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１．はじめに

らない。そこで、本研究では要素ごとの関係に着目

現在、国際的に観光事業に注目が集まっており、

し、人が“何を”“どこから”“どのように”見て

わが国でも地域ごとにさまざまな観光政策が行わ

いるかを分析・把握することにより、新たな視点・

れている。大阪も例外ではなく、景観整備や観光

視点場を発見することを目的としている。

方針を定め、施策に取り組んでいる。



大阪の周辺には奈良や京都などの観光競合地が



存在する。これらは数多くの歴史的観光資源に恵



まれ、海外からも多くの観光客が訪れている。今



後、大阪が観光地としてさらなる発展を遂げるに



は、このような観光競合相手と競い合っていくこ



とが重要である。また、大阪の主な観光資源は



「食文化」や「天神祭」、「上方芸能」などの大



阪固有の文化である。これらは全国的に浸透して



おり、観光客が大阪を訪れる大きな理由のひとつ



になっている。しかし、大阪にはこのような文化



的観光資源だけでなく、景観的観光資源も豊富に



存在している。それにもかかわらず、景観的資源
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は文化的資源のように大阪のイメージとして浸透

研究方法としては、既存の景観資源に関して写真

していない。つまり、現存する景観的観光資源を

コミニュティサイトを用いて写真画像の抽出を行っ

有効に利用し、景観政策の充実を図ることが、さ

て、各種 GIS（Geographic Information System）アプ

らなる観光客誘致につながると考えられる。そこ

リケーションを用いて分析する。具体的には、GIS

で本研究では、大阪市を対象に、観光の要素の中

により基盤地図情報に対象の位置をプロットし、設

でもとくに重要と考えられる“景観”に着目し研

定した条件をオーバーレイすることにより分析を展

究を行う。

開した。また、既存の景観解析手法を用いて分析を



行うことも可能で、それらの分析結果を視覚的に表

２．研究の目的と方法

現した。このように GIS などの空間情報技術を用い

観光とは「みて、まわること」である。英語では

た手法は有効であると考えられ、本研究ではこれら

“sightseeing”と書き、まさに“sight”（景色）を

の空間情報技術を用いた解析を中心に展開している。

“see”（みる）ことである。つまり、言葉からも



観光にとって最も根源的で重要なものは「景観」に

３．対象地の選定

あるということが伺える。

対象地域である大阪市の「都市景観資源」の中か

景観においては、従来の分析や政策では、対象側

ら具体的な景観分析を行う対象を選定した。「都市

のみに着目して展開されているものがほとんどであ

景観資源」とは、大阪市により登録された、“地域

る。しかし、景観とは、多様な要素から成り立って

の景観を特徴づける重要な役割を担う、景観的に優

おり、同じ対象であっても見る場所によってはその

れた新しい建物や歴史的建造物、橋や樹木等”のこ

様相はさまざまである（図̶ １）。つまり、対象が

とである。「都市景観資源」の要件に関しては、大

どのように“見えているか”が最も重要な事柄であ

阪市都市景観条例第 18 条により定められている。

り、対象と視点の関係について熟慮されなければな

具体的な分析手法は、“交通アクセスによる観光
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ポテンシャルの評価”と、各資源の“一般的な見ら

４．対象別景観分析

れ方による評価”を行い、対象を選定した。“観光

景観分析を行ううえで、対象の視覚的影響圏を把

ポテンシャルの評価”に関しては GIS を用い、駅勢

握し、分析の中心領域とした。その際、どちらもネ

圏などを参考に設定した徒歩圏１km の鉄道駅を都

オン広告であることから、文字情報に着目し、可読

市景観資源ごとに抽出し評価した。“一般的な見ら

域により視覚的影響圏を定めた（表̶ １、図̶ ４）。

れ方による評価”に関しては、写真コミュニティサ

表̶ １ 対象別諸元

イトの投稿写真を用い、各資源が一般の観光客にど
の程度見られているかの把握を行い、評価した。結
果より、駅数にはそれほど大きな差が見られなかっ
たが、投稿写真においては都市景観資源が写った写
真の総数のうち 40％がグリコネオンであり、大き
な偏りが見られた。その後、両結果の集計を行い、
詳細な分析を行う対象として「道頓堀グリコネオ
ン」と「通天閣」を選定した（図− ２、図̶ ３）。
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次に、実際の環境に即した分析を試み、景観の再
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発見を行うにあたり、対象と周辺環境の関係を整理
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した。また、新たな景観の提案を行うために、写真

