
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第１章 序論 
1-1 背景・目的 
 建築空間に対するわれわれの理解が、視覚的側面のみ

によって説明づけられるものではないにしても、依然と

して視覚が空間認識において重要な側面を担っているこ

とにまちがいはない。したがって、「“視る”という行為

を原理的に捉え」、「視て取った内容に共通性を見出し蓄

積すること」への論考は、建築をはじめとする空間の創

造にとって有効な支えとなることは容易に予想される。

一方で、今日までのこうした問題に対する論考は、建築

自体に付着した様々な情報の意味背景（意匠、様式等）

への注目に傾倒し、客観的論点で考察されることは少な

かった。ところで、建築をはじめとする立体によって構

成された空間に対する眺望行為は、主体が経験可能であ

る無限の眺めの中から「一定の意味を看取した特定の眺 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
めを抽出する作業」を介しておこなわれると考えられる。

つまり、人間の建築空間に対する眺望行為は、こうした

眺めの抽出作業を伴って施されるのであり、これはすな

わち、本来茫漠とした対象から見出した意味の出力結果

として捉えることが可能であることを意味する。 
以上をふまえ、本研究では、ひとたび建築の表面に付着

した様々な意匠的情報を捨象し、一定の形態・規模を有

したヴォリュームの配置と眺めとの関係に限った議論を

推し進める立場をとり、そういった論理上の前提条件に

もかかわらず見出し得る眺望行為における一定の傾向の

抽出を試みる。さらに、その傾向に潜む特性と主体が看

取した意味とを論考する手続きを経ることによって、建

築空間に対する主体の認識原理に則った初源的操作性へ

の知見の獲得を目指すこととする。 
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SYNOPSIS 

This thesis aims to get a fundamental knowledge about the interaction between building 
arrangements (architectural block planning/design) and visual perception of human beings in 
architectural spaces, and is made up of 7chapters. In the 1st chapter, the general purpose of this thesis is 
described. First of all, as a significant hypothesis, it is shown that the visual activity of human beings in 
architectural spaces involves the procedure that particular scene is preferred to others in the infinite 
scene and this particular scene is hold in common beyond depending owns’ taste. So, it is stated 
expressly that the purpose of this thesis is following, that is; through the several phenomena that seems 
to be shown above the hypothesis is inspected in following chapters, to analyze each meanings and to 
reinvent fundamental knowledge of human visual perception to architectural spaces. 

According to above, in the 2nd chapter, it is discussed that superior front of 3 simple volumes arranged 
52architypical block planning by using experimental method. Though, superior front of architectural 
space has been leaded by cognizing the function or design elements generally, in this chapter, it is tried 
to extract superior front of ‘naked space’ depended on volume arrangements only. As the result, the 
directivities on preferring the scenes are found. Such are the scene that the center volume seen on the 
view looked as stepping back, the scene that each volume looked as being separated from others and the 
scene that the center volume seen on the view looked as symmetrical figure and so on.            

In the 3rd chapter, some photograph taken 2 buildings architecture (21works) is dealt. First, in the 
photos of architecture, it is shown that particular composition is hold in common, second, the 
fundamental character of its common composition is clarified.     

Next, in the 4th chapter, 15 KOZU drawn the Japanese temples in the medieval times are dealt and its 
incomprehensible drawing method is tried to decipher. As the result, the drawing method in KOZU 
means the procedure of visual perception in the architectural space been unable to cognize by single 
view and it’s shown the way to cognition by preferring individual group from whole. 

In the 5th chapter, 4 ancient Japanese temples’ plan are tried to decipher by estimating visual 
effectives. These temples have built in Asuka era and are most primitive religious space. So, a 
hypothesis could be that these plans are embodied practical visually as religious idea. As the result, 
each plan has been characterized in symbolism of worship and has been designed to percept it clearly. 

6th chapter aims to reach the purpose of all this thesis with rethinking each results gotten in 2～5th  
chapter. As the fundamental knowledge, 3 primitive impulses that lead to visual cognition to 
architectural space are cleared. 

