC と同様の解析操作を行うものを使用する。

　具体的に、二次元画像平面（画像座標系）の点Ｐｄ

（u,v）とそれに対応する三次元空間（世界座標系）の

点Ｐｗ（wx,wy,wz）を用いて、ＰｄとＰｗの変換行列式 (1)

を求め、カメラパラメータ A[R|T] を割り出す。

　　s Ｐｄ　＝　A[R|T] Ｐｗ　　　　　　     　（1）

　これを複数の点群を用いて重回帰分析すること

により A[R|T] を適正化し、この適正化されたカメ

ラパラメータを用いて（1）の逆計算を行い、世界

座標系における点Ｐｗが実際に写る画像上の位置Ｐ

ｃ（cx,cy,cz）を求める操作を実行する（①の操作）。

同様に、画像上の点Ｐｄが世界座標系に変換された点

Ｐ k(kx,ky,kz) を求める（②の操作）。絵画と実景の

画面上でのズレを点Ｐｄと点Ｐｃから、実景 1/1 平面図
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上でのズレを点Ｐ k と点Ｐｗから得る。

2-1-2. 精度検証と結果

　サンマルコ広場の写真画像と平面図（AutoCad 内で

1/1 変換）を用いて CC の精度検証を行う。画像では

画像中心を原点 O(0,0) に縦方向をｙ軸 , 横方向を x

軸に設定し、1/1 平面図では写真の構図を望む視点場

を原点 o(0,0,0）に奥行方向を Y 軸、Y 軸の直行軸を

X軸に設定した。以降の分析でも同様の設定を用いる。

　測定された画像内平均ズレは x 軸では 0.80 ㎜、y

軸では 0.44 ㎜、1/1 平面図内平均ズレは X 軸では

180.24 ㎜、Y 軸では 114.17 ㎜と極めて精密な値が確

認された。これら測定された x,y それぞれの方向の平

均ズレを CC を行う際のプログラム自体の精度誤差と

して、絵画での解析作業の参考にすることとする。

2-2. 分析対象と空間構成要素

本研究ではカナレットとベロットの都市景観画のう

ち、広場空間の分析としてサンマルコ広場の作品 7 点、

街並空間の分析としてウィーンの作品 5 点とワルシャ

ワの作品 2 点を用いる。サンマルコ広場の絵画ではサ

ンマルコ寺院 , 鐘楼 , ポルティコ , リストン , 柱を、

ウィーン・ワルシャワの街並の絵画では左右両列の建

造物や歴史建築 , モニュメント像を主な景観構成要素

として分析対象とし、絵画と実景のズレ検出から奥行

感度分析までを行う。

2-3. 分析結果

以下では、CC 解析によって検出された絵画と実景

の画像平面位置でみた画像ズレ x,y と実景ズレ X,Y の

量的関係性についての検証と、景観構成要素の配置ズ

レの特徴分析を試みる。

2-3-1. 広場における絵画と実景のズレ

サンマルコ広場の絵画における画面上 x 位置 ,y 位

置それぞれにおける画像ズレ x,y と実景ズレ X,Y を図

1-1 に示す。絵画と実景のズレ量の相関みると、全作

品での相関係数平均が x=0.96,y=0.93 と極めて高い数

値を示した。よって、絵画ズレと実景ズレの量的感覚

と方向はほぼ等しいといえる。x,X 方向ズレは、全作

品おいて画面中央（実景では中央奥）ではズレが比較

