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1. はじめに

1-1.研究の背景

　1983年、Mandelbrotによって「フラクタル」という

概念が提唱された。このフラクタルによって、複雑な

形態を定量化することが可能となり、それ以降、都市

計画分野では、様々な空間の複雑さがフラクタル解析

を用いて分析されてきた。これらの研究には、都市形

態の複雑さを定量的に捉え、理解しようという背景が

ある。

　しかし、これまでの既往研究は、分析対象を一つの

空間に絞った研究が主であるため、どのような空間が

都市形態の複雑さに寄与しているかという点に関して

は明らかになっていない。

　都市には、道路網をはじめ、オープンスペースや公

園・緑地等、様々な種類・規模の都市空間が存在して

いる。都市の形態は、これらの都市空間と建物の総体

であり、都市空間の形態が複雑になると、都市形態も

複雑さを増していく。

1-2.研究の目的

　そこで本研究では、日本の都市を対象に、全ての都

市空間に対してフラクタル解析を用いることで、日本

の都市空間の複雑さを定量的に把握していき、どのよ

うな種類・規模の空間が都市空間の複雑さに寄与して

いるのかを明らかにすることを目的とする。

1-3.対象地区

　対象地区には、城下町、宿場町等、歴史的な集落・

町並みの保存が図られている「重要伝統的建造物群保

存地区」を選定した。現在日本には、91注1）の重要伝統

的建造物群保存地区が存在する。その中から、指定範

囲の規模（面積）、地区種別、形状等を考慮し、14地区※）

を対象地区として選定した（表1）。

2.研究の方法

2-1.解析手法

　本研究では、国土地理院の基盤地図情報（1/2500）

を用いた、2次元画像によるフラクタル解析を行う。

解析手法は、ボックスカウンティング法を用いた。

　ボックスカウンティング法とは、画像を1辺がr（単

位：pixel）の正方形ボックスに分割し、その時に分析
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対象を一部でも含むボックスの個数N(r)を数える方

法である。rの値は2n（n=0,1,2…）で変化していき、r

とN(r）の対数をグラフにプロットした時、グラフの

傾きがフラクタル次元Dとなる。これを式で表すと（1）

式になる。

　　　　　　　　　　N(r)=1/rD
　　　　　　　　（1）

　2次元画像におけるフラクタル解析では、D値は1≦

D≦2の範囲で値を算出し、対象の形態が複雑である

ほど、D値は2に近づいていく。解析には、農業・食

品産業技術総合研究機構が開発した「fractal3」を使

用した。

2-2.解析範囲と画像サイズの設定

　2次元画像を用いてフラクタル解析を行う際は、画

像のサイズ（単位：pixel）と解析範囲（単位：メート

ル系）を適切に設定することが非常に重要となる。本

研究における画像サイズと解析範囲の設定では、以下

の3つの条件が考えられる。

ⅰ)

ⅱ)

ⅲ)