In the 7th chapter, as the conclusion of this thesis, the summary of each knowledge gotten in each 
chapter is described.  
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1-2 研究の位置づけ 
 本研究では、複数棟からなる建築空間に関し、その配置

と眺望行為との相互関係に特化した論考を試みる。この際、

さまざまな建築空間あるいは、建築空間に対する視覚的理

解の表象事例を題材に採り上げるが、選定された事例は、

意図的に各成立背景（史実・設計者の意図・技術・制約条

件等）が多様となるよう選んでいる。これは本研究の基本

的姿勢が、相異なる背景を超えて通底する新たな見地の構

築（＝意匠論としての立場）に重心を据えているためであ

る。そのうえで、本研究を位置づける際に参照すべき既往

の研究成果を大きく以下の４点にまとめた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
概して、A）B）では理念的意味を背景に、C）では史実 

を背景に建築空間を論じるため、建築空間を看取する人間

の実体的側面は配慮されない点で本研究とは異なる。また

D）では、建築空間を看取する人間の実体的側面に重心を

置くが、人間が受動的に抱く“印象”に注目点が偏向して

おり、本研究のように建築空間に対して主体が自立的に看

取した意味の理解・把握を目指す、という立場とは異なる。 
以上より本研究は、主体の視覚的理解から演繹される建

築空間の実体的意味の論考と位置づけられ、独自性を見る。 
1-3 研究の方法・構成 
 以上より、本研究では以下の手続きで論考を進める。 

まず第２章では、実験心理学的アプローチにより、様々

な配置を与えた同形同大の直方体３体を用い、被験者に“正

面”と判断される眺めを抽出させ、その特性を３体の配置

との関係において分析・論考する。 
続く第３章では、建築群を第三者に伝える使命のもとに

構図選択をおこなったといえる建築写真を題材に、資料も

豊富であり、かつ建築群形成の最小単位である２棟建築の

写真を採り上げ、その構図の共有性を確認し、それらにみ

られる特性を２棟の配置との関係において分析・論考する。 
 第４章では、一望のもとに全棟を視認することが不可能

な建築群に対し、（前章と同様に）この空間を第三者に伝え

る使命のもとに描かれた我が国中世期の古図 15 葉を題材

に、15 葉にみられる描画表現の共通特性を抽出し、その意

味を各棟の配置と眺望点との関係において分析・論考する。 
 第５章では、布教的使命を強く帯びていたと考えられる

我が国飛鳥期建立の古寺４件を題材に、回廊上からの伽藍

眺望の特性を精査し、各特性がどのような棟配置寸法比・

規模に因るのかを分析する。加えて、４古寺が上記の使命

をいかにして具現化したのかの論考をする。 
 続く第６章で、前章までにさまざまな手練手管を経て得

られた建築群に対する眺望行為の特性それぞれを体系づけ、

“建築群空間を視る”という行為の通底的意味を考察する。

この際、各特性はそのままでは一定の座標上に相対化でき

るものではないため、相対化の手立てとして既往の現象

学・知覚心理学等の知見と照合をおこなう。 
 最後に第７章で、各章の分析・論考の結果を要約し、本

研究の結論とする。 

第２章 矩体群への眺めにおける正面性の発現とその要因  
2-1 本章の目的 

本章では、一群の建築物（建築群）を眺望する際の構図

選択の傾向と、その眺望対象たる建築群の平面配置との関

係を考察するために、単純な同形同大の複数矩体を用いた

実験を通じて、視覚と建築配置の相関に関わる基礎的知見

を得ることを目的とする。この際、具体的には、被験者達

に“矩体総体としての正面”と判断される構図を抽出する

ことを求めた。こうした設定の背景として、一般的には“正

面”は建築外観の意匠的情報（たとえば出入り口等）の看

取により、比較的安定して共有されていると考えられるが、

意匠的情報を捨象した状況にこの表現を適用することで、

空間それ自体における“正面”が被験者によって選択され、

“正面”の本質的意味の理解を得ることを意図している。 

2-2 研究の方法 
[2-2-1 実験装置] 

矩体数の設定に関しては、「各矩体の向き」「各間隔」の

組み合わせによる配置のヴァリエーションの生成に加え、

「各矩体の配列」に２次元的ヴァリエーションが与えられ

ることを考慮し、これを満たす最小単位数、３体とした。 
各矩体は D×W×H＝250×250×500mm の表面に凹凸

のない白色とし、これを自由に回転する半径 900mm の円

形テーブルの上に配した。さらに、被験者の着座位置は円

形テーブル中心より 1500mm の位置とし、椅子の高さは身

長差による視点高さの差を解消するべく高さに調節機能を

有するものを採用して、図２-１に示す実験装置により被験

者３０人に、回答の個体差を回避する旨の手順説明書を配

布して実験を行った。なお、３矩体の配置は上記の各矩体

の向き・間隔・配列の組み合わせを考慮して表２-１に示す

配置パタンとし、このうち線対称で重複するもの（表 2-1
中網掛部）を除く全５２パタンを３矩体に与えた。 

[2-2-2 分析方法] 

