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ヴェネツィアの「絵になる」運河景観に関する研究
-カナレットが描いた絵画にみる都市空間と利用行動-

森　慎太郎

1.　はじめに
1.1　研究の背景と目的
 　都市の水辺は本来多くのアメニティを生み出す優れ
た都市空間であるはずだが、現在では水に背を向けてし
まった都市も少なくない。18世紀の風景画家であるカナ
レット（1697－1768）は、ヴェネツイアの水辺景観を写
実的に描き、その絵画は、当時のヨーロッパの貴族から、
また歴史的にも高い評価をうけ、「絵になるヴェネツイ
ア景観」として、今日に至っている。彼が描いた絵画と
実景の分析は、現代の水辺景観のデザインをしていく上
で、多くの教訓を得るに違いない。ヴェネツイアについ
ての研究・著作は数多いが、カナレットの絵画に着目し
た景観研究は極めて少なく、ヴェネツイアの運河景観か
ら学ぶべき点は多いと考えられる。
　以上により、本研究では、以下の3点を研究の目的と
している。
（1）「絵になる」運河景観を類型化し、どういった要素
が視対象として特に描かれているかを明らかにする。
（2）水辺の利用行動、およびその活動場所の内容を明ら
かにする。
（3）「絵になる」運河景観では、空間的にどのような特
徴があるのかを水際線を通して明らかにする。
　これらの検討により、水辺の景観設計に関する示唆を
得たいと考える。
1.2　ヴェネツィアと大運河の概要
　「水の都」として知られるヴェネツィアは、９世紀ご

ろから干拓と造成によって建設された水上都市である。
車の通れないこの都市内では、運河が現在も重要な交通
の場となっている。中でも、島の中央部の逆S字型、総
長約4km、平均幅員55mの大運河(Canal Grande）は、水
上バスやゴンドラが頻繁に往来する、ヴェネツィアの象
徴的な空間である。豪華な邸宅などとともに大運河を望
む景観は、カナレットなど多くの画家に描かれている。
1.3　研究の方法
　既往の研究によって視点場が明らかになった絵画（24
視点場・26枚)を本研究のサンプルとした。それぞれの
絵画の視点場、および運河沿いの街路・広場の現地調査
を行い、その後、各絵画からのデータの抽出、空間デー
タの計測等を行い分析を進めている。
2.　運河景観の類型化
2.1　対象絵画の概要
　対象絵画は、大運河およびそれに準ずる運河を描いた
ものである。そのほとんどが流軸景であり、水視率（画
面内の水面の割合）は12％以上である。
2.2　数量化Ⅲ類による類型化
　絵画における距離帯別の景観構成要素、見通し距離、
水視率、絵画中の人物の陸上・水上別人数をもとに、数
量化Ⅲ類による分類を行った。その結果、軸の解釈から
運河景観を構成する主要素は、橋・水視率・シンボリッ
クな建築物・街路の４つであることが明らかになり、サ
ンプルスコアの定性的な分析を経て運河景観は、以下の
４グループに分類された（表1・図3）。

図1　視点場の分布状況 図2　視点場と各景観グループ
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「運河上にかかる橋の景観（Group1）」
　このグループは、運河にかかっている橋を描いた景観
である。見通し距離は平均160.6mと、最も短い。運河の
幅員は43.0mである。
「水視率の高い運河景観（Group2）」
　このグループでは、水視率が平均で24.2%と最も高く、
水視率の高い運河を描いたものである。景観構成要素に
特徴はないが、運河の幅員が72.1mと最も大きく、高い
水視率を生み出す要因となっている。
「運河沿いのシンボリックな建築物の景観（Group3）」
　このグループは、運河沿いに建つシンボリックな建築
物を描いた景観が特徴である。いずれも、超近景にシン
ボリックな建築物が配されている。また、見通し距離は
平均で963.5mであり、最も長い。シンボリックな建築物
の前には、広場がとられる例が多い。
「運河沿いの街路の景観（Group4）」
　このグループは、運河沿いの街路とともに運河を描い
た景観が特徴である。超近景、近景に街路が必ず配され
ている。平均の水視率、運河幅員は、グループの中でと
もに最も小さい。
3.　描かれた人物の特徴
3.1　人物の人数・行動場所
　絵画内で、描かれた人物の場所、および人数を調べた
（図4右）。人物の主な行動場所は、街路、広場、橋、船

上、建物が確認される。特に船上、街路と広場に多くの
人数が描かれている。
　グループごとにみると、Group1では橋に、Group2では
船上に、Group3では街路とシンボリックな建築物の前の
広場に、Group4では街路に、多くの人物が描かれている。
それぞれのグループの主な視対象に関連する場所に人物
は多く、景観だけでなく活動場所においても重要な要素
になっている。
3.2　人物の利用行動
　絵画内において、描かれた人物の行動内容とその場所
を抽出した（図4左）。「会話」「休憩」「舟の乗り降り」「商
業」「業務」「イベント」「漁業」「観覧・回遊」など、多
様な利用行動が描かれている。
　利用行動と場所についてみると、街路、広場で最も多
くの利用行動が描かれており、街路、広場が特に重要な
人物の活動場所として描かれている。
4.　運河景観の空間特性と景観的効果
　この章では、「絵になる」運河景観として描かれた運
河空間の空間的な特性についてみていく。
4.1　運河空間のD/H
　絵画に描かれた運河空間におけるD/Hを計測した（図
5）。Group1が他のグループに比べて若干値が小さいが、
いずれのグループ、距離帯においてもD/Hは概ね3～5
で推移している。これが、ヴェネツイアの運河景観の空

