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1. 研究背景・目的
　インドネシア・バンドンはオランダの植民地時代に政治・経済・文化
の中心地として発展した都市である。当時は、欧米でアールデコが花開い
た時代でありバンドン市内に商店街として存在していたブラガ通りにも
アールデコ建物が建設された。今日においてもブラガ通りには、その歴史
的建物の一部が残存し多くの観光客が訪れている。また、バンドンでは高
速道路・鉄道の建設や人口の集中が進み再開発の圧力が強まっている。
以上のことから、ブラガ通りに存在する歴史的建物を保全し景観整備に
よってブラガ通りの価値の向上を図ることは有意義であると考える。
　近年では都市空間の３次元モデルを作成し、ヘッドマウントディスプ
レイ( 以下:HMD) を組み合わせたバーチャルリアリティ( 以下:VR) シ
ステムを用いて擬似的に体験できる環境を構築することが可能となっ
た。このシステムは、新しい評価手法の１つとして期待されている。
　そこで本研究では、バンドン・ブラガ通りを研究対象地とし、HMD と
VR を用いてブラガ通り背後における建物の高さと通りからの距離の変
化に伴う街路の景観評価を行う。
2. 研究方法
　以下の1)-5) の手順で研究を行う。
1) 既往研究の動向調査
　VR 手法の既往研究を調査し、今までの景観研究の方向性をまとめる。
さらにVR 手法の利点・欠点を把握する。
2) 研究対象地の調査
　インドネシア・バンドン・ブラガ通りの歴史、現状、2031 年までのマス
タープランについて調査する。
3）VR システムの開発と基礎実験
　小野原ら[1] の研究によって有効性が確認されたHMD を用いたVR の
開発をし、VR を都市景観の検討に用いるための基礎的な実験を行う。そ
れを用いて、①スクリーンを通して体験するVR、②HMD を装着して体
験するVR、③都市模型､3 つの異なる観察方法での印象の違いを明らかに
する。
4）街路の景観評価実験
　3) で開発したシステムにLeap motion を加えたVR を用いて街路の景
観評価実験を行う。
5) 分析・考察
　ブラガ通り背後における建物の高さと通りから距離の変化に伴う街路
空間の印象変化について比較分析を行う｡
3. 基礎実験
　VR を都市景観の検討に用いるための基礎的な実験を行った。そこで、
①スクリーンを通して体験するVR、②HMD を装着して体験するVR、③
都市模型､3 つの異なる観察方法での印象の違いを明らかにした。期間は
2016 年6 月16 日-6 月23 日の8 日間で､ 被験者は36名のデザイン系学生
を対象とした。
　評価項目は「幅感」、「高さ感」、「奥行き感」、「立体感」とし、被験者に都
市模型と2 つのVR を提示した。ME 法( マグニチュード推定法) を用い
て都市模型に対する2 つのVR の感覚量を測定した。図1 の結果として、
被験者は2 つのVR による観察は上記の4 項目とも標準刺激より大きい
と評価した。そして、「奥行き感」、「立体感」に関しては、HMD で体験する
VR の方が都市模型より大きいと評価する被験者の割合が9 割であり、こ
の割合は、PC スクリーンで体験するVR と都市模型との比較よりも高い
値を得ることができた。　
　HMD で体験するVR は「奥行き感」、「立体感」の項目で最も高い値を
得る結果となった。既往研究[2] によれば、「奥行き感」に関して、HMD で
体験するVR は実空間より奥行き感を短く知覚させることが示せれてい
る。本実験では、HMD で体験するVR の「奥行き感」は都市模型よりも大
きく評価されていた。つまり、HMD で体験するVR の「奥行き感」は都

市模型よりも実空間に近い感覚が得られることが明らかとなった。

4. 本実験 
4-1. 概要
　HMD とVR を用いたブラガ通り背後における建物の高さと通りから
の距離の変化に伴う街路の景観評価実験を行った。2016 年12 月1 日-12
月28 日の28 日間で、被験者は20 代男性28 名、女性12 名の計40 名である。
4-2.  検討エリア
　バンドンの開発戦略エリアは3 つに区分されているが、本実験の検討
エリアはブラガ通り、歴史的建築、住宅地が存在する2 のエリアとした
( 図2)。バンドン政府は2031 年までにブラガ地区に存在する住宅密集地
を開発する計画を掲げている。そのため、2 のエリア内に存在する住宅密
集地が開発され、高層の集合住宅やショッピングモールが建てられる可
能性がある。

4-3. 評価方法
①建物の高さの変化に伴った街路空間
　ブラガ通り背後に立地すると予想される19 棟を用意した。設定した建
物高さは20m、40m、60m、80m の４つである( 図3)。この高さは、今後計画
される低層住宅、中層住宅、高層住宅、ショッピングモールの高さを例に
設定した。また、高さの異なる建物を並べるとパターン数が膨大になるこ
とから､ 同じ高さの建物が立ち並ぶ4 種類に数を絞り実験を行った( 図
3)。図5 に示したA、B、C、D、E、F の6 か所の観測地点で、表1 にある12 項
目の形容詞対で景観評価を行った。
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図3 検討モデルⅠ
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図1 実験結果



