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ネットワーク解析を用いたベロットが描いたピルナの都市景観に関する研究

永松　博晶

1．はじめに

1-1 研究の背景

　都市全体を捉えるような景観は、その都市の特徴を

端的に表現するものであり、都市の魅力をわかりやす

く伝えるのに大変有用である。そのような景観におい

ては、視対象は 1 つ 1 つの建物や樹木といった単位で

認識されるだけでなく、それら個々の要素の集合であ

る「群」や「まとまり」としても認識される。

　一方、都市において街路網は、それを下地として都

市の建設行為が行われる意味で都市構造を規定する根

源的な要素である。形態的な観点からその特徴を読み

解くことは、都市構造を把握し、さらには都市景観の

特性を捉えることにもつながると考えられる。

1-2 既往研究と研究の目的

　景観と都市構造の関連について研究したものに、西

田の都市景観の「まとまり」に関する研究 1) がある。

西田はドイツの都市ピルナを対象に、街路網ネット

ワークに着目したネットワーク解析を行い、クラスタ

（まとまり）を抽出した上で、都市構造と都市景観の関

係を論じた。しかし、この中ではクラスタの数を決め

る定量的な方法やその根拠が明らかにされておらず、

また景観との関係についても主な視対象のまとまりし

か考慮されていない。

　本研究では、既往研究と同じくドイツ・ピルナを対

象に街路網ネットワークのネットワーク解析を行う

が、特に以下の 2 点を考慮した上で、都市景観と都市

構造の関係性を明らかにすることを目的とする。

1）クラスタの数を決めるための定量的な方法とその

根拠を明確に定めた上で、クラスタ抽出を行うこと。

2）景観と都市構造の関係性について、距離景や景観

構成要素といった新たな基準を設けることで、従来の

既往研究よりも詳細な分析を行うこと。

1-3 対象地とベロットの絵画の概要

　本研究では、ドイツの都市ピルナを対象としている。

ピルナはドレスデンから南東へ約 30km のエルベ川沿

いに位置する小さな都市であり、このピルナを舞台に

11 点の絵画を極めて実景に近く詳細に描いたのが、18

世紀の画家ベルナルド・ベロット（1722-1780）である。

2. 街路網ネットワーク解析によるクラスタ抽出

2-1 街路網ネットワークにおけるクラスタ抽出の意味

　クラスタの抽出は、ネットワーク構造を俯瞰しやすい

形で可視化し、そこに含まれる意味や情報をわかりや

すく把握するのに有効である。本研究では、街路網ネッ

トワークからクラスタ抽出を行うことにより、形態的

な観点からネットワークの全体構造を把握し、その意

味を解釈することで都市構造を捉えることを試みる。

2-2 媒介中心性の概念を用いたクラスタ抽出の方法

図 1　ベロットが描いたピルナの都市景観と視点場

ベロットが描いたピルナの絵画は、視対象を街の外か

ら描いており、絵画の中に都市全体を把握するような

景観が描かれているのが特徴である。既往研究 2)3) に

よって、ピルナにおいて描かれた 11 の景観の視点場と

その主な視対象、及び画角などが同定されている（図1）。

　ある二つのグループか

らなるネットワークが存

在するとき（図 2）、その

二つのグループの間にあ

るリンクというのは、両

者の橋渡しの役割を果た

している。このような、ネットワークにおける「橋渡し」

の度合いを測る指標が媒介中心性（Cb：betweenness 

centrality）である。任意のリンク eの媒介中心性 Cb

（e）は、ネットワーク内の全てのノードペアに対して

最短経路を考えたとき、リンク e 上を通過する最短経

路の本数の割合を意味し、式（1）で定義される。
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　Q 値は個々のクラスタ内にリンクが多く、クラスタ

