
7.視覚構造
7-1．視点
■見る位置
高い視点 広い視野 対象物の比較 客観化 全体像の把握

所有感、支配感が高まる。
高い山、飛行機からの眺め等、空中からの視点は普遍的な神の世界像。崇高な理念、
神への帰依の気持ちが湧いてくる。宇宙飛行士の人生観。

■見る状態 （静止、移動速度）

ゆっくり： 限られた地域の密度の高い視覚情報

ハイスピード： 広範囲の地域の視覚情報が一度に大まかに得られる。
地域の全体像が把握しすい。

都市計画調査等
歩行速度では家の規模、デザイン、老朽状態がわかる。
走る速度では、路地や道路のパターン、自転車では、公園の分布、地区別の特性、
車では、街全体の構造、新幹線では、周囲の自然環境。

■まちづくりを進める時の視点
様々な視点、子供の関わる環境では子供の眼の高さ。
街全体は、歩行者の目の高さや、歩行者の速度で環境の維持管理を行う。
地方都市の雑然さは、車によるまちづくりのため。
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都市全体を見る

都市の1/1000模型
上：ニューヨーク
下：東京



１／２５の建築模型

アムステルダムのマドローダム

鬼怒川ワールドスクウェア



視点のスピードによりわかること
1.列車のスピードでは、地域の地理的構造が把握できる

2.自動車のスピードでは、地区の特徴、街の構造が把握できる。

住宅街

官庁街

繁華街

3.歩行者のスピードでは、個々の家、建物、
路地空間などヒューマンスケールの構造が
把握できる。

自動車利用の多い地方都市で、街が次第に汚れて
いくのは、人々の意識がヒューマンスケールのもの
から遠ざかってしまうから。



７－２．観る位置とものの見え方
■地上の景観

ものの側面（プロフィール）。その場所からしか見られない対象物の特性。

山の稜線など。人間の横顔。個性を表現。

地形の客観的形状よりも主観的透視像を問題とする。地形学と風景学の違い。

同じ対象物でも視点の場所が変わると評価が異なる。

地形学上の山頂がなくても、風景としては、頂をそなえた山容が眼に入る。

山の名前は地図になくても、地域ごとに個性的なピークの名前がある。

■地上の風景の豊かな遠近感

両眼視差Parallaxによる奥行き測定能力はたかだか500ｍ。我々が地上で直感している
奥行き感は、もっと大きい。

地表面の存在物の肌理（きめ）の密度の連続的な変化を読みとる。

翆嵐、翆黛（ｽｲﾀｲ）、遥青の様を呈する大気の効果。空気遠近法。

max500m

人間の両眼



平面とプロフィール

ﾗﾝﾄﾞｻｯﾄ衛星写真

桜島と富士山周辺



梅原龍三郎「霧島」

平田英子 「八ヶ岳高原」



空気遠近法

翆嵐（緑の木々、山々）、翆黛（ｽｲﾀｲ・緑の黛で描いたよう
な遠くの山々）、遥青（はるかに遠く青い）の様 奥村土牛 「吉野」



■立地点の景観ー名所の出現

ある場所の周囲に存在するものの特徴的一面がその場所の景観を特徴づける。名所の

出現。富嶽36景。天橋立。お化け煙突（見る場所によってあまりにも見え方が異なることか
ら話題になった施設）

■人間の安心感。

自分の廻りのものがしっかりと取り巻く実在感とその遠近的拡がりにより自分がここにいる

という定位感覚をもつ。落ち着き感を得るための周囲の景観。山に囲まれたまち。建物に

囲まれた広場。しっかとした壁に背後を守られた会議室。等人間の心理に大きな影響。



隠田の水車、本所立川、江戸日本橋

下目黒、深川万年橋下、江都駿河町三井見世略図

礫川雪ノ旦（あした）、五百羅漢寺さざえ堂、東都駿台

富嶽三十六景（葛飾北斎）