 本章の目的にしたがって、得られ

た実験結果に対しては３矩体の眺

めの構図に着目して分析をおこな

う。この際、眺めそれ自体の分析に

加えて、３矩体の配置と眺望点の相

対的（平面）位置関係への着目や、

矩体への視線入射角あるいは水平

見込角といった観点に着目しなが

ら、その眺めの特性について分析を 

おこなうこととする。 

表 2-1 3 矩体の配置パタン一覧
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図 2-1 実験装置 

A）建築計画論～人間の営為上の行動・機能を基底に、諸空間

規模、配置をこれとの照合において理解する論考。 
B）構成論～建築を構成する部位の組み合わせを分類・整理し、

そうした表現上の分類意味の、敷地や構造、用途等の建築

が建つ背景的与条件との照合による理解・論考。 
C）歴史論～史実に基づき、各建築が成立した時代・社会背景

等との照合を通じた、建築意匠表現・空間構成の意味（意

図）の理解・論考。（例：作家論） 

D）認知論～認知科学等の知見を援用して、建築の規模・形態

あるいは使用材等が人間の印象にどのような影響を与え

るか、に関する分析・論考。 

表 1-1 既往研究の分類 



図 2-4 中央矩体対称 

図 2-5 ④と⑤が拮抗する例 

2-3 実験結果と分析 

[2-3-1 全体的傾向と分析] 
まず、全５２パタンへの回答に共通して、以下３種の構

図上の特徴が抽出された(表 2-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 また、円形テ－ブル全周 360°を 72 区分した１区分を視

方向と称し、配置パタンごとの選択視方向の度数分布の傾

向を見ると、以下のことがわかった（表 2-3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2-3-2 視方向多極・分散型の配置パタンの分析] 
 以上により「視方向一極集中型」に分類される、残る 19

の配置パタンと、「視方向多極・分散型」に分類される 19

の配置パタンに関しては、上記構図上の特徴①②③のみで

は説明がつかないため両型を更に精査・比較したところ、

以下の特徴を得ようとする指向が抽出された。(表 2-4) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[2-3-3 正面判定のプロセス] 
 上記④～⑧の各指向が正面判定に際してどのように作用

するのか考察をおこなった結果、まず、“正面”判定が分散

する場合では、④～⑧のうちのいずれかを満たす視方向が

複数存在し、互いに拮抗しあい、判断が“ぶれる”と理解

された（例：図 2-5／配置パタンⅡ-C-a）。一方、視方向一

極型に分類されながら、①～③のみでは度数集中が理解で

きなかった１９パタンは、上記④～⑧のうち複数を同時に

満たす特定の視方向が存在するか、これらの指向を満たす

視方向が複数存在したとしても、該当する指向数に偏りが

あるため、より多くの指向を満たす視方向に回答が集中す

ることがわかった（例：図 2-6／配置パタンⅡ-C-h）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
2-4 小結 
[2-4-1 総合考察] 
本章で得た、外観上に本来付着した意匠的情報を捨象し

たうえで発現する建築群の“正面”に関する知見は、純粋

に“空間それ自体の正面”に関わるものといえる。この際、

例えば「中央矩体後退」が示すのは、観賞者と矩体群との

相対的位置関係による、客体と主体のみによって閉じられ、

限定され、位相化された空間の形成を、眺めにおいて獲得

する希求が“正面”判定において働いたと考察できる。 
[2-4-2 本章の結論] 

本章で得られた知見は、以下にまとめられる（表 2-5）。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ３ 章  ２ 棟 建 築 の 写 真 に 見 る 構 図 の 特 性 

3-1 本章の目的 

本章では、前章と同様に一群の建築物を眺望する際の構

図選択の傾向と、その眺望対象たる建築群の平面配置の関

係を考察するために、眺望対象たる建築群を第 3 者に紹介

介・説明する使命への回答として、建築写真を捉え、この

建築写真にみられる構図選択に共通する特性の理解を図る。 

3-2 研究の方法 

[3-2-1 初期条件の設定（プロセス 1）] 
一群をなす最小棟数であること、および、資料の豊富さ

の観点から、２棟による建築群を撮影した建築写真を題材

にし、複数誌において共通した構図が掲載された作品にお

ける写真を分析対象とした。また、眺望を建築群の平面配

置との関係に特化した知見の抽出のため、各建築を単純な

直方体ヴォリュームとして扱うこととした。 

図 2-2 中央矩体後退 図 2-3 ３矩体分離 
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図 2-6 ④と⑤が兼備する例 
 