間にリンクが少なくなるような分割が良い分割である

という前提に基づいており、値が 1 に近いほどクラス

タ分割の精度が良いことを表す。高い Q 値を示すよう

なクラスタ分割は、クラスタ内部においてノード間の

密なネットワークを持つ反面、異なるクラスタ間では

疎なネットワークを持つという特徴がある。

　本研究では、街路網ネットワークに対してネット

ワークが１つ１つのノードに分割されるまで解析を

行い、その過程で生成される各クラスタ数 K に対して

Q 値を計算することで、分割度合いが最も良いネット

ワーククラスタを抽出する。

2-4 解析の概要

　解析の対象範囲は、ベロットにより描かれた 11 枚

の絵画の視点場と、その主な視対象を含むピルナの街、

約 1.7km × 2.0km の範囲である。ピルナ市当局より入

手した 1/10000 の地図について、解析対象範囲の街路

を辺（リンク）、交差点を頂点（ノード）とみなして、

プロットを行い、411 本のリンクと 307 個のノードか

らなるネットワークデータを得た（図 3）。このデータ

を用いて、解析を行う。　

2-5 解析の結果とピルナの街との関係

　解析により得られた Modularity 指標 Q値の算出結

果を図 5 に示す。最も Q 値が高まったのは、K=15 のと

　図 2 の中で、媒介中心性が最も高くなるリンク E を

取り除けば、グループ間の橋渡しの役割をするリンク

がなくなるため、二つのグループはそれぞれ独立する。

このような媒介中心性の性質を利用して、ネットワー

クからのクラスタ抽出を行う。

　本研究では、Girvan-Newman のアルゴリズム 4) を用

いる。このアルゴリズムでクラスタを抽出するための

手順は、以下の通りである。

1）ネットワーク内の全てのリンクについて媒介中心性

   を計算する。

2）媒介中心性の最も高いリンクを仮想的に除去する。

3）リンクの除去によって影響を受けた全てのリンクに

   ついて、媒介中心性を再計算する。

4）ステップ 2以降を繰り返す。

　この作業を繰り返すことで、ネットワークは徐々に

分離し、分離した部分をクラスタとして抽出すること

ができる。

2-3 Modularity について

　上記のアルゴリズムを用いれば、街路網ネットワー

クからクラスタを抽出することできるが、重要なのは

どの段階で解析を終えるのかということである。それ

により生成されるクラスタの数や規模が変化し、そこ

から読み取れる都市構造の性質も変化する。

　本研究では、この問題に対して Modularity という指

標を導入することで、最適なクラスタ数を決定するこ

とを試みる。Modularity は上記のアルゴリズムを考案

したGirvan-Newmanによって提唱された指標 4) であり、

ネットワークの分割度合いが良いかどうかを定量的に

把握し、ネットワークから最適なクラスタ構造を探し

出すために使用される。Modularity指標であるQ値は、

式（2）によって算出される。

（2）

図 3　解析対象のネットワーク 図 4　抽出されたクラスタとピルナの地勢



12-3

クラスタの性格を特徴づけているといえる。

3. ピルナの都市景観と都市構造の関係性

3-1 ベロットの描いたピルナの都市景観

　既往研究により、ベロットの描いたピルナの絵画に

ついて表 1 にまとめた。ピルナの景観は 4 つのタイプ

の構図で描かれており、type1 はエルベ川対岸から市

街地全体をアイレベルで把握する構図、type2 は要塞

のような高台から市街地を俯瞰し、遠くに田園の水平

線をパノラマ的に見る構図、type3 は手前に広場を配

して市街地内の建造物を見る構図、type4 は手前に道

路の交差点などのオープンスペースとともに建造物を

見る構図である。

3-2 景観構成要素と距離景を用いたまとまりの抽出　

　景観のまとまりを抽出するために、前節でまとめた

視点場や視対象などの要素に加え、絵画の距離景や景

観構成要素に着目する。景観構成要素は、人工系の要

素として「建築物」と「道」、自然系の要素として「緑」

と「水」の基本的な 4種の要素に分け、それらに「空」

を加えた全 5種類で分類を行った。距離景については、

近距離景（0m ～ 300m）、中距離景（300m ～ 1000m）、遠

距離景（1000m ～）とし分類を行った。以上より、そ

きで Q 値は 0.825 であった。このときのネットワーク

クラスタ図をピルナの地勢と共に図 4に示す。

　解析によって抽出された 15 のクラスタと、ピルナ

の地勢ならびに街の概況との関係を見ていく。まず地

勢についてであるが、エルベ川によって clu-1 ～ 2 と

clu-3 ～ 15 が分断され、街の高台に位置するゾンネン