定位感覚を与える背景の山々やシンボル建築
京都（平安京）のセッティングと各地
区の景観的位置づけ

明治時代の八坂神社前

秀吉の建てた方広寺大仏殿前の広場を通して西側
の東本願寺、山々を眺める



定位感覚を与える広場

広場を囲む壁面の位置によって人は自分の位置を確認し安心する

ローマのカンピドリオ広場



7-３．形の認識

■図（Figure）と地（Ground）
物が見える時、認識上の一つの

有意義なまとまりをなす

「形（ゲシュタルト）」として知覚。

エドガー・ルビンの杯の図。

（反転図形）

地は朦朧としてつかみどころのな

い拡がり。図は確とした存在感。

物が現前するという意識。それぞ

れ単独では意味をなさない。互い

に隣り合わすという「縁」を結んで

意味を生ずる。図も地も「無自性

空」（大乗仏教）

ルビンの盃（エドガー・ルビン
1921）



■図の見え方 ゲシュタルト心理学
要素の分節化と統合化は、認識する主体の

心理状態によって決定される。

部分どうしは、心理的な力を通じて相互に結

合されたり分断されたりし、構造化された有

機体、すなわち一つの形（ゲシュタルト）とし

て知覚される。

「全体とは、部分の単純な総和（合計）以上のも

のである。」

図になりやすい領域

(1)閉じている領域
(2)二つの領域が内側外側の関係にあるときに
は内側の領域

(3)より狭い領域
(4)水平・垂直の領域
(5)左右対称な領域
(6)同じ幅をもつ領域 など



■錯視

主観的輪郭 subjective contour

物理的には存在しない輪郭線が周囲の刺激

布置（刺激の時間空間的配置）により知覚され

る現象。

輪郭の中と外で明るさや色に差が認められ、

また、面が形成されて層に分かれ、前後視（重

なり感）が生じる。布置によっては透明感を伴

う場合もある。

(ex.カニッツァの三角)

幾何学的錯視 geomatical-optical illusion

平面図形の幾何学的性質が刺激の客観的性

質や関係より組織的にかつ相当量異なって知

覚される現象。

(ex.ミュラー・リヤー錯視。錯視は頭でわかって
いても見えてしまう→ボトムアップの現象)



■風景的ゲシュタルト（主役と脇役）
全体で見たときと、部分を見たときで図になる対象はどんどん変わる。日本人の多様な水

辺認識。

部分を図と

して見ると

瀬、淀、淵

などがある。

水際には

「涯（ﾐﾅｷﾞﾜ）

または汀（ﾐ

ｷﾞﾜ）」があり、

海では磯と

いった形で

図になる。

川面に写っ

た景色「倒

景」も図とし

て認知され

た高度な図

式。



■日本人の美意識
山際も空を地にして美しい稜線が図になる場合と、枕草子「やうやう白くなりゆくやまぎわ……」は明らかに
空のほうが図になっている場合もある。どこに注目するか、どこに美の対象物を認めるかにより、図（すなわ

ち主役）が変わる。水際に関しては、「辺」「渚」「浜」もあり、風景上の妙趣に富む。日本人は視覚の鍛錬に

より、どんな物にでも図を発見してしまうのでは。



■現実風景におけるゲシュタルトの一般的性格。

①輪郭の閉じていない図が時に重要な意義をもつ。

②図と地の反転現象は絶えずある。

③視野と意識野の移動や範囲の伸縮によって生じる図と地の関係の階層性。

④風景における地は、完全な等質ではなく地模様になっている。

⑤図と地の境界部の相互浸潤的現象がある。

■自己主張する「図」

人の視力は注視点からわずか30’（月や太陽の見かけの直径にほぼ等しい）も離れれば、
半分に激減してしまう。注意を集中している範囲だけが際だった図として浮かび上がる。自