　以上の条件を考慮し、解析範囲を600×600m、画像

サイズを2048×2048pixelとした。この時1×1pixel

をメートル系に換算すると、約293×293mmとなる。

※）金沢市は2つの地区が近距離に存在するため、1つにまとめている。

表 1　対象地区
地区番号 保存地区 地区種別 面積（ha） 都道府県 郡市区町村

1 元町・末広町 港町 14.5 北海道 函館市

2 東山ひがし/主計町 茶屋町 2.4 石川県 金沢市

3 関宿 宿場町 25.0 三重県 亀山市

4 上賀茂 社家町 2.7 京都市左京区・北区

5 産寧坂 門前町 8.2

6 祇園新橋 茶屋町 1.4

7 出石 城下町 23.1 兵庫県 豊岡市

8 湯浅 醸造町 6.3 和歌山県 有田郡湯浅町

9 堀内地区 武家町 55.0

10 浜崎 港町 10.3

11 八女福島 商家町 19.8 八女市

12 秋月 城下町 58.6 朝倉市

13 南山手 港町 17.0 長崎県 長崎市

14 出水麓 武家町 48.8 鹿児島県 出水市

福岡県

京都市東山区
京都府

萩市山口県

今回の対象地区の面積は、平均して約20.9ha（約

457×457m）であり、解析範囲はこれよりも大き

い範囲に設定することが望ましい。

ボックスカウンティング法では、ボックスサイズ

が2nで変化していくため、画像サイズも2nサイ

ズに設定する必要がある。

本研究では、全ての都市空間を対象にフラクタ

ル解析を行うため、最小ボックスサイズ（1×

1pixel）を十分小さくする必要がある。
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12.朝倉市秋月で83.0％、最も低い値は、2.金沢市東

山ひがし/主計町で54.8％であった。この結果は、D

値における結果と同じである。このことから、都市空

間全体を対象としたフラクタル解析では、都市空間の

占める割合が高い都市で、D値が高くなる傾向にある

ことが分かった。

　一般的に、様々な規模の都市空間が解析範囲に多く

含まれるほど、全体に占める都市空間の割合は高くな

る傾向にある。そのため、今回算出された値は、概ね

妥当な値であると考えられる。

3-2.都市空間の機能による分類

　前節では、都市空間全体を対象とした解析を行った

が、実際の都市空間は、様々な機能・規模・種類の空

間が複合し、一つの形態を形成している。

　そこで次に、都市空間を「道路空間」と「空地空間」

の2つに分類し、それぞれの空間におけるD値の考察

を行っていく。解析画像は、基盤地図情報によってデー

タ化されている街区線を抽出し、街区内の建物以外の

部分を空地空間、街区の外側を道路空間として作成し

た（図2）。図2における白色部分が、それぞれの空間

を示している。　

3-3.道路空間と空地空間におけるD値の算出と考察

　作成した画像における解析の結果を表3に示す。ま

ず、道路空間における結果の考察を行う。道路空間で

は、1.函館市元町末広町が、D=1.7538で最も値が高

く、12.朝倉市秋月が、D=1.4735で最も低い値となっ

た。この結果は、函館市元町末広町の道路網面積が

2-3.都市空間画像の作成

　国土地理院の基盤地図情報は、国土地理院のHPか

らXMLファイル形式で入手が可能であり、「基盤地図情

報ビューワー・コンバーター」を用いることで、GISデー

タ（shpファイル)に変換することができる。このGIS

データをArcGISに読み込み、bmp画像に変換すること

で、非常に精度の高い画像を作成することができた。

　また、画像作成における各画像の中心は、対象地区

における指定範囲の中心と一致させた。指定範囲及び

解析範囲の例、作成した都市空間画像の例を図1に示

す。本研究では、都市における建物以外の全ての空間

を都市空間として定義している（図1-右）。

3.日本の都市空間におけるD値の算出

3-1.都市空間全体におけるD値の算出と考察

　作成した画像を用いてフラクタル解析を行った。結

果を表2に示す。表を見ると、最も高いD値は、12.朝

倉市秋月でD=1.9460、最も低いD値は、2.金沢市東山

ひがし/主計町でD=1.8230であった。また、対象地区

全体におけるD値の平均は、約1.8932となり、非常に

高い数値を示した。

　相関係数に関しては、全ての地区が0.9998 ～ 1.0000

であり、非常に高い相関を示した。フラクタル解析で

は、対象がフラクタルな形態であるほど、相関係数が

高くなる。この結果より、日本の都市空間は極めてフ

ラクタル性の高い形態であることが分かった。

　次に、解析範囲に占める都市空間の割合を表す、被

度について考察を行う。表を見ると、最も高い値は、

表 2　都市空間全体における解析結果

図 1　解析範囲及び都市空間画像（湯浅町湯浅）

空地空間都市空間全体 道路空間

表 3　道路空間と空地空間における解析結果

指定範囲
解析範囲

0 150 300 600m

指定範囲と解析範囲

図 2　道路空間及び空地空間画像（湯浅町湯浅）

0 150 300 600m 0 150 300 600m 0 150 300 600m
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ⅱ)

