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2 章で得た景観構成要素から、船上景での注視対象と注
視回数を把握するため、3 章では対象区間を船で移動中の
被験者に装着したウェアラブルカメラによって撮影した
VTR（以下、注視 VTR とする）から注視行動特性を分析
する。
また、船上景の変化を捉えるには、あるシーンから次の
シーンへ移るとき、景観構成要素がどのように変化するの
かを明らかにすればよいと考える。そこで 4 章では、船上
景 VTR から等時間隔に画像を抽出し、各画像での景観構
成要素ごとの面積比と注視行動の関係を分析する。
被験者の注視開始位置や注視される区間（以下、注視範
囲とする）を把握することで、対象区間の注視対象がどの
ような見られ方をしているのかを明らかにすることができ
る。
そこで 5 章では、
各注視開始位置や注視範囲を把握し、
各注視開始位置での仰角D/H や水平見込角D/W を算出し、
注視範囲での見えについて分析する。

1.はじめに
1-1.研究の背景と目的
かつて、大阪は「水都大阪」
「なにわ八百八橋」といわれ、
まちの中を縦横する河川、堀は水運などの役割を持ち、都
市基盤の重要な要素として河川利用が盛んであった。特に
中之島周辺では、歴史的建築物や近代橋梁群が都市景観の
重要な構成要素として、その意匠に配慮がなされた。しか
し、
日本では 1960 年代の高度経済成長を機に急速に進展し
たモータリゼーションにより、移動手段は自動車中心とな
り、水運は衰退し、水辺からの市街地へのビスタシーンや
シークエンスという観点もほとんど失われてしまった 1)。
また、現在でも大阪市内には歴史的建築物や近代橋梁群
が残り、近年では水都大阪再生の取り組みが進められ、
「水
都」を取り戻すべく、さまざまな試みを展開している。大
型船や小型船などの体験プログラムや船着き場の整備、護
岸や橋梁などのライトアップなどのプロジェクトが進めら
れており、船上からの景観は観光資源として大きな価値を
持つようになってきており、船上からの景観を考慮して計
画を行っていくことが求められている。都心部は視対象が
多く、船上を視点場として流軸に沿った移動により生じる
景観（以下、船上景(1)とする）の変化や人がどこに目を留
めるのか（以下、注視(2)とする）を明らかにし、注視の動
態を把握する必要があると考える。
本研究では、都心部の船上景において、人々の注視を把
握し、注視行動特性に関する基礎的知見を明らかにするこ
とを目的とする。

図-2 研究の構成
-1 対象地図
1-3.研究の位置づけ
河川景観については川崎 2)が SD 法により景観イメージ
の連続性を、村上ら 3)がアイマークレコーダーによりスラ
イド写真を見た場合の視線把握を、川野ら 4)が調査項目指
標についての数量化Ⅲ類分析により河川景観の性質と親水
性について明らかにしている。橋梁、河川の景観について
の研究は多くが写真やスライドを景観提示媒体としながら
SD 法による評価実験と主成分分析・因子分析等の多変量
解析を用いた評価分析を行い、考察を行っているものであ
る。また、視対象の多い都心部を対象に連続的に変化する
船上景を扱ったものは他に見られない。
本研究では既往の知見を踏まえつつ、都心部における河
川景観の中でも船上景について、景観構成要素の変化と注
視回数、注視時間等の注視データから、その特徴を定量的
に明らかにする。

図-1 船上景の模式図
-1 対象地図

1-2.研究の構成
本研究の構成を図-2 に示す。船上景では、移動とともに
一つ一つのシーン景観が連続的に繋がって構成されており、
一つのシーンは様々な種類の景観構成要素を含んでいる。 2.対象地概要
本研究では、大阪・堂島川を対象とする。堂島川での船
はじめに 2 章では対象区間で撮影した VTR（以下、船上景
上景の特徴としては、川幅が広く空が大きく開けている点
VTR とする）から景観構成要素を抽出し分類を行う。
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や、周辺に歴史的建築物や近代橋梁群があり観光色が強い 施設の 4 項目に分けて分析した。
点が挙げられる。本研究では船上景の特徴を特に示す区間
表-1 景観構成要素の分類
として、堂島川から中之島剣先〜中之島ガーデンブリッジ -1 対象地図
通過後までを対象とした（図-3）
。