然の環境の中では、注視点の跳躍的移動でどの部分も時に図となる。こうしてまんべんな

く環境を認識している。ところが、人工物は、こうした状況の中で常に図になってしまう性格

をもつものが多い。周囲の景色を一挙に地におとしいれ、自身は常に図であることを主張

するものに要注意。目立ちすぎる物。



山陰道宿場町 樫原（かたぎはら） 竹矢来、瓦のムクリ屋根、板塀、電柱、交通標識、棕櫚の樹、
アスファルト舗装、



■誘目性 赤の矢印がすぐに
見えるが同時に白
抜きの矢印も見え
てくるゲシュタルト心理学で

言う「閉鎖の要因」によ
り左右の矢印が交互に
見える

太古の顕花植物の花の色は緑色をし

ていたと言われる。花粉は風や水に

よってのみ運ばれていた。やがて花粉

を昆虫に託する方法を見つけてから、

花の色は昆虫を引き付ける色彩を帯

びるようになる。「誘目性」を際立たせ

ることになる。



誘目性を上げる

（高彩度色、図となる形体）

誘目性を下げる

（低彩度色、地になる形体）

近景 遠景

樹木の誘目性を基準としてそれより目立
つべきかどうかを決める

色彩計画家・吉田慎悟氏による誘目性の検討（ファーレ立川の例）



7-４．眼の動きと視覚
■注視範囲

縦横の視角で５°～１０°の大きさで見ている。

注視点の分布。アイ・カメラによる注視行動の記録。変化する部分へ注目。

（１）物の縁、明度差のある境界部。

（２）図形の角やゆがみ（曲率）の大きい部分。

（３）運動する物体。 （４）光で表示された図形の点滅。

（５）不規則な部分。 （６）連続的で滑らかな曲線や直線など。

全体として対象物の図形の特徴、変化を集中的に集め、認識する。

■眼球運動と視覚像の関係。

眼球は高速で絶えず動いており、角速度100°～500°／sec、滞留時間平均0.2～0.3秒
で次々に跳躍運動saccadeをしている。注視状態でも眼震という微少な動きをしているが、
これが完全に止まり、静止した網膜像が得られても、まもなく消えてしまう。

網膜像は不断の更新が必要。

我々が眼前の物体の視覚像と想っているものも、実は短時間とはいえ記憶の継起的累積

と抽象過程を経た心像の一種と考えられる。

風景論には、空間の視覚像と心像に関する双方の問題が含まれる。



10度

20度

注視点の跳躍的移動角
度も10度以内がほとん
ど。70％は4度以内。

■注視点



星座

星座を構成する星と星の間の視角距離は
90％が11度以内におさまる。これ以上離
れると部分の統合の効果がなくなり図を形
成しにくくなる。

しし座

おおぐま座



■視覚像と心像
仏教の修行法の一つ。浄土観想の方法（観無量寿経）の定善十三観の教え。視覚像と心

像の原理的一致を目指す。「日想観」＝現実の日没を熟視し、眼を閉じてもはっきり見える

ように訓練する。「水想観」＝水流の反復観察により、脳裏に焼き付ける。その他現実世界

を教材にして仮観をマスターし、浄土の景観要素を心に刻む。こうしてついに十三教程の

「雑想観」を我が物とすれば、仏国土の光景を目前に見る。

ベルグソンは、「イメージとは視覚像の退化したもの」と規定し、概念的抽象に対する視覚

リアリズムの哲学的優位を唱えた。

現実の視覚像は、心像の視覚性を養い、逆に、熟成した心像は現実の視覚像に人間的意

味を吹き込む。

風景学は心像の世界、特に集団によって共有された風景のイメージの世界までも必要に

応じて対象とする。



「日想観」＝現実の日没を熟視し、心に刻みつ
け、仏国土の光景を目前に見る

ふるさと’04 西村駿一

曙光 上治貞子



7－５．風景の見え方
■図の成立条件

風景としてまとまった

図を構成している物

は、視対象までの距

離（ひき）、対象を張る

水平角、鉛直角、仰

角、俯角、等において、

眼の動きやすい状態

の中にある。

対象の水平角20°で
鉛直角10°が図とし
てまとまりやすい。

60ｃｍ前
の顔

30ｃｍ前
の名刺

腕を伸ばしたとき
のげんこつ

明石大橋3300ｍから

明石大橋6500ｍから

新橋から見た
霞ヶ関ビル

大久保駅付近から
の新宿高層ビル群

赤坂から見た
東京タワー



7-６．視覚構造の要素
（１）可視・不可視

任意の視点から、見えるか見えないか。ある地点の対象物により、視線が遮られ、その背

後のものが見えない状況。等高線図があればコンピューターで解析できる。

（２）距離

■距離の指標化

対岸にいる人の顔の表情がよく分かる距離は20ｍくらい。人の動作がよく分かる距離は
100～120ｍ。劇場の舞台から客席最後部の席まで最大30ｍで設計。商店街の賑わいが
形成されるための条件として車道がある道路では、反対側の歩道までの距離が20ｍを越
えない。知り合いがいれば分かる。人々の声が聞こえるなど、人間的な触れあいの実感。