的小さく、画面下（手前）両端側ではズレが大きい傾

向がみられた。y,Y 方向ズレについては全体に通じる

傾向は見られなかった。実景と比べて絵画の景観は、

要素単体が画面に正対して見えるように補正される点

や、全体景として透視図的構図に見えるように修景さ

れる点が特徴としてみられた。

2-3-2. 街並における絵画と実景のズレ

ウィーン , ワルシャワの街並の絵画における画面 z

上 x 位置 ,y 位置それぞれにおける画像ズレ x,y と実

景ズレ X,Y を図 1-2 に示す。絵画と実景のズレ量の相

関みると、全作品での相関係数が x=0.89,y=0.89 と

高い数値を示しているため両者は相関しているといえ

る。x,X ズレはサンマルコ広場と同様に、画面中央（実

景では中央奥）でのズレが比較的小さく、画面下（手

前）両端側でのズレが大きい傾向がみられた。y,Y ズ

レには共通の傾向はみられなかった。実景と比べて絵

画の景観は、連続する建物群両列の並び角度やスパン

を調整し透視図的構図に修景される特徴がみられた。

3. 画面上景観構成要素間における奥行感度の測定

　第 3 章では、2 つの景観構成要素それぞれから選択

される 2 点または要素単体から選択される 2 点につい

て、実景から絵画の景観へ変化した場合に奥行感がど

れくらい増加するのか、奥行感度という評価量を用い

て解析する。これにより景観の奥行感を強調する景観

構成要素の配置関係の特徴パターンを見出す。

　まず次節で、CC 解析のプログラム誤差が奥行感度

に与える影響を把握し、その結果を基準値とするため

の精度検証・適正を行う。

3-1. 分析手法 : 奥行感度

3-1-1. 奥行感度の概要

奥行感度とは、二次元で表示される映像や画像等か

図1-2　街並における絵画と実景のズレ（◆絵画,■実景）

図1-1　広場における絵画と実景のズレ（◆絵画,■実景）

街並:画面x位置-x,Xズレ 街並:画面y位置-y,Yズレ
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図2　対象物体間の相対移動
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ら与えられる三次元空間知覚 ( 奥行知覚 ) に対する効

果の評価尺度で、基本定義 * は（2）のように表される。

奥行感度≡視距離 (D)/ 奥行弁別閾 ( Δ D)　 （2）

空間における奥行知覚は物体間の相対関係から成立

するため、この定義は 2 物体間の相対速度から奥行

知覚を求める場合にも応用できる。図 2 より、oはカ

メラ座標の原点で Oは撮影画像面座標の原点である。

カメラ座標において (x1,y1) および (x2,y2) にあるオ

ブジェクトが撮影画像面座標に投影され、オブジェク

トが移動に伴い撮影画面の X 方向及び Y 方向に投影さ

れた像が移動する。この像の移動を表したものがオプ

ティカルフローであり、式 (3)、式 (4) で表される。

ここで T はカメラ運動パラメータであり、平行移動

の成分を Vx,Vy,Vz と、回転の成分をΩ x, Ω y, Ω z

と表す。相対速度Δ vx およびΔ vy とすると、式 (5)