4.注視行動の把握
4-1.撮影方法
本章では、被験者の注視対象、注視回数、注視時間を明
らかにするため、被験者らを船に乗せウェアラブルカメラ
を装着し、対象区間を移動しながら被験者の注視 VTR を
撮影した。また本研究では、被験者として景観的、建築的
知識を持たない者 6 名を選んだ(4)。また被験者 6 名は被験
者 A〜F として表すこととする。手順は以下の通りである。
①被験者 6 人にそれぞれウェアラブルカメラを頭部に取り
付ける。
②被験者には対象区間の情報を与えず、
指示もしないまま、
自由に眺めてもよいものとして、乗船してもらう。
③対象区間を船で移動し、ウェアラブルカメラの録画を開
始する。
④同時に GPS 測位も実施する。

図-3 対象地図

3.景観構成要素の抽出
3-1.方法
本研究では、現地調査による船上景 VTR を用いた。本
研究では船に乗る人が体験する景観を評価するため、デッ
キフロアから目線高さ 800mm、船の先端真ん中にビデオカ
メラを設置し撮影を行った（図-4）
。また、注視点が安定し
て見える安定注視点は水平方向 60〜90°、垂直方向 45〜70°
である」と述べられており、本研究の場合はこの最小角度
を満たす画角を持つビデオカメラを用いることとする。用
いたビデオカメラの画角は、水平画角 75°、垂直画角 48°
である。また、撮影した日時によって明らかに変わる要素
である自動車・人・船などの浮遊物は考えないものとする。
手順は以下の通りである。
①現地調査により VTR 撮影を行う。
②対象区間の船上景 VTR から等時間隔に画像を抽出し、
各画像にメッシュ設定(3)を行う。
③各メッシュ内で確認ができる全ての景観構成要素を取り
出し、それらの種類を明らかにする。
④景観構成要素の分類を行う。

図-5 注視 VTR の撮影方法
4-2.分析方法
①撮影した VTR から 1 秒間隔に画像を抽出する。今回
被験者 1 人につき、534 枚を抽出した。
②抽出された画像を中心点から水平、垂直画角 6 度でトリ
ミングする(5)。
③各視対象が被験者の注視野に入った回数と時間を計測し、
本研究での注視の定義を行う。
④それぞれの画像での注視対象を把握し、各被験者の注視
対象への注視回数を得る。
4-3.結果
対象区間の移動中に被験者の注視野に入った橋梁や沿岸
の建築物は 10 箇所であった（図-6）
。また、注視対象につ
いて、その位置や対象により被験者の注視野に入る時間が

図-4 船上景 VTR 撮影方法
-1 対象地図
3-2.分類結果
分析によって、船上景に現れる景観構成要素は下表のよ
うに分類された（表-1）
。
また、橋梁、高速道路については船上景を占める面積が
大きいため、部分毎に細分化し、橋梁は側面、裏側、次の
橋梁の 3 項目に分け、高速道路は側面、裏側、脚、その他
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大きく異なるため、注視対象を川沿いのものと流軸上に存
在するもの 2 区分して注視時間を設定することとした（表
-2）
。沿川への注視を沿川注視、流軸への注視を流軸注視と
する。

沿川注視については、面積比の最大値を平均すると 4.3%
となっている。また注視人数が最も多い時の面積比は 10%
未満となっており、視点と注視対象との距離が近いほど首
を振って対象を見なくてはならない為、注視時間が注視活
発タイプは 2.0 秒、注視不活発タイプは 6.8 秒と流軸注視と
比べて短く、面積比のピークと注視回数の大きくなるタイ
ミングは異なることがわかった。
流軸注視については、注視時間は注視活発タイプが 20.4
秒、
注視不活発タイプが11.5秒であり沿川注視よりも長い。
また、面積比は平均して 10.0%を超えると注視されるよう
になり、面積比の平均最大値は 64.4%となる時に、注視人
数も 5~6 人とピークが重なっており、面積比が大きくなる
につれて、視野を占める注視対象が大きく見える為、面積
比と注視回数は比例関係にあることがわかった。