■ドイツのＨ．メルテンス（１９世紀の建築家、都市計画家）

「美術的総合感興の快・不快」は、視野と視力に関係する。つまり距離と仰角に基づく説。

１．都市空間の大きさを図る規準として人間を選び、距離の取り方による人間の見え方の

違いが都市空間の大きさの質的な違いを規定。

２．対象（人間）の大きさと距離との両者を視覚的に関係づけている「視角」に着目。

３．対象の見え方の質的な違いを「視角」についての視覚心理学上の意味に対応させる。

例えば、都市空間のヒューマンスケールとは、人の顔を認めることのできる距離（70～80
フィート＝20～25ｍ）であるとした。



ドイツのＨ．メルテンス（１９世紀の建築家、都市計画家）

～１２° １８° ２７° ４５°

１
１

２
３4.7～5.7



視覚距離 下：樋口忠彦によるランドスケープにおける距離指標。
右：Ｐ．スプライリゲンとＫ．リンチの距離指標



■エドワード・ホール「かくれた次元」

人間が社会環境の中で、他の人間に対してとる距離について興味深い分析。民族により

異なる。人間同士の距離の取り方として密接距離・個体距離・社会距離・公衆距離という

分類方法。

■ランドスケープにおける距離

いかなる都市景観も１マイル（1600ｍ）が限度。ランドスケープはさらに遠くまで言及。
山紫水明というように、大気の混濁度などの影響、背景や明暗のコントラストなどが影響。

空気遠近法による絵画の遠近表現。伝統的な遠近の分類は、近景、中景、遠景。

■樋口忠彦による分類

近距離景とは、一本一本の樹木の葉、幹、あるいは枝振りなどの特徴が視覚的に意味を

もつ領域。定量的には、視角１度の塾視角で捉えることのできる距離。対象の大きさの60
倍となる距離。日本の山々では、広葉樹で６ｍ、針葉樹で３～４ｍの樹冠。それぞれの視

覚対象をもつ山々で約360ｍ、180～240ｍという距離。
中距離景は、樹木を群として捉え、土地の形態、地形が意識できる距離。一本一本の樹木

の形が識別不可能になる距離で、実際には、視角３分内外が限度。これは、対象の大きさ

の約1,100倍の距離。３～６ｍまでの樹木の山では、約3.3～6.6ｋｍの距離。
遠距離はそれ以上で「山紫」の状態。空気遠近法の世界。大きな植生の分布や谷の存在

が見分けられる程度。中距離景を引き立てる背景となる景色。天気との関係では、朝夕は

昼の半分の視程。雨や雪の場合には、ほぼ中距離景の領域までしか視程がきかない。



（３）視線入射角
面の見やすさと視線入射角。Ｊ．Ｊ．ギブソンの視空間知覚理論。究極的には２つの面。視

線に垂直な面（Frontal surface）と視線に平行な面（Longitudinal surface）。垂直な面は
平行な面に比べて視線入射角が大きく見やすい。眼につきやすい面。最大90度。嵐山は
斜面が約35度であるから、その斜面を見上げる仰角が20度であれば、視線入射角は、15
度となる。大井川を隔てて、まさに壁立して嵯峨野の平地に面しており、渡月橋、亀山公園、

天竜寺などから非常に大きく面を見ることが出来る。この斜面に吉野から桜を移植したの

は亀山天皇。足利尊氏は、吉野から白桜、竜田から紅楓を移植した。誰もが見やすい自

然の屏風のように感じていたことが分かる。大文字の送り火の行われる斜面は、標高280
ｍから350ｍで勾配約32度の急斜面。鴨川からの眺めが良いとされ加茂大橋からの送り
火のポイントの仰角は約５度。ここから送り火への視線入射角は約27度となる。