①中央矩体後退：中央に見える矩体が、その左右に位置する２

矩体の底面の中心を結んだ直線より後退して眺められる構

図が選択される傾向がある（図 2-2）。 
②３矩体分離：矩体間空隙角がいずれも０°より大きくなるよ

うに眺められる構図が選択される傾向がある（図 2-3）。 
③中央矩体対称：中央に見える矩体への視線入射角が、９０°

もしくは４５°近傍となるように眺められる構図が選択さ

れる傾向がある（図 2-4）。 

表 2-2 正面認定構図の基本傾向（判断要素①～③）

④：中央矩体面正対指向：①・②共に満たす視方向領域内（原

理上片方の構図しか満たせない場合は一方を満たす領域内）

で中央に見える矩体への視線入射角を 90°と 45°近傍の両

方の選択できる場合、90°近傍を選択する指向。 
⑤：矩体間空隙角均等指向： ①と②の両方を満たす視方向領

域内（原理上①の構図が成立しない配置パタンでは②の視方

向が成り立つ領域内）において矩体間空隙角が均等となる視

方向がある場合、その視方向を選択する指向。  
⑥：安定構図指向： ④を満足する領域が複数存在する場合、

より広い幅の領域内にある視方向（視方向の多少のずれに対

しても構図が安定する側）を選択する指向。 
⑦：対共有グリッド視線入射角 90°指向： 構図上左右両脇に

眺められる２矩体が互いの各面の方向性を共有（以後、これ

を共有グリッドと呼ぶ）する場合、①と②の両方を満たす視

方向領域内（原理上片方の構図しか満たせない場合は一方を

満たす領域内）から、共有グリッドへの視線入射角 90°と

なる視方向を選択する指向。 
⑧：対共有軸正対指向： 配置の原理上、①の構図が成立し得

ない配置パタンにおいては３矩体が形成する軸線に対し直

角な視線入射角を得る視方向を選択する指向。 

表 2-4 正面認定構図の傾向（判断要素④～⑧）

（１）度数の最大が７以上を獲得したパタンでは、それと離れた

他の視方向に、拮抗するような度数集中がみられない。（以下

該当するパタンを「視方向一極型」と呼ぶ。全 33 パタン。） 

（２）度数の最大が６以下となったパタンでは全体として度数分

布は分散し、一極的集中はみられない。（以下該当するパタン

を「視方向多極・分散型」と呼ぶ。全 19 パタン。） 

（３）「視方向一極集中型」に該当する全配置パタン 33 パタン中

14 パタンでは、上記①②③全て、ないしは①と③、または②と

③を満たす特定の視方向が存在し、ここに度数が集中する。 

表 2-3 回答の度数分布傾向 

１：｢正面｣選択の大まかな判断要素として次の３つが挙げられた。

①中央矩体後退   ②３矩体分離   ③中央矩体対称  
２：１の選択過程においては、①②③全てを満たすか、または①

及び③ないしは、②及び③を満たす領域が選ばれる。 
３：２までに選択された領域から、視点位置を特定する過程にお

いては、さらに以下の判断要素が作用する。 
④中央矩体面正対指向  ⑤矩体間空隙角均等指向  
⑥安定構図指向     ⑦対共有グリッド正対指向  
⑧対共有軸正対指向 

４：人々が特定の構図を「正面」と判断する際、上記２の領域内

において④～⑧の全要素を同時に満たすか、またはいずれか

を満たす視点位置が、矩体配置の原理上ある位置に限定され

る場合、構図の共有化は明瞭に発現する。 
５：４と異なり、矩体配置の原理から位置の特定がされない時、

④～⑧をより多く満たす位置を選択する傾向がある。 
６：５の場合、満たす要素数が同程度の互いに異なる視点位置が

複数存在すると、人々が「正面」と判断する構図は、この複

数の視点位置を候補に分散し、共有化されにくい。 

表 2-5 ２章の結論 



[3-2-2 眺望点分布領域の設定（プロセス２）] 

各写真の撮影位置の同定・分類に先

立ち、ある地点から対象物を意識的に

眺めることを可能とする領域を、視知

覚学の知見を用い設定し（図 3-1）、こ

れを２棟の大小関係（同ヴォリューム

／異ヴォリューム）、各棟の軸の構成の

観点から、考えられる１６の配置パタ

ンに対して施した（表 3-1）。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[3-2-3 配置指数の導入と分布領域の分類（プロセス３）] 