　これらの心理量の変化からブラガ通り背後の建物が高くなるとブ
ラガ通りの開放性と繁華性は低減することが分かった。印象の低減
に関しては既往研究[4] によると、街路に超高層部が多くなることで
見上げる機会が多くなり、一層部分を見る時間が減少すると述べら
れている。つまり、本実験においても背後の建物高さが高くなること
で見上げる機会が多くなり、通りの建物を見る時間が減少し、ブラガ
通りの繁華性の評価が低減したという可能性があると考えられる。

②通りからの距離の変化伴った街路空間の比較分析
　現状の街路モデルとファサードが連続したモデルに対して移動し
てもらった80m のモデルと通りの中心までの距離を算出し、その平
均値を比較した。結果として､ 現状の街路モデルの通りから平均値
は103m に対してファサードが連続したモデルの通りからの平均値
は86m であった。つまり、ファサードが連続することで建物の高さ
を感じにくくなることが分かった。
5. 結論

　本研究で得られた知見をまとめる。
1)VR を都市景観の検討に用いるための基礎的な実験を行い、PC ス
クリーンで体験するVR とHMD で体験するVR と都市模型の3 つの
観察方法での印象の違いを明らかにした。
2) 研究対象地の景観評価において、ブラガ通り背後における建物の
高さと通からの距離の変化に伴った被験者による景観評価の変化を
明らかにした。
1)、2) から、HMD で体験するVR は都市景観設計に有効なツールと
なることを示した。  
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②通りからの距離の変化に伴った街路空間
　図4 に示した現状のブラガ通りの街路モデル( ファサードが不連
続) とファサードが連続したモデルを用意した。2 つの街路モデルに
対してD、E、G、H の4 か所の観測地点から170 ｍ離れた場所から垂直
方向に高さが気になる箇所まで高さ80m のモデル1 つを近づけても
らい、街路からの平均値を算出した。

4-4. 分析結果
①建物の高さの変化に伴った街路空間の比較分析
　6 地点における12 個の形容詞対による景観評価結果から、因子分
析( 主因子、バリマックス法) を用いて街路の評価構造を分析した。
その結果、関係性の強い4 グループに分類して表1 に示した形容詞
対の共通因子を読み取ることができた。因子1 と関係が強い形容詞
対は「開放的な‐閉鎖的な」、「広々とした‐窮屈な」、「明るい‐暗い」
であり、これらは街路景観の「開放性」を表す因子と解釈した。因子
2 と関係が強い形容詞対は「雰囲気のある- 雰囲気のない」、「高級感
のある‐高級感のない」、「美しい‐美しくない」であり、「情緒性」を表
す因子と解釈した。同様に表1 から因子3 は「秩序性」を表す因子、因
子4 は「繁華性」を表す因子と解釈した。　
　また、ブラガ通り背後の建物の高さを変化させた4 つの街路モデ
ルの計40 サンプルのアンケート結果を用いて、モデルごとに分けて
因子得点平均を算出しすべての街路モデルを同じ尺度で比較した。
比較したモデルの中で、背後の建物高さ20m の街路モデルが特に開
放性、情緒性、繁華性に富んだ街路であるとわかった。背後の建物高
さ40m の街路モデルは背後の建物高さ20m の街路モデルと比べて
情緒性、秩序性はあまり変わらないが開放性がわずかに低減し、繁華
性の評価が大幅に低減した。同様に周辺建物高さ60m、80m の街路
モデルも繁華性の評価が大幅に低減していた。また、周辺建物高さ
80m の街路モデルは情緒性が他の街路モデルと比べ、大幅に低減し
ていた。
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図5 観測地点

表1 街路の印象における因子負荷行列

　因子負荷量 因子 1 因子 2 因子 3 因子 4
1. 開放的な ― 閉鎖的な 0.885 0.119 -0.012 -0.076

2. 広々とした― 窮屈な 0.900 0.139 -0.010 -0.036

3. 明るい ― 暗い 0.746 0.176 0.015 -0.073

4. 雰囲気ある ― 雰囲気ない 0.223 0.608 0.112 -0.336

5. 高級感のある ― 高級感のない 0.125 0.662 -0.013 0.183

6. 美しい ― 美しくない 0.315 0.622 0.122 -0.148

7. 統一感のある ― 統一感のない 0.028 0.162 0.748 -0.137

8. 単調 ― 複雑 0.020 -0.192 0.767 0.122

9. 連続 ― 不連続 -0.038 -0.044 0.780 0.032

10. 特徴のある ― 特徴のない 0.043 0.573 -0.090 -0.001

11. 派手な ― 地味な 0.011 0.680 -0.164 0.584

12. 大胆な ― 繊細な -0.089 0.058 0.043 0.612

図4 検討モデルⅡ

図6 背後の建物の高さの変化に伴う印象変化
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