（４）不可視深度
障害物により見えない不可視の領域がどの程度見えないかを垂直方向の深さで表そうと

するもの。不可視深度は、障害物の大きさと、そこまでの距離に関係する。視点に近い障

害物の大きさのわずかな変化が不可視深度を大きく変化させる。ケヴィン・リンチが目の高

さの視線の曖昧さは不愉快なもので、壁の高さは眼の高さより低くするか、それ以上高くす

るかにすべきだと言っている。借景庭で有名な京都の正伝寺。高さ６尺ほどの築地塀とそ

の樹木が比叡山に至る約７ｋｍの地表面に対して不可視深度を生み出している。京都の

円通寺にも同じ。



（５）俯角
高いところから見下

ろす俯瞰に関わる角

度。

ヘンリー・ドレフェス

の「人間の尺度 The 
measure of men」の
中で、立った姿勢で

人間の視線は、一般

に水平線より10°下
であり、着座している

場合は15°下である。
俯角０°～30°は、
人間が最も見やすい

領域で「ディスプレイ

に最適な領域」として

位置づけている。



■眺望点

東京タワーでの実験。27名の被験者による見やすい角度の調査。５°～15°までに分布。平
均値は9.4°±1.5°（99％）になり、俯角10°近傍は見やすい領域であることが実証。

港の見える丘公園。俯角10°の線は、手前の倉庫群に遮られ、水面に達していないため、港の
水面との視覚的一体感が失われ、眼下に広がる港の緊張感はない。

これに対して、函館山は、俯角10°の線は、港と市街地を抱え込み眼下に広がる港町を眺望で
きる。

横浜山手

港が見える丘
公園の展望台
からベイブリッ
ジを見る



■湖の眺望についての研究（佐藤博紀）。

①俯角10°の線が湖に落ちていることは、湖面との視覚的な関係を持つ。湖との一体感。
②俯角２°より遠方まで湖面がある場合は広いと感じるが漠然としてしまりがないとも言える。

③湖面の近点に対する俯角が30°を越える場合は、恐怖感すら伴う。足下が水の中にある感
じ。いずれにせよ、代表的な眺望点は俯角10°を中心とする視点をもつ。

■俯瞰景のもつ視覚的な開放性。

俯瞰する景色をダイナミックにするには、俯角10°以遠の視線を大きく開放することである。
平地での俯角10°の線は、1.5ｍの視点の高さの人にとって8.5ｍの近さである。
視線の長さにして約8.6ｍと短い。高いところに登ることにより、この長さは大きく伸びる。
坂道の上からの視線は、自然とこの俯角10°の線を長くするため、開放感があり、さらに支配
感にまで達する。（富坂の上からの景色と坂下からの中大キャンパス）

摩周湖展望台 俯角10°の線が水面の中心にくるのが理想的な湖眺望点



俯瞰景

東京タワー特別
展望台（高さ250
ｍ）から俯角
10°のラインは
東京湾の水面に
近い。函館山山
頂（334ｍ）から
の俯角10°の
線は湾と市街地
の中央を通る。