上記（プロセス２）で設定

された領域に対し、眺めにお

いて視認される各建築稜線

に一定のルールの下に数値

を与え、その総和を配置指数

として（図 3-2）、眺望点の分

布領域を、この配置指数の値

にしたがって分類し、分析対

象の建築写真分析の基準と

した（例、図 3-3）。なお、理

論的には、配置指数は４２を

最大値とすることとなる。 

[3-2-4 分析対象の選定（プロセス４）] 

建築写真を多数に共有された構図と捉えるために、写真

による建築紹介が定着した 1970 年以降で、３誌以上で同

一構図が採用された作品１０例に、同条件が２誌以上で採

用された１１例を加えた計 21 件の２棟建築を対象とした。 
3-3 分析結果 

[3-3-1 傾向の概略] 
 全２１例に対する分析結果を概観すると、過半において

配置指数値は３０以上を示し、また全体の傾向として指数

値のより大きい領域からの撮影に偏っていることから、配

置指数は“構図の共有のされやすさ”を示すものと理解さ

れた。また配置指数が４２を示した例を、ア）配置指数最

大型、としたうえで、ア）に分類されなかった各事例を考

察した結果、大別して下の 3 種に分類された（表 3-2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 4 種の型のうち、ア）～ウ）は、獲得し得る配置指

数値が最大となる領域からの構図選択が好まれるという点

において意味を一にしており、一方でエ）はこうした指数

値では説明がつかない構図への指向といえる。（例：図 3-4） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-4 小結 

[3-4-1 本章の結論] 

本章で得られた知見は、以下にまとめられる（表 3-3）。 
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図 3-1 ２棟建築の 
眺望点分布領域例 
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図 3-3 2 棟建築群で観賞者が

得る構図とその配置指数値に

よって分類される領域の例 

 1軸
並行
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表 3-1 2 棟建築の基本配置パタンと眺望点の分布領域 

