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１．はじめに 

 1976年に行われたOECD（経済協力国際機構）による環
境政策の審査で、「政府は数多くの公害防除の戦闘を勝ち取

ったが、環境の質を高めるための戦争ではまだ勝利をおさ

めていない」と評価された１）。これを境に日本では環境の

質、あるいはアメニティと称される静けさ、美しさへの注

目が高まり、環境省では快適環境・アメニティの実現を主

な行政政策のひとつに掲げるようになった。 

このころから、日本の都市開発が「量から質」へと変化

してきた。言い換えれば、大都市の発展が「巨大化から成

熟化」へと変化し、この変化と同時期に都市空間にはパブ

リックアートが設置されるようになった。一旦、都市空間

にパブリックアートが設置されると、パブリックアートは

景観を構成する重要な要素となる。その結果、現在では都

市の魅力のひとつともなっている。つまり、都市空間では、

パブリックアートも建築もスケールの違いはあれ、等しく

景観の構成要素となり、パブリックアートは現代の都市空

間に必要不可欠な要素となっている。 

そこで、本研究では都市の魅力のひとつであるパブリッ

クアートに着目し、都市の魅力を再認識するとともにパブ

リックアートの設置に関係する要因を分析し、アメニティ

向上につながる新たな設置方法を探ることとした。 
 
２．研究の目的と方法 

近年、よく用いられるようになった「アメニティ」とは

「然るべきものが、然るべきところにある状態」とイギリ

スのW・フォルホード卿が定義しているが、わが国の環境
省では「アメニティ」に「快適環境」の語を当てている２）。

このように、アメニティという概念は抽象的ではっきりと

定まっていない。明確にアメニティが定義されていないこ

とから、研究で扱うためにアメニティを明確に定義する必

要がある。そこで、原科幸彦・田中充・内藤正明らの「住

民環境にもとづく快適環境指標の開発―川崎市の環境観察

指標」３）では、環境を総合評価するために６項目で重回帰

モデルを作成している。これを見ると快適面の係数が最も

高く重みが置かれているのがわかる。さらに快適面に着目

すると、街の落ち着きやたたずまいと緑のゆたかさの比重

が高いことがわかる（図-１）。 

本研究では都市アメニティの要素を生活環境総合評価値

の中で比重が高い街の落ち着きやたたずまいと緑のゆたか

さとして進める。街の落ち着きやたたずまいは空間構成に

依存するため、近年都市空間に設置され始めたパブリック

アートを媒介にして都市アメニティの要素に迫ることとす

る。そこで、都市アメニティの向上につながる新たな設置

方法を探ることを目標とし、今回はアメニティ豊かな場所

の抽出を目的としている。 

パブリックアートを媒介に都市空間を分析・把握するた

めに定位されたパブリックアートの位置情報を用いて地理

情報システム（GIS：Geographic Information System）により
空間分析を行っている。すなわち、パブリックアートを見

ることができる可能性があるエリアを可視・不可視分析に

よって抽出するとともに、パブリックアートとして認識で

きる距離の設定も行った。 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

３．対象地 

都市アメニティ豊かな場所を抽出するにあたり、生活環

境総合評価値の中で比重の高い街の落ち着きとたたずまい

と緑のゆたかさに着目する。そこで、街の落ち着きやたた

ずまいは空間構成に依存するため、近年都市空間に設置さ

れ始めたパブリックアートに着目する。中でも多くの人に

見られると考えられる街路に設置されたストリート型パブ

リックアートが適していると考えた。そこで街路空間を対

象としてパブリックアートの現地調査を行った。その結果、

街路空間に存在するパブリックアートを把握し、GIS を用
いてパブリックアートを定位した（図－２）。また、パブリ

ックアートを定位する際、属性情報としてアートの名称、

アート高さ、台座高さ、全体高さを付加した。 
また緑の豊かさに関しては街路空間に存在する街路樹が

対応していると考え、緑の中でも街路樹を対象とし、先行

生活環境総合評価値 

＝0.33×快適面＋0.10×安全面＋0.09×衛生面＋

0.10×利便面＋0.19×地域の個性＋0.23×人間関係 

快適性 

＝0.23×空気のきれいさ＋0.13×水辺の親しみやす

さ＋0.17×静けさ＋0.26×緑のゆたかさ＋0.30×街

の落ち着きとたたずまい 

 図-１ 生活環境評価値 
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図－５ 中之島緑道彫刻 

 

