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1. 研究背景・目的
　近年、都市空間の３次元モデルをヘッドマウントディスプレ
イ (HMD) を組み合わせたバーチャルリアリティ (VR) システ
ムを用いることで空間の擬似体験が可能となり、新しい景観評
価手法への応用が期待されている。
　インドネシア・バンドンは 20 世紀初頭に政治・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、オランダ統治下のバンドン市内では独自発
展を遂げたアールデコ建築が建設された。ブラガ通りはその中
心的な商業地として栄えた。
　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
しているが高速道路・鉄道の建設や人口の集中が進み再開発の
圧力の中で歴史的町並みの整備が失われつつある。ブラガ通り
の保全的景観整備によって街路景観価値の向上を図る手法を検
討することは地域の価値向上に有意義であると考える。
　そこで本研究では HMD と VR を用いて歴史的街路の復元を
行うとともに景観構成要素が異なる 4 種のブラガ通りの街路パ
ターンを用いて建築意匠および街路構造の違いによる心理量変
化と景観構造の分析を行い、歴史的建築を有するブラガ通りの
保全的整備手法を検討する。

3. 印象評価実験
3-1. 印象評価実験概要
　まず、VR と HMD を用いた街路の景観評価実験を行った。
実験では４つの街路パターンの VR 空間を体験し、SD 法に基
づく 32 項目の形容詞対を７段階の評定尺度で設定した。期間
は 2018 年 9 月 18 日 - 9 月 24 日で、バンドン工科大学 (ITB)
の建築専攻の学生、男性 19 名、女性 15 名の計 34 名を対象と
した。全員が対象地を訪れた経験を持つ。
　また提示する４つの景観は 2017 年度に作成した [3][4]VR 環境
を修正の上、新たな街路モデルを加えて作成した。
3-2. ケースステディエリア
　近年、多くの建物ファサードの改変が進む中で、本実験では
20 世紀初頭の景観との比較のため当時の外形を保っている建物
が集中しているエリアを対象とした。（図 2）
3-3. 実験手順
　実験の手順は以下の 1) - 4) の通りである。また各パターンの
VR 空間 ( 図 3) を図２で示した経路で 3-4 分かけて 1 周する。
街路パターンの評価後に景観構成要素および景観整備に対する
意識を問う質問を回答する。
1）「①現状の景観」の VR 空間を体験
2）32 項目の形容詞対を用いた SD 法の評価シートを回答
3）②③④も同様に 1) と 2) を繰り返す
4）ブラガ通りの景観に関するアンケートを回答
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図１　バンドン開発戦略エリア [1] をもとに作成

図 2　ケーススタディーエリア

図 3　体験する４つの街路パターン
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　岡 [3] によりオランダ植民地当時の写
真から作成されたブラガ通りの建物の
立面図と３D モデルに詳細な要素を加
えた 20 世紀初頭の景観

　1998 年に提案されたブラガ通りのガ
イドライン案と 20 世紀初頭の写真を参
考に、柱、庇、ショーウィンドウに関す
るデザインルールを定めた場合の景観

20 世紀初頭の建物と 2017 年現在の街路
を組み合わせた景観。（現状の建物を 20
世紀初頭の建物を復元する整備を行っ
た景観）

現状の景観

20 世紀初頭の景観

デザインルールを適用した景観

20 世紀初頭の建物を復元した景観

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 を用いた景観評価に関連するの既往研究をレビューする。
2) 研究対象地の調査
　バンドン / ブラガ通りの歴史的背景と景観課題を整理する。
3）VR コンテンツの制作と実験環境の構築
　既往研究 [2] によって有効性が確認された HMD を用いた VR 
システムを開発し、景観シミュレーション環境を構築する。
4）過去、現在および将来の街路景観を用いた印象評価実験
　3) で開発したシステムを用いた VR 空間上で景観体験に基
づく印象比較実験を行う。①現状景観、② 20 世紀初頭の景観、
③デザインルールを適用した景観、④ 20 世紀初頭の建物を復
元した景観の 4 つの街路パターンの空間モデルを評価する。
5) 分析・考察
　ブラガ通りの建築意匠および街路構造の違いによる各パター
ンの心理量変化と景観構造を分析する。