　以上の手順で画像処理を行うことで、基画像から、

特定の規模の空地空間を抽出することができる。例

えば、a=100pixelと設定すると、画像内部から100×

100pixel以上の大きさの空地を抽出することになる。

　この正方形の一辺は任意に設定可能であるが、今回

は、解析範囲が600m四方であることを考慮し、最大

サイズを170×170pixelとした。これは、実際のスケー

ルに換算すると約50×50m（0.25ha）となり、街区公園

と同等の規模となる。170×170pixel以上の空間抽出

をSTEP1として、STEP2以降は表4に従って抽出を行っ

ていった。STEP1における抽出例を図4-右に示す。

　最後に、処理を行った画像に図2-左で示す道路空

間画像を足し合わせた。これは、次節以降の分析にお

いて、道路網によるD値算出の影響を無くすためであ

る。作成した画像の例を図5に示す。

4-2.空地空間の規模とD値の変化

　作成した画像による解析結果を表5-左に示す。表

の都市空間全体とは、表2で算出したD値を意味する。

　表を見ると、STEP1からSTEP7にかけては、全ての

27.9％で他の都市と比較して高いこと、同様に、朝倉

市秋月の道路網面積が5.7％で最も低いことが原因で

あると考えられる。

　また、11.八女市八女福島や13.長崎市南山手のよ

うに、大きくカーブした道路や、入り組んだ形の道路

が多くみられる地区は、同程度の道路網面積を持つ都

市と比較して、高いD値を示している。

　次に、空地空間における結果を考察する。空地空間

では、12.朝倉市秋月がD=1.9185で最も値が高く、6.京

都市祇園新橋が、D=1.7143で最も低い値となった。こ

の結果は、道路空間と同様に、解析範囲内に占める空

地の面積と関係があると考えられる。

　また、2.金沢市東山ひがし/主計町や8.湯浅町湯

浅のような、地区内に建物が密集している地区は、地

区内に占める空地の割合が低く、D値も低くなる傾向

が見られた。一方、7.豊岡市出石や14.出水市出水麓

のように、解析範囲内に様々な規模の空地を有する地

区は、地区内に占める空地の割合が高く、D値も高く

なる傾向にあることが分かった。

　最後に、2つの空間におけるD値の比較を行った（図

3）。その結果、全ての対象地区において、空地空間に

おけるD値が道路空間におけるD値を上回っているこ

とが分かった。この結果より、都市空間を2つの空間

に分類した場合、空地空間の分布形態が、都市空間の

複雑さに寄与していることが明らかとなった。

4.空地空間の規模と都市空間の複雑さ

4-1.モルフォロジーによる空地空間の抽出

　前章の結果を踏まえて、本章では、空地空間を「空

間の規模」によって分類し、どのような規模の空地が

都市空間の複雑さに寄与しているかを明らかにする。

　空地空間の分類には、モルフォロジーによる画像処

理技法を用いた。画像処理の手順を以下に示す。

ⅰ）

図 3　道路空間と空地空間における D値の比較

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4

STEP5 STEP6 STEP7 STEP8
図 5　各 STEP における解析画像（函館市元町末広町）

0 300m75 150

画像の対象部分（図4-左の白色部分）で、一辺a（単

位：pixel）の正方形を動かし、正方形が通過でき

る部分を抽出する。

表 4　空地空間抽出の流れ

基画像 モルフォロジーによる画像処理

図 4　空地空間の抽出（函館市元町末広町 /STEP1）

画像処理を行う基画像を準備する。本研究では、

始めに作成した都市空間画像（図4-左)を用いる。
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1）

2）

3）

4）

5）

高安秀樹：フラクタル,朝倉書店,1986年

下出国男：日本の都市空間,彰国社,1968年

鳴海邦碩：都市の自由空間,学芸出版社,2009年

文泰憲、萩島哲：都市形態に対するフラクタル解析,都市・建築学研

究 九州大学大学院人間環境学研究院紀要,第1号,2001年7月

鷲崎桃子、及川清昭：大阪市における隙間量と建物の密度指標との関