図-6 各注視対象の位置と注視野に入った時間
表-2 注視時間の設定

この設定に従って、各注視回数と注視時間を算出した。
全体を通しての各被験者の注視時間を算出すると、被験者
には 2 タイプの注視傾向が確認された。一つは注視時間が
全体的に長く注視回数の多いタイプ（以下、注視活発タイ
プとする）であり、もう一つは注視時間が全体的に短く注
視回数の少ないタイプ（以下、注視不活発タイプとする）
である（表-3）
。
表-3 各被験者の注視回数と注視時間
図-7 注視対象の面積比と注視人数の推移
6.注視範囲での見えの分析
本章では、全注視対象に対する注視について、各注視開
始位置と対象との距離を D、注視対象の高さと幅をそれぞ
れ H、W として、仰角 D/H と水平見込角 D/W を算出し、
D と D/H、D/W の各関係を分析した（図-8）
。
5.注視行動と面積比との関係分析
分析の結果、沿川注視と流軸注視ともに注視開始位置と
5-1.方法
D/W とそれぞれ単純相関を示
本章では、3 章から得た景観構成要素を用いて、対象区 注視対象との距離 D は D/H、
間の船上景 VTR から等距離間隔に抽出した画像を分析し、 すことがわかった。沿川注視については、そのほとんどが
各景観構成要素の変化を把握した。また、4 章の被験者タ 注視対象との距離 200m 以内で起きており、主に D/H が 2
イプごとに面積比と注視データの関係を分析した。手順は 〜6 の時、D/W が 0〜2 の時に注視が起きている。流軸注視
については、注視対象との距離 120m 以内で起きており、
以下の通りである。
特に注視不活発タイプは 50m 以内で注視を行っている。
①船上景 VTR から 6 秒間隔に画像を抽出する。
また、
注視開始位置と D/W について地図上に示したもの
②各抽出画像を adobe Photoshop 上で選択し、総面積（総ピ
クセル数）を確認する。
が図-8 の右側である。上記の D と D/W、D/H の各関係か
③各抽出画像に adobe Photoshop 上で測定を行う各景観構 ら大きくずれる注視があり、その注視対象は中之島 LOVE
成要素に選択を行い、各面積（ピクセル数）を出す。
CENTRAL や大阪市庁舎、日本銀行大阪支店など建物の
④画像の総面積（総ピクセル数）に対する各景観構成要素 側面や正面が様々な角度から見える比較的大きな建物
の面積比（ピクセル比）を算出する。
であった。これらの注視対象については注視活発タイプ
5-2.結果
の方が注視開始位置は多く、平均注視時間も 5.1 秒と長
結果は図-7 のようになった。
いことが明らかになった。一方、大阪市立東洋陶磁美術館
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のような正面や側面が比較的小さな注視対象は平均注視時
間が 2.3 秒と短く、注視範囲は被験者タイプに関わらず、
ほとんど同じ範囲を示すことがわかった。

【注釈】
(1)船上景は、水上に浮かぶ船などの水面上の視点からの景観であり、船上
を視点場として流軸に沿った移動により生じる景観のことである。
(2)注視とは、
「注視野に入る景観構成要素を一定時間以上、その視野角に

7.結論
本研究では以下の点が明らかになった。
・対象区間の周辺には多くの視対象となりうる構造物が 17
か所ある中で、被験者の注視野に入り、注視された構造物
は 10 か所であった
・被験者は注視活発タイプと、注視不活発タイプに分けら
れ、注視活発タイプは注視時間が平均 151.3 秒と長く注視
回数が平均 17 回と多い傾向があり、
注視不活発タイプは注
視時間が平均 74.0 秒と短く注視回数が平均 8.3 回と少なく
水面や天空を見る傾向にあった
・沿川注視と流軸注視ともに、注視を行う距離と仰角、水
平見込角にはそれぞれ単純相関が見られ、沿川注視は D/H
が 2〜6、D/W が 0〜2 で、流軸注視は D/H が 0〜25、D/W
が 0〜2 で起きている
・沿川注視について上記の関係から大きくずれる注視があ
り、その注視対象は大阪市庁舎などの建物側面や正面が
様々な角度から見える比較的大きな建物であり、注視活発
タイプの方が注視開始位置は多く、注視時間も長い
・沿川注視と流軸注視という特性がある中でも、それらが
混在する区間では流軸注視が短時間になるという特性から、
沿川注視と流軸注視の連続的な関係が見られた

入れた状態を保っていること」と定義し、生態学的に注視とされる「黒目
がある視対象に 0.2 秒以上留まること」のようなアイマークレコーダー等の
機材を用いて測定される人間の身体的な動作の直接的測定とは区別する。
(3)人の視覚が非常に高くなる中心窩での視野は約2 度であるとされている
ことから、水平垂直 2 度の視野角を１メッシュとして、VTR から抽出した
画像全体に縦 26 マス、横 44 マスのメッシュ設定を行った。
(4) 景観や建築の知識を持たない方が船上景への見方に偏りがないと考え
られることが挙げられる。
(5)目を動かさずに見える範囲（視野）は注視点から視角 5〜6 度の範囲で
あることから、
本研究では注視野を画像の中心点から水平垂直6 度とした。
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図-8 各注視の仰角、水平見込角
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