俯角10°の視線の開放

俯角10°の視線のコントロール

Ｃ．アレキサンダーは歩道のレベルを50ｃｍ上
げることで車の屋根から視線を開放し、うっと

うしくならない工夫をした。

通常の歩行者の視線は

8.5ｍ先の路面を見てい
る。この視線が遠くまで

到達するようになると開

放感を味わう。坂道を降

りるときの開放感。



（６）仰角
仰観している状態は、ある強制を

しいられた状態。

「仰ぐ、仰ぎ見る」が尊ぶ、敬うに

通じているのは、仰瞰する事が社

会規範的意味をもつから。山岳信

仰にもつながる。

日本の名山の代表的な眺望につ

いての仰角。田子の浦からの富士

山（９°）、浅間神社からの富士山

（11.5°）、山中湖からの富士山
（11°）、河口湖からの富士山
（９°）、戦場ヶ原からの男体山

（12°）、盛岡からの岩手山
（5.5°）、弘前からの岩木山
（６°）、象潟からの鳥海山（７°）。

日本を特徴づける山のランドス

ケープとして8.7°±1.0°という仰
角が平均的に割り出される。



賀茂大橋よりみた大文字山

大文字焼き中心部の仰角
5°10′

大文字焼きの縦方向視角
1°20′

大文字焼きの横方向視角
1°30′



隅田川の花火

4号玉（ｄ＝100～120ｍ）打ち上げの時

第一会場

中心部の仰角θ8°45′～10°20′

視角α5°10′～6°15′

第二会場

中心部の仰角θ12°0′～14°0′

視角α7°5′～8°30′



河口湖からの富士山

山中湖からの富士山

河童橋からの穂高連峰

日本橋からの富士山

栗林公園からの
紫雲山

仰角10°の線

比
高

距離

30° 20° 5° 1°

日本の名山の仰角



仰角10°～30°の迫力ある山岳眺望

右：栗林公園からの紫雲山

右下：河口湖からの富士山

左下：河童橋からの穂高連峰



■メルテンスの法則とＤ／Ｈ。
仰角10°～12°くらいで眺めるときは、広範な環境と相まって「純絵画的」印象。
対象建築物に面して約18°の仰角で見るときは、建築が特別な意味を持ってくる。
27°の仰角に至るとき、建築物全体が視野を占用。
約45°の仰角になると部分的な装飾物しか見えない。