表1　各グループのカテゴリ平均値

図3　運河景観の各グループの絵画

建築物 運河
中景 中景 超近景 近景 中景 超近景 近景 中景 超近景 近景 中景 超近景 近・中景 陸上 水上

18.6% 19.8 160.6 43.0 20.0% 0.0% 60.0% 60.0% 0.0% 60.0% 0.0% 0.0% 80.0% 60.0% 20.0% 40.0% 60.0% 16.2 17.4
24.2% 20.5 608.1 72.1 100% 75.0% 37.5% 12.5% 0.0% 37.5% 12.5% 0.0% 12.5% 62.5% 0.0% 25.0% 0.0% 7.4 22.8
16.0% 13.1 963.5 53.6 100% 100% 40.0% 50.0% 40.0% 60.0% 40.0% 30.0% 100% 30.0% 60.0% 0.0% 10.0% 29.3 16.9

Ｇroup4
Ｇroup3
Ｇroup2
Ｇroup1

15.5% 2.8 615.8 37.1 100% 100% 100% 100% 66.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 33.3% 0.0% 25.3 24.7

類型
街路 広場 シンボリックな建造物 橋 人物数(人)

水視率 流軸角
（度）

見通し距離
（ｍ）

運河幅員
（ｍ）

図4　絵画中の人物の活動場所・人数・活動例
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間的プロポーションである。
4.2　水際線の接続形式の抽出
　流軸景では、遠方まで広がる水際線が画面内で見渡せ
るため、景観に与える影響が大きいと考えられる。そこ
で、対象絵画内で、確認される水際線の接続形式を断面
形状ごとに整理した（図6）。建築壁面・街路・広場がそ
れぞれ階段を介して運河に接する場合と介しない場合の
計6種類、さらにポルティコ、橋（平行・横断）を加え
た計9種類が確認された。
　その後、絵画ごとに、水際線を上記の9種類の接続形
式に分類し、距離ごとにプロット図を作成した（図7）。
4.3　絵画1枚あたりの接続形式の種類
　プロット図から、絵画1枚あたりにどれくらいの接続
形式の種類がみられるかを調べた（図8）。街路を主に描
いたGroup4で若干少ないが、絵画1枚あたり、平均する
と概ね4～5種類の接続形式が確認される。これらの水
際線の接続形式が複数回用いられ、変化を与えること
で、豊かな水辺空間が構成されている。
4.4　絵画1枚あたりの接続形式の種類
　さらに、接続形式の距離帯別の平均構成数を求めた。
いずれのグループでも、平均構成数は、超近景から近景

にかけて減少している。さらに、中景の存在しないグ
ループ1を除いて、近景から中景にかけて平均構成数は
上昇している。
　水辺空間は均一に変化しているのではなく、超近景と
中景で変化が大きく、近景で変化が少ないというリズム
が存在していることが明らかになった。
4.5　距離帯ごとの接続形式の長さの割合
　絵画から、グループごとに水際線の接続形式の長さの
割合を算出した（表4）。
　グループ2では、｢建築壁面－運河｣の接続形式の割合
がいずれの距離帯でも6割を超えており、水際線を構成
する主要な形式であると言える。
　それに対し、他のグループでは、「街路－運河」「街路
－階段－運河」「広場－運河」「広場－階段－運河」といっ
た、街路、広場を介した形式の合計の割合が高い。特に、
超近景においてそれらの形式の割合が大きくなる傾向が
強い。
　この水際線の構成の違いには、水視率が影響している
と考えられる。すなわち、水視率の高い景観である
Group2では、水面が比較的多く見られるため、周辺の水
際空間は建築壁面を中心として景観を間のびさせない構

超近景 8.0% 10.0% 46.4% 4.4% 13.3% 11.4% 5.5% 1.2%
近景 20.4% 6.0% 49.6% 4.9% 19.1%
中景
超近景 67.9% 4.3% 3.7% 8.7% 0.6% 8.8% 6.2%
近景 65.5% 1.8% 7.1% 14.0% 1.1% 2.1% 4.7% 2.2% 1.4%
中景 66.5% 3.2% 19.4% 3.6% 3.5% 2.5% 0.4% 1.0%
超近景 10.6% 1.4% 9.7% 35.9% 17.5% 14.0% 10.2% 0.7%
近景 27.0% 2.5% 10.8% 41.9% 3.0% 9.8% 4.0% 1.0%
中景 30.2% 0.5% 0.5% 40.8% 0.8% 14.5% 8.5% 2.6% 1.7%
超近景 16.8% 5.6% 64.8% 10.2% 2.6%
近景 18.2% 74.4% 4.1% 1.6% 1.7% 0.0%
中景 71.1% 17.4% 0.8% 2.0% 8.7%