次に、新たな景観の視点場の発見を行うために、

コミュニティサイトの投稿画像を分析し、現在の典

可視・不可視分析により、視点場となり得る場所の

型的な視点場と見方を把握した。具体的な手法とし

把握を試みた（図―５）。その結果、グリコネオン

て、グリコネオンは投稿画像を「画像全体」、「壁

は可読域による視覚的影響圏に対して、非常に狭い

面」、「グリコネオン」と分割し、その面積比を算

可視領域しか持たず、近景しか存在しないことが把

出することにより、時間帯別に見られ方の分析を行

握できた。通天閣に関しては、広い可視領域が算出

った。通天閣においては、まず、Exif 情報内に撮影

され、多様な視点場が存在することが把握できた。

地点の位置情報を内包する画像の選別を行い、そこ

可視・不可視分析の結果とそれぞれの周辺環境を加

から、位置情報のみを抽出した。その後、その位置

味し、人の視覚特性に着目した分析および仰角分析

情報をもとに GIS 上に画像の撮影地点をプロットす

などを行い、景観発見を試みた。そうすることによ

ることで典型的な視点場を見出した。結果として、

り、実際の空間構成に即した各景観資源の新たな側

“「戎橋」からみた景観”がグリコネオンの典型的

面の把握が可能である。以上の分析結果より具体的

な景観であることが把握できた。また、昼夜に見ら

な“新たな景観”の視点場の提案を行った。

れ方の差がなく、ネオン広告であるにも関わらず、
ネオンとしての景観が重視されずに見られているこ

Low

とも把握できた（表̶ ２）。通天閣の場合は、

High

“「新世界」界隈のふたつの商店街から見た景観”
が典型的な景観であり、対象の高さに対し、かなり
近い視点場が一般的であることが把握できた。また
視点場の景観構成の違いを把握するために、抽出し
たふたつの視点場に対して画像分析を行い、評価し
た。具体的には、画像内において、主対象である通
天閣以外を構成する輪郭線を抽出し、比較すること
により評価した。その結果、通天閣本通商店街に比
べ、通天閣南本通商店街の方が煩雑で、対象場の印
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象が強いことが把握できた。

表̶ ２ 時間帯別画像分析結果
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画像名
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図―５ 可視・不可視分析
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 また、これまでの分析結果の検証として、地形と
建物だけの簡易モデルを用いて、典型景観および、
提案景観の３次元表現を行い、景観シミュレーショ
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ンを試みた（図− ６、図̶ ７）。シミュレーション

 本研究では、空間情報と写真コミュニティサイト

に使用するモデルは、数値地図 5m メッシュ（標

の情報を統合的に用いることにより、景観の典型的

高）を用いた TIN による地形モデルと、基盤地図

な見られ方の把握に成功した。それらの結果より、

情報の建物ポリゴンに建物高さの最頻値を付与し、

空間情報と他のツールを利用すれば、より積極的な

立ち上げたソリッドモデルをブーリアン演算するこ

観光・景観政策が可能であると考えられる。また、

とにより、結合させ作成した。シミュレーションの

今回は典型的な景観の把握を試みるため、すでに一

結果、各資源の景観構成を把握することができた。

般的に有名である資源について分析を行った。今後

グリコネオンにおいては、分析結果のとおり、道頓

は、さらに新しい観光資源の発見を試みるために、

堀の端まで見渡すことができ、また、多くのネオン

まだ景観資源として浸透していない対象について分

とともにグリコネオンを鑑賞することができる良視

析を行う必要があると考えている。

点場であることがわかる。通天閣においても、分析
結果を良く反映しており、周辺の環境と一体的な眺
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図̶ ６ 典型景観の再現モデル
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た Web 上の写真画像を活用することで、現地に赴

図̶ ７ 提案景観の再現モデル
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