図̶４ 御堂筋彫刻ストリート 

 

図-３ 対象地 

研究の成果を用いて街路樹の把握を行った。具体的には、

先行研究ではGISを用いて大阪市街路樹木種台帳図をもと
に作成したデータからカーネル密度分布を把握した４）。 
すると、多くの街路樹が存在する場所にパブリックアー

トも多く存在する傾向が見られた。とくに御堂筋、中之島

あたりに多くのパブリックアートが存在し、街路樹も多く

存在していることがわかる。パブリックアートが多く位置

している場所は御堂筋彫刻ストリートや中之島緑道が存在

している。そこで都市アメニティの要素として重要な緑の

中の街路樹が多く、さらにパブリックアートも多く存在す

る御堂筋彫刻ストリートと中之島緑道を対象地とする。こ

れらは隣接し、多くのパブリックアートや緑が存在するも

のの、これらの様相は大きく異なる。これは二つの場所の

空間構成に違いがあるためと考えられる。 

 

 
 
 
（１）御堂筋彫刻ストリート 

御堂筋彫刻ストリートとは、御堂筋をアメニティ豊かな

芸術・文化軸として世界に誇る彫刻ストリートとするため、

1992年、大阪市は「御堂筋都市彫刻設置検討委員会」を設

置し、人間賛歌をテーマとした彫刻の寄付を沿道の企業に

募った。モティーフは「人体」、素材はブロンズ、高さは台

座を含め全体で約200 ㎝、台座の幅は60～80cm程度とい
った形状に限定されている。事業区域は、御堂筋の土佐堀

通りから長堀通りまでの区間延長約２km である。設置場
所は、原則として１街区に１点とし、土佐堀通りから中央

大通りまでの区間では両側歩道の車道寄りに設置し、中央

大通りから長堀通りまでの区間では企業の敷地内の歩道際

に設置している。最近では2009年5月に新たなパブリック
アートとして「女のトルソ」が設置され、既に設置されて

いる28点とあわせて現在では29点のパブリックアートが
設置され、御堂筋を飾っている５）。 

（２）中之島緑道 

中之島緑道は、水の都・大阪のシンボル中之島の南側、

土佐堀川沿いの淀屋橋から肥後橋に至る延長約 400mの遊
歩道である。大阪市制100周年記念事業の一環として、基

本構想の１つ「水・緑・光」計画に基づいて、彫刻設置を

主要素に整備された。通路の両側には樹木やベンチが置か

れており、憩いをとることもできる。1991年３月に、大阪

市制百周年記念事業の一環として、財団法人日本宝くじ協

会の寄贈により10 点の彫刻作品が設置された。これら10

点の彫刻は公募され、234点の中から、「彫刻自体の造形上

の観点、周囲の景観との調和、市民に親しまれるシンボル

性などを総合的に審査」されたものである６）。 
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図－２ パブリックアートの分布 
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図－７ 可視エリア（御堂筋） 

図-８ 可視エリア（中之島緑道） 

アート位置 撮影位置 可視エリア 

図－９ 御堂筋（ヘクテルとアンドロマケ） 

図－10 中之島緑道（くもの椅子） 

図-６ DSM 

４．可視・不可視分析 

（１）可視エリアの把握 

数値表層モデル（DSM：Digital Surface Model）を用いて
可視・不可視分析を行っている。DSMに関しては先行研究
で作成されたものを用いている７）（図-６）。使用したDSM
は建物と地形を考慮して作成されたものであり、樹木を含