運河沿いに建つ
シンボリックな建築物

の景観

運河と街路の
景観

運河上にかかる
橋の景観

水視率の高い
運河景観

建築壁面
－運河

建築壁面－
階段－運河グループ 距離帯 橋（平行）

－運河 その他ポルティコ
－運河

街路
－運河

街路－
階段－運河

広場
－運河

広場－
階段－運河

橋（横断）
－運河

表4　水際線形式のグループ別構成割合

図5　各グループのD/H 図6　断面形からみた水際線の接続形式
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図7　接続形式のプロット図の作成
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図8　1枚あたりの種類



15-4

成が多い（図9）。
　それに対して、水視率の低い他のグループでは、開放
感が不足しがちであるため、水際の空間に街路や広場が
配される傾向が強い。
　以上のように、水視率の大小によって、水際空間とそ
れにともなう景観に違いがあることが確認された。
5.　描かれた運河沿いの街路、広場の利用実態
　これまでの分析において、運河沿いの広場、街路は人
物の活動場所、また視覚上重要な要素であることが明ら
かになった。そこで、その特性を明らかにするため絵画
内で超近景に描かれた9地点を対象地とし、フィジカル
な装置、交通量などの現地調査を行った。
5.1　街路、広場の空間構成
　基本的な装置として、(1)水上バスなどの水上交通施
設、(2)露店やキヨスク、(3)オープンカフェなどの仮設店
舗、(4)階段・レベル差が存在している（表5）。特に、水
上バスは大運河の主要な交通手段であり、利用者は多
い。水上バスの停留所がない街路、広場では、市場や大
規模なオープンカフェが存在する商業地が多い。
5.2　街路、広場での利用実態
　定点観察によって、調査対象地の利用実態を明らかに
した（図10）。水上バス停留所がある街路、広場では、停
留所を通して人々は都市内部へと行き来している。その
中で、レベル差のある場所、オープンカフェ、露店付近
などに人の滞留する場ができ賑わいを生み出している。
　滞留行動は、「会話」や「休憩」「商業」等、絵画で多
く見られた利用行動多くみられ、運河の景観を楽しむ様
子が確認された。
　このように、絵画に描かれた広場、街路は実際も絵画
中と同じように多様な利用行動が確認され、賑わってい
る。しかし、その利用行動を生み出しているのは、絵画
に描かれていない露店やオープンカフェ、水上交通施設
などの装置であることが分かった。
5.　総括
　本研究では、2章において、橋・運河（水視率20%以

図9　水視率と水際空間の関係

図10　調査ＯＳの利用実態（例）
交通量

分類 名称 幅員(m)・
面積(㎡) 隣接街路数

構造的
船付場

玄関・回廊
基壇 橋基壇 水上バス

停留所
ゴンドラ
乗り場

水上タクシー
乗り場

露店・
キオスク 仮設店舗 オープン

カフェ（座席数）
平均交通量
（人/分）

サンタ・シアラ運河通り 6.2 5 ○ ○ ○
（3）

○
（9）

○
（1）

○
（7） 21.0

ヴィン河岸通り 7.0 4 ○ ○
（2）

○
（1）

○
（1）

○
（2 9 7） 23.1

フェロー河岸通り 5.2 4 ○ ○ ○
（2）

○
（1）

○
（1）

○
（2）

○
（7 7） 44.7

ピッコロ広場 967.0 3 ○ ○ ○
（2）

○
（3）

○
（1 7） 31.6

スカルツィ広場 838.4 3 ○ ○
（1）

○
（1）

○
（2）

○
（4）

○
（4 4） 77.2

デッラ・ぺスカリーナ広場 1097.0 5 ○ ○
（4・市場） 14.5

プリジオーニ運河通り 952.3 3 ○ ○ ○
（4 8） 10.4

デッラ・カリタ広場 1503.0 4 ○ ○
（1）

○
（1）

○
（3）

○
（7 8） 33.7

デッラ・サルーテ広場 3847.0 4 ○ ○ ○ ○
（1）

○
（1）

○
（2） 10.6

交通施設 店舗

街路

広場

階段・レベル差街路・広場 空間データ
表5　各調査ＯＳの空間構成・交通量

※括弧内は該当件数・オープンカフェは座席数

上）・シンボリックな建築物・街路が「絵になる」運河景
観として描かれることが明らかになった。
　3章では、（1）絵画内には、人物の多様な活動が描か
れていること、（2）人物の活動場所として、運河沿いの
街路、広場が重要であることが明らかになった。
　4章では、（1）運河景観は、距離帯によって変化にリ
ズムがあること（2）水視率の大小という運河の見え方
と、広場や街路、建築壁面といった運河周辺の空間構成
に深い結びつきがあることを示した。
　5章では、描かれた広場、街路では、露店やオープン
スカフェ、水上交通施設などの装置により多様な利用行
動が生み出されていることが明らかになった。
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