シュタインの丘によって clu-3 ～ 10 と clu-12 ～ 15 が

分断されている。clu-11 についてはこの 2つのグルー

プの間に位置し、高台と平地部をつなぐ役割を果たし

ている。なお、この高台と平地部の分断は、解析の比

較的早い段階で現れていたため、街路網のクラスタに

おいては、地勢によってその間を結ぶリンクが減少す

ることなどから、地勢の影響を受けやすいということ

ができる。

　街の概況との関係については、いくつかのクラスタ

において、ピルナの街との関係が明確に示されている。

まず、エルベ川以北のコピッツ地区とポスタ集落がそ

れぞれ clu-1 と clu-2 に一致している。また、clu-12

が要塞を含む崖の上の地区を示している。旧市街地に

ついては clu-4 と clu-5 の 2 つのクラスタで構成され

るが、clu-4 は市役所、clu-5 は教会とそれぞれ街の

ランドマークとなる建物を含んでおり、これが 2 つの

Q
値

クラスタ数（k=1 ～ 307）

Q
値
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図 5　Modularity 指標 Q値の算出結果
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表 1　絵画の視点場、主な視対象、画角、構図のタイプのまとめ

図 6　景観構成要素の抽出

図 7　視点場からの距離景 図 8　景観構成要素と距離景を用いたまとまりの抽出
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れぞれの絵画から距離景と景観構成要素を考慮した景

観のまとまりの抽出を行った（図 6～ 8）。

3-3 ピルナの都市景観と都市構造の関係性

　前節で得た景観におけるまとまりと、2 章で明らか

となった街路網ネットワークのクラスタを用いて、ピ

ルナの都市景観と都市構造の関係について考察する。

　考察に関しては、3-1 で述べた構図のタイプ別に分

析を行う。景観のまとまりを地図上にプロットし、街

路網のネットワーククラスタとの関係を示したものを

各タイプ毎に図 9 に示す。

　まず、以下に各タイプ毎の特徴について述べる。

type1：中景域から遠景域にかけて、クラスタと位置

も大きさも合致しているものが多い。比較的クラスタ

との関係が現れているタイプである。

type2：中景域から遠景域にかけて、2つ以上のクラス

タに跨る、もしくは 1 つのクラスタ以上の大きさを持

つまとまりが多く見られる。

type3：視対象が近景域から中景域に限定されており、

まとまりの大半がクラスタに比べて大きさが小さい。

type4：中景域にクラスタと合致している景観のまと

まりが見られ、近景域のまとまりほどクラスタに内包

される傾向にある。

　次に、タイプ毎の特徴から、景観と都市構造の関係

について考察する。まず、クラスタに内包されるまと

まりに関しては、近景あるいは中景域に多く分布し、

その割合は近景域ほど大きくなっていることが分か

る。反対に遠景域では 2 つ以上のクラスタに跨る、も

しくは 1 つのクラスタ以上の大きさを持つようなまと

まりが存在する割合が高くなる傾向にある。このよう

に、視点場から視対象までの距離によって、まとまり
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の中に与えられる都市構造の影響は変化することが

考えられる。また、クラスタと位置も形も合致するま

とまりについては、そのほとんどが中景域に属してい

ることから、都市構造が景観のまとまりに与える影響

については、中景域で最も現れやすいことが分かる。

　また、このような都市構造の影響が現れやすい構図

の特徴としては、type1 と type4 に見られるような、

前景としてのオープンスペースの存在が挙げられる。

オープンスペースによって視点場から視対象までの距

離がある程度確保されることが、景観に対する都市構

造の影響を強める1つの要因として働くと考えられる。

4. 総括

　本研究では、媒介中心性や Modularity といった概

念を用いた上で、街路網ネットワークからクラスタ抽

出を行った。その上でベロットの絵画から抽出された

景観のまとまりとクラスタとの関係を分析し、景観の

まとまりにおける都市構造の影響は、中景域で最も現

れやすいことを明らかにした。またそのような景観を

作り出す構図として、前景へのオープンスペースの配

置が有効であることが分かった。
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図 9　4タイプの構図別にみる景観と都市構造の関係性