んでいない。現地調査より把握したパブリックアートの位

置をGIS上に定位し観測されるポイントをパブリックアー
ト上端として、パブリックアートの可視エリアの把握を行

った。御堂筋では道路沿いにビルが立ち並んでいるため、

道路上にしか可視エリアが存在しなかった。中之島では、

土佐堀川沿いであることから可視エリアは水面にもおよび

対岸にまで広がっていることが把握できる（図-７、図-８）。
このことから、パブリックアートを見ることができる可能

性があるエリアは中之島緑道の方が多く存在する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

（２）可視エリアの検証 

可視エリア内から実際に観測対象がパブリックアートと

して認識されているかどうか把握するため、可視エリア内

からの検証を試みた。そこで、御堂筋彫刻ストリート、中

之島緑道の中からそれぞれ一体ずつ選び、可視エリア内か

らパブリックアートを撮影することで確認できるか検証し

たところ、御堂筋では存在は確認できたがパブリックアー

トして捉えることはできなかった。中之島緑道では存在も

認識できなかった。 
そこで、パブリックアートとして認識できる距離を設定

する必要があると考えた。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）認識距離 

パブリックアートに対する垂直見込み角を用いてパブリ

ックアートの認識距離を求めることにする。垂直見込み角

にはメルテンスの法則８）の中から垂直見込み角 18 度を用

いることとする。メルテンスの法則では18度を対象から遠

景に注意が向き始める視角としていることから、これは遠

景から対象に注意が向き始める視角と捉えることもでき

る。つまり、パブリックアートと認識できる角度である。 
この法則の特徴は、都市空間の大きさを測る基準として

人間を用い、距離のとり方による人間の見え方の違いが都

市空間の質的な違いを規定したことである。二つ目に、基

準としての対象の大きさと距離を視覚的に関係づけるため

に視角に着目し、視角についての視覚心理学上の意味に対

応させた点である。しかし、この法則は対象を建築物のよ

うな比較的大きい物体としていることから、視点高は考慮

していない。そこで、本研究では対象が比較的小さいこと

から、視点高を考慮することとした。 



 

 4 

図－12 見込み角を用いた距離２ 

X１＝arctan(77/d)            (式３) 

X２＝arctan(150/d)           (式４) 

 

図-13 パブリックアートとしての認識範囲（御堂筋） 

図-14 パブリックアートとしての認識範囲（中之島） 
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（４）対象が150㎝より高い場合 

見込み角を仰角（X１）、俯角（X２）、距離（d）として
この未知数のうち、dを仮定することにより（式１）と（式
２）を用いてX１とX２を求める（図-11）。そして、求め
たX１とX２を足すことで見込み角を求める。 

186 ㎝のパブリックアートの認識距離は582 ㎝と求める

ことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 
（５）対象が150㎝より低い場合 

見込み角を仰角（X１）、俯角（X２）、距離（d）として
この未知数のうち、dを仮定することにより（式３）と（式
４）を用いてX１とX２を求める（図-12）。そして、求め
たX２からX１を引くことで見込み角を求める。認識距離
をアートそれぞれについて求めた。73㎝のパブリックアー

トの認識距離は145㎝と求めることができた。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．おわりに 

都市アメニティ要素として、原田幸彦・田中充・内藤正

明らの「住民環境にもとづく快適環境指標の開発―川崎市

の環境観察指標」で用いられた生活環境総合評価値をもと

に、街路樹とパブリックアートに着目し、GISを用いたマ
クロな観点からの分析では都市内のアメニティ豊かな場所

を抽出することができた。また、DSMを用いた可視・不可
視分析では、パブリックアートを見ることができる可能性

があるエリアを把握することができた。さらに、可視エリ

ア内からパブリックアートをアートとして認識できる距離

をメルテンスの法則を参考に設定した。これにより、アー

トを都市内に設置する際に重要な指標と考えられる認識距

離が定義できた。しかし、都市アメニティの要素がただ単

に多く存在するだけでは都市アメニティ向上の効果はあま

り期待できない。 
今後は CAD/CG を用いたミクロな観点からパブリック
アートの前景や背景にあたる都市の空間構成に着目し、パ

ブリックアートを見るときの阻害要因となる街路樹の条件

などの分析を行いたいと考えている。 
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図－11 見込み角を用いた距離１ 

X１＝arctan(36/d)             (式１) 

X２＝arctan(150/d)            (式２) 

 