係-画像処理技法による建物間の隙間の定量化に関する研究（その3）,

日本建築学会大会学術講演梗概集,2004年8月

　式（2）において、DSTEPnは各ステップで算出したD値

（n=1、2、…8）、D都市空間全体とは、表5の都市空間全体

で示されているD値を示している。各STEP間の平均

寄与度、及び平均累積寄与度を算出した結果（図5）、

STEP1からSTEP5にかけての累積寄与度は80％を超え

る結果となった。STEP1からSTEP5で付加された空地

は12×12m以上の空地である。このことから、12×

12m以上の空地が、都市空間の複雑さに80％以上寄与

していることが明らかとなった。また、前節で示した

2つのグループは、両者共に25％以上、都市空間の複

雑さに寄与していることも数値として示された。

5.総括

　本研究では、以下のことが明らかとなった。

（1）日本の都市空間は、1.89程度の非常に高いD値を

算出した。また、相関係数も非常に高く、日本の都市

空間は極めてフラクタル性の高い形態と言える。

（2）都市空間を道路空間と空地空間に分けた場合、空

地空間の分布が都市形態の複雑さに寄与していること

が数値として示された。

（3）空地空間を規模によって分類した場合、①約35×

35 ～ 50×50m②約12×12 ～ 20×20mの空地が、最も

都市空間の複雑さに

寄与していることが

分かった。また、寄

与度分析より、12×

12m以上の空地が、

都市空間の複雑さに

80％以上寄与してい

ることも分かった。

対象地区においてD値が増加していることが分かる。

また、STEP7から都市空間全体にかけては、D値の変

化にばらつきが見られた。表4を見ると、STEP7以降

に付加された空地は、約3×3m以下の規模の空間であ

る。この結果より、建物同士の隙間に代表されるよう

な規模の小さい空地は、都市空間の複雑さにあまり寄

与していないことが分かった。

4-3.D値の増加率による考察

　次に、算出したD値を用いて、各STEP間におけるD

値の増加率について考察を行う（表5-右)。増加率を

計算した結果、増加率の最大値に関して、対象地区

を2つのグループに分類することができた。一つ目は

STEP1からSTEP2の区間で最大値を示した地区（以下

グループ①)、二つ目はSTEP4からSTEP5の区間で最大

値を示した地区(以下グループ②）である。

　今回の解析において、D値の増加率は「都市空間の

複雑さに寄与している度合い」と考えられ、増加率が

最も高いというのは、最も都市空間の複雑さに寄与し

ていると言い換えることができる。表4より、STEP1

からSTEP2において付加された空地の規模は、約35×

35 ～ 50×50m、STEP4からSTEP5において付加された

空地の規模は、約12×12 ～ 20×20mとなる。

　以上の結果より、日本の都市は、①約35×35 ～ 50

×50mの空地が都市空間の複雑さに最も寄与している

都市②約12×12 ～ 20×20mの空地が都市空間の複雑

さに最も寄与している都市の2つに大きく分類される

ことが明らかとなった。

4-4.寄与度分析

　最後に、前節で算出したD値の増加率を用いて、ど

のような規模の空地が都市空間の複雑さに寄与してい

るのかを、具体的な数値として明らかにする。ここで

は、寄与度分析を用いて数値を算出した。

　寄与度とは、ある指標や数値が、全体の変化に対し

てどの程度貢献したのかを示す数値である。寄与度の

算出は、（2）式で行った。

　寄与度（％）=（DSTEPn+1 － DSTEPn）/（D 都市空間全体 － DSTEP1）×100  （2）

STEP1 STEP2 STEP3 STEP4 STEP5 STEP6

表 5　各ステップにおける D値及び D値の増加率

表の網掛け部分は、各地区におけるD値及びD値増加率の最大値を示している。

図 5　各 STEP 間の寄与度と累積寄与度
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注1）2011年6月時点での総数。
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