および式 (6) のように計算され、奥行感度は式 (7) お

よび式 (8) のように表される。ただし、z1=D,z2=D+

Δ D とする。

3-1-2. 絵画への適用

本章では、上述の計算式を応用して、絵画中のある

任意の二点間の位置関係がもたらす奥行感度を解析す

る。奥行感度は奥行きが減少した場合を捉えることが

できないため、ここでは実景から絵画 , 絵画から実景

と双方の位置変化の場合の奥行感度を求め、その差を

とったものを分析に扱う。例えば実景と絵画に位置関

係の差がない場合では奥行感が等価となり、差はゼロ

に近い値を示し、絵画の位置関係が高い場合は正値を、

実景の位置関係が高い場合は負値を示す。

3-1-2. 精度検証と結果

CC 解析の精度検証と同様に、奥行感度の精度検証

を行った。写真と平面図はほぼ一致しているので、こ

の検証によって表れる値は CC 解析時のプログラム誤

差によるものである。

結果、実景写真での奥行感度の平均値は d=4.79 で

あった。よって絵画へ適用する場合にはこの値を奥行

感度なしの時の基準値として扱うこととする。

3-2. 分析結果

奥行感度を高める効果のある景観構成要素の組合せ

とその配置関係について以下にまとめる。また表1に、

特徴のみられた絵画 4 点における、絵画の位置関係が

高い値を示した点（正値）と実景の位置関係が高い値

を示した点（負値）の組合せ数を併せて表記する。

3-2-1. サンマルコ広場の奥行感度値

サンマルコ寺院を正面に望む構図（A）では、寺院

と時計塔、鐘楼と旧行政館、旧行政館と新行政館の組

合せで高い値が測定された。寺院を左手に大広場から

レオーニ小広場を望む構図（B）では、寺院と三本の柱、

寺院と鐘楼、小広場にある二本の柱とドゥカーレ宮殿

と新行政館図書館の組合せで高い値が測定された。寺

院を右手に小広場から大広場を望む構図では、鐘楼と

新行政館図書館の組合せで高い値が測定された。

全構図に共通して、画面に正対している要素は単体

での奥行感度が高く測定された。リストンは単体だけ

でなく全ての要素との組合せで高い値を示した。

3-2-2. ウィーン・ワルシャワの街並の奥行感度値

左右両辺に建物が並び奥に突き当りをもつ構図

(C,D) では、対面同士の y,Y 位置が近い建物間で高い

値が測定された。広場を含む構図では、近景に通りが

ある場合は対面する建物間で、広場が近景にある場合

は広場と通りの境界位置で対面する建物間の値が高く

測定された。単体建築物を近景に配する構図では、単

体建築物は自身での奥行感度が高く、他の要素間と高

い奥行感度を示す関係性をもたない傾向にあった。

全体的に、歴史的建造物の特別性はみられず、対面

する一般建造物同士の関係性が強くみられた。

4. 奥行感を強調する配置関係の法則の推定

　第 4 章では、2 章と 3 章の結果を総合的に照合し考

察を行う。広場 , 街並空間それぞれに対して奥行感を

強調する配置関係の法則を推定し、シミュレーション

画像を用いその有効性を検証する。

4-1. 広場空間における法則

　パターン p1,p2 を図 3,4 に示す。なお、図 3,4 にお

ける白矢印は絵画と実景のズレ、黄線は奥行感度の高

い要素の組合せを表す。

p1）位置関係や単体姿勢を横一列に配置するパターン；

要素単体の姿勢を正対させる、奥行位置の近い要素の
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A B C D
正値 53 52 21 38
負値 32 36 14 15

総組合せ 378 435 153 435
総選択点 28 30 18 30

表1　奥行感に寄与した組合せ数
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図6 パターンp4(構図D)

図 5 パターンp3(構図C)

図 7 検証に用いたシミュレーション画像

ピルナのマルクト広場（左:原型,右:推定パターンp1を適用）

ピルナの街並み（左:原型,右:推定パターンp3を適用）

図4 パターンp2(構図B)

図 3　パターンp1(構図A)　

配置を横一列に揃える等の補正を行い、画面内に水平

な位置関係を複数重ねることで、奥行感が上昇する。

p2）空間の切替わる境界に要素を近づけるパターン；

補正された要素単体の感度は減少するが、景観全体の

感度は上昇する。

4-2. 街並空間における法則

　パターン p3,p4 を図 5,6 に示す。

p3）透視図的な構図を強調するパターン；

対面する建物群全体の奥行感を上昇させる。

p4）不揃いな建物の配列を直線状に修景するパターン；

平面図上で直線状でない建物配列を整列させるように

補正すると一列自体での奥行感を上昇させる。4-3. 

シミュレーションモデルによる検証と結果

　本節では、ピルナの 3D モデルを基にそれぞれのパ

ターンのシミュレーション画像を作成し、建築を専門

に学ぶ 35 名の学生に対して評価検証を行った。作成

したシミュレーション画像と原型画像を図 7に示す。

　その結果、パターン p1,p3,p4 において推定パター

ンの方が奥行きを感じると答えた学生が多数で、パ

ターン p2 では原図の方を選ぶ学生が多かった。これ

らより、パターン p1,p3,p4 において推定した配置パ

ターンが奥行感の強調に有効であることを示した。

5. 総括

　本研究では、絵画と実景の画像上でのズレと実景上

でのズレを分析し、奥行感度という視覚が画像から得

る奥行知覚の評価量を用いることにより、奥行感を強

調する景観構成要素の配置関係ついての手掛かりを求

めた。また、それにより推定された奥行感を強調する

景観構成要素の配置パターンの有効性を、シミュレー

ションモデルを用いて検証した。そして、絵画の奥行

感を高める特徴から推定したパターンは景観画像の奥

行感を高めるのに一部有効であるという結論を得た。
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