　印象評価実験により、歴史的街路の復元やデザインルールを
適用した空間体験を通して街路景観の心理量変化を分析し、心
理的評価に影響を与えている建築意匠および街路構造の特徴を
明らかとする。さらに分析結果から景観整備に対する意識と好
まれる景観の傾向を読み取り、ブラガ通りの街路景観整備の方
向性を考察する。



表 3　各因子に起因している建築意匠および街路構成
繁華性因子 秩序性因子 情緒性因子 高級性因子 開放性因子 温感性因子

高層建築が存在しない

建築様式の統一

建物高さが低層で統一

ショーウィンドウの連続

白を基調とした外壁/材質の統一

外壁色/材質の多様化

現状の街路/看板

20世紀の街路/看板

注 1：「closed-mind/open-mind」の項目は被験者によって意味の理解が異なったた
め因子分析ではこの項目を除く３１項目で分析を行った。
注 2：主因子法、バリマックス回転
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図 5　質問と回答　右：最も好まれる景観　左：街路景観を良くすると思う要素
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4. 分析・考察
4-1. 街路パターンの印象評価構造分析
　景観評価結果から 31 個の形容詞対注 1 を対象に因子分析注 2 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 6
つの主因子が抽出されそれぞれ繁華性、秩序性、情緒性、高級性、
開放性、温感性と解釈した。（表 2）また６つの主因子と景観構
成の関係から各因子に影響を与えた建築意匠および街路構成の
関係を示した。( 表３、赤：最も起因 ) 各因子の因子得点平均 ( 図
4) から③建物にデザインルールを適用した景観と④ 20 世紀初
頭の建物を復元した景観の心理量の違いをそれぞれ①現状の景
観と比較する。③と④はともに街路の情緒および高級感が高ま
る。③は繁華性が高く、秩序性が乏しい景観となるが、④は反
対に繁華性が低く、秩序性が高い景観となる。上記の結果は (1)
外壁の色彩範囲と材質の統一性 (2) 窓やエントランス部デザイ
ンの統一性 (3) 高層建築の有無 (4) 沿道建築高さの統一性が双
方の街路モデルの心理量に違いを与えたと考えられる。
　以上よりブラガ通りの街路において建物の外壁の色彩範囲と
材質の統一、窓やエントランス部のデザインの統一、沿道建築
の高さの統一などのデザインを制限している要素が街路の秩序
性を高めることが期待される一方で、建築様式や外壁色 / 材質
が同質な 20 世紀初頭の復元した建築を有する景観は繁華性が
低減することが示された。
4-2. 景観に関する質問に基づく分析
　ブラガ通りの建物や景観構成要素および景観に対する意識に
関する質問を行った。最も好まれる景観は④であり、続いて③
であった。( 図 5 左 ) さらに４つの街路パターンの体験を通して、
94.1％の被験者が建物が街路景観に与える影響を感じたと回答
し、85.3% の被験者がデザインルールにより景観の向上が期待
できると回答した。加えて本研究で着目した要素である「建築
様式」と「ショーウィンドウ」が景観を好ましくしているとし
た回答が多い。( 図 5 右 )
　以上のことから VR と HMD による各街路パターンの体験が
景観変化の認識に効果的であったと考えられる。
5. 結語
　本研究で得られた知見をまとめる。
1). ブラガ通りの条件の異なる街路パターンの心理量の違いか
ら景観構造に基づく各街路の特徴を明らかとした。特に建築様
式やショーウィンドウなどの要素が街路全体で同質である街路
景観が好まれ、その景観は秩序性が高く評価された。（図 6）
2).VR と HMD を用いて過去、現在および将来の景観を体験し、
比較評価を行うことが可能となった。景観検討や景観整備手法
への応用が期待できる。
　20 世紀初頭の秩序的な景観を継承しつつ、ショーウィンドウ
を連続や看板の整備などにより繁華性を高めるデザインルール
を設定し、同時に街路と合わせた保全的整備を行うことがブラ
ガ通りの地域価値の向上にとって有効と考えられる。

表 2　主因子と因子負荷量の関係
因子1 因子2 因子3 因子4 因子5 因子6

繁華性 秩序性 情緒性 高級性 開放性 温感性
固有値 5.275 4.764 4.044 1.745 1.150 0.985

寄与率 17.015 15.369 13.044 5.629 3.709 3.176

累積寄与率 17.015 32.384 45.428 51.057 54.766 57.942
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図 4　各街路モデルの主因子別　因子得点平均
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図 6.　 ブラガ通りの好まれる街路景観の特徴
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