18°というのは、Ｄ／Ｈ＝３ 27°というの
は、Ｄ／Ｈ＝２、 45°はもちろんＤ／Ｈ＝1
10°～12°はＤ／Ｈ＝4.7～5.7

2
1

42ｍ 27ｍ

原宿表参道

銀座通り



広場の囲み感 P.D.Spreiregen



（７）奥行き
Ｊ．Ｊ．ギブソンの視空間知覚理論。

「背景として連続した表面の知覚がなければ、空間の知覚なるものはあり得ない」

視覚空間の特徴は、そこにある物によってではなく、それらの背景によって与えられる。

ゲシュタルト心理学の図と地の関係。

テクスチュアの密度勾配をもった視線に平行な面が存在することにより、奥行きのある空

間が創り出される。

インテリア写真で空間を大きく見せたいときは、床面を手前に大きく入れる。

宇宙空間におけるスペースシャトルと人間の位置関係の把握の難しさ。

ランドスケープにおける背景とは、連続した地表面や自然の樹木のつながり。

奥行き感を創り出すにはテクスチュアの密度勾配をデザインで工夫。

斜面と奥行き。緩斜面と急斜面の堺の目安は、15°。傾斜30°を越えると斜面は強度に
視線に垂直になり、視覚的な圧迫感が生じる。可視空間量も大きく減る。

神聖さと視覚的圧迫感

伊勢神宮の外玉垣南御門から内玉垣南御門へ至る玉砂利の斜面の傾斜は６°で、仰角

は3.5°。ケビン・リンチの「緩やかにみえる」斜面で、視覚的な圧迫性と奥深さとの微妙な
均衡の上に神聖さを醸し出す。高野山奥の院の緩斜面は５°内外。

空気遠近法。雨や霧により、距離感・奥行き感が増大することで、より豊かな景観になる場

所。奥入瀬。耶馬渓。苔寺。長崎。



視線に平行な面（つまり床・壁・天井の連続面）はテクス
チャーの密度勾配として知覚される。 右：ペルージア

視覚空間の特徴は、そこにある物によってではなく、そ
れらの背景によって与えられる（Ｊ．ギブソン）。



奥行き感
列柱や並木による奥行きのリズムがよ
り奥深さを強調する

ミラノのアーケード



（８）視覚の美的感性を刺激するリズム

自然の中に隠された法則・黄金比



黄金分割
直線ABをC点で分割した時、

AB：AC＝AC：CBの比
になる分割比を黄金分割という。

Φ＋１：φ＝φ：１

φ２＝φ＋１

φ２－φ－１＝０

（φ－１／２）２＝５／４

φ＝１／２（√５＋１）

＝１．６１８０３３９８８・・・

五角形の一辺と対角線の比。

ユークリッドが発見し、

ウァイジングが

「人体の比例に関する新説」

という論文で有名になった。

A φ C １ B



フランスの画家、アンドレ・ロート

「もしも虫眼鏡とものさしを手にして自然の創造物を観察するならば、……どんなとるに足らぬよ
うなものの中にも最も微妙なプロポーションを見出すであろう」

マロニエの新芽に黄金分割の法則がはたらいていることを指摘。

黄金分割のいろいろ

蝶の片翅の縦横比。解析の結果、右裾のほうに僅かな散らばりがあるが、縦横比 1.6 の近
傍にピークがある。縦横比 2.5 近くにイシガケチョウ、縦横比 1.5 より小さいところにスジボ
ソヤマキチョウ、またピーク付近にヒョウモンチョウなど。縦横比が 2 以上になると翅が縦長の
蝶でアオスジアゲハなど。ピーク近くで縦横比 1.62 の黄金比に近くなり、1.5～1.7の範囲に
75％が収まる。



対数螺旋：

隣り合う曲線間は指数

的に大きくなって常に

中心からの経線と一定

の角度を持っている。

そのため等角螺旋とも

呼ばれる。

自己相似的に

大きくなる渦巻きは

必然的に

対数螺旋形となる。 オ

ウム貝の形態はこの

曲線で構成され、同時

にフィボナッチ級数で

もある。

■ φ「ファイ」 ■
フェボナッチ級数

0、１，1 , 2，3 , 5 , 8 , 13 , 21 , 34 , 55 , 89 , 144 , 233 , 377 , 610 ....
加算級数：先行する二つの数を加算したもの。 先行数を後続数で割ると約0.618・・・ 後続数を
先行数で割ると約1.618・・・



自己相似性とフラクタル
縮小して自分自身の部分にコピーすることを縮小

写像という。自己相似性とは縮小写像のこと。

日本人の自然観察力は無意識にこの法則を

絵やデザインに取り入れていた。

Ｇ.ガードナー「山岳風景」1984 フラクタルによるＣＧコッホ曲線



フラクタル(fractal)は、1975年にべノア・ マンデ
ルブロ(Benoit Mandelbrot)によって考えられ
た造語。語源はラテン語の「fracuts」、「不規則
に壊れてバラバラとなった状態、断片」という意

味。

フラクタルとは、ハウスドルフ次元が位相次元

より大きい集合のことであり、 そのときの次元

をフラクタル次元という。このとき、フラクタル次

元は、非整数値（小数を含む）。

いま, 対象図形が相似比rのN個の部分(セグメ
ント)から構成されているものと仮定する. この
とき, 次の式を満たすDをフラクタル次元とよぶ.
rN1/D = 1
この式を用いて, 前出のコッホ曲線のフラクタ
ル次元を求めてみると, 相似比が1/3の4個の
セグメント(線分)から構成されているから, 式よ
り(1/3) × 4×1/D = 1, すなわち4×1/D = 3と
なる. 両辺の対数をとって, (1/D)log4 = log3か
ら, フラクタル次元Dはlog4 / log3 = 1.26となる.



シェルピンスキーのガス

ケット 一辺が１／３の正方

形８つ。

これを１／３に縮小して同じパ

ターンに並べると一辺が（１／

３）2の正方形が８2個できる。

このように縮小写像がｎ回繰り

返されると一辺の長さが（１／

３）ｎの正方形が８ｎ個ある図形

ができる。

このとき黒い部分の面積は （１

／３）ｎ×2×８ｎ＝（８／９）ｎ にな

る。これを無限回繰り返すと０。

真ん中が白く抜けていなければ

（１／３）ｎ×2×９2＝（９／９）ｎ

で＝１になる。これは二次元図

形の特性、すなわち１／ｎに縮

小されるたびにその数がｎ倍に

なる。その次元数はlogｎ2／log
ｎ＝２次元となる。縮小率が１／

ｎになるたびにその数がｍ倍に

なる場合、次元数はlog（ｍ）／
log（ｎ）となる。
最初の場合はlog８／log３＝
1.89で中途半端な次元となる。
これがフラクタル次元