水平視野角60°

3 3

3

3

2

2

1

1

この構図の配置指数値
は以下の計算から18

3×4+2×2+1×2=18

建築端辺
 

図 3-2 配置指数の数え方 

図 3-4 役割分担型の例：Fisher House; Louis I Kahn 

１：２棟建築群の眺望に関し、視知覚学の援用により各棟の配

置に応じた眺望点の分布領域を示し、さらに、任意の眺望（撮

影）点からの各建築の視認可能な輪郭線（建築端辺）に一定

の条件を与えて数量化し、その総和を配置指数として上記の

領域に適用して、定量的な領域分類を施した。 

２：２棟建築群を撮影した建築写真を題材に、実例 21 例に関し

て、その撮影位置を上記２の領域にプロットした。 

３：上記２の結果、建築写真家が建築を撮影する際に選択する

構図は以下の４種の分類が可能であることがわかった。 

ア）配置指数最大型     イ）敷地条件型 

ウ）擬似３棟型       エ）役割分担型 

４：上記３のうち、ア～ウに分類された事例は、いずれも配置

指数が可能な限り最大なるような位置から撮影しており、こ

の分類に該当した事例は１７例/２１例であることから、建

築写真家が建築を撮影する際には配置指数の値が最大とな

る構図が採用される傾向があることを明らかにした。 

５：配置指数を最大とする構図とは、眺望（撮影）対象の建築

群の、棟数・配置、および形態に関わる情報をより明瞭に把

握しようとする希求への回答であることを示した。 

８：上記３のうち、エに分類された構図は、２棟が同一の形態

であるために、各棟に相互補完的役割を担わせることで、形

態を明瞭に伝え、また１棟に正対した構図とすることで、２

棟の配置関係を明瞭に伝えていることを理解した。 

９：建築写真家が共有しやすい構図を説明するための配置指数

という尺度の有用性を提示した。 

イ)敷地条件型；敷地周辺状況から、配置指数が理論的最大値と

なる領域からの眺望が不可能な事例。一方、限定された選択

肢のなかで最大の指数を得る構図が選択されている。 

ウ)擬似 3 棟型；2 棟に従属した非自立的建築要素（渡り廊下等）

があり、構図選択に影響を与えていると考えられる事例。こ

の要素を仮想ボリュームと見なすと配置指数値は（3 棟型建

築群における）理論的最大値を示す。 

エ)役割分担型; 2 棟の輪郭上の形態的差異がないため、一方は

見付面、他方は見込面というように各々異なる面を捉え、相

互補完的役割分担をさせていると推察される事例。2 棟の質

的差異への認識を優先し配置関係を説明している。 

表 3-２ 構図の共有が発現する建築写真の分類 

表 3-3 ３章の結論 



表 4-2 描画パタン一覧 
第 4 章  描 画 手 法 の 分 類 を 通 じ た 古 図 の 解 釈 

4-1 本章の目的 

本章では、一望のもとに全棟を視認不可能な建築群空間

に対する眺望行為の作法の理解を図る目的のもと、（第３者

に伝える使命のもとに描かれたとされる我が国中世期作画

の）古図を題材に、描画上の共通特性を抽出する。古図を

分析対象とすることは、描画者の表現上の恣意性や技法、

宗教的要請等、純粋な視覚像の表現として扱うには不適切

な背景が懸念されるが、にもかかわらず複数の古図に通底

する表現作法があるとすれば、それは空間を伝える使命に

対する回答、我々の眺望行為の意味の一端を示すものとみ

なすことが可能であると予想される。 

4-2 研究の方法 

[4-2-1 分析対象の設定] 

 各地の社寺の境内を描いたものを総称して社寺境内絵図

と呼び、その制作目的から信仰絵図・経済絵図・建築絵図

に分類される。なかでも敷地と各建築の配置関係を表して

いる建築絵図は古図と呼ばれる。分類に従い、この趣旨が

比較的明瞭な古図１５葉を今回の分析対象とした（表 4-1）。 
 
 
 
 
 
 

 
 [4-2-2 描画手法の分類] 

古図中に描かれた建築の分類のために各建築の描画方法

に着目し、まず遠近法の観点から、A/立面伏図、B/斜投影

図、C/軸測図、の３種を用意した。また、描画視点高さの

観点から、a/俯瞰図、ｂ/仰瞰図、ｃ/仰俯瞰混合図、の 3
分類をし、さらに建築の左右どちらの方向から描かれてい

るかという観点を加味した。これらの観点各々を「描画祖

型」と呼び、これらの組み合わせにより理論上考えられる

18 パタンから、自明的に成立しない A/立面伏図の左右の

描き分けを除く全 15 の「描画パタン」を用意し、古図内

に描かれた各建築の分類の枠組みとした。（表 4-2） 

[4-2-3 描画視点の抽出と各建築の群化] 

描画パタンをもとに各建築が眺められた視点位置を同定

し、同一視点から描かれた建築を群化する。例えば、図 4-1
に示すような描画の場合、建築ア、イ、ウの３棟は同一の

視点から臨まれたとし眺望上の一群として捉えることがで

きる。他方で、建築エはこれら３棟とは別の群に属すると

判断される。加えて、同一の描画パタンが反復される場合

は、視点は一点に収斂しないが、線上の移動を伴う眺望経

験として一群とする。また、群化されない建築については

視点方向のみを同定した単体の建築として扱うこととする。 
[4-2-4 描画視点の照合] 

上記の作業により、まず視点位置が同定された建築群に関

しては、その視点位置を境内空間の信仰的・機能的基点位

置と照合しながら、描画の意図を考察する。また、視点方

向は同定できるものの、視点位置は同定されない建築群に

関しては、互いに異なるこの傾向を示す建築どうしや、近

傍の動線形状、周囲の視点位置同定可能な建築群などとの

関係において、その視点位置の推察をし、同様の作業を経

て視点位置・描画の意図を考察する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-3 分析結果 

[4-3-1 傾向の概略] 

まず、全対象事例に対する分析結果を概観すると、全 15
例中 12 例において、複数棟に共有される視点位置が同定さ

れ、建築の群化がみられた。また、同定された共有視点位

置は、鳥居、門等にあたることから、共有視点位置の発現

とそれに対応する複数の建築の群化は、参拝動線上の基点

の一点からの一望の眺望を示していると推察できる。よっ

て、この描画型を「単視点多棟型」と呼ぶ（図 4-2）。 

また、共有視点位置

の同定はできないも

のの、同一描画パタン

の反復により群化が

見られる事例は対象

事例 15 例全てが該当

した。このような場合、

各棟は対応する１つ

の視点を有している

ため、この描画型を 

遠近法 視点高 視点方向 描画祖型名称 図例 遠近法 視点高 視点方向 描画祖型名称 図例

右（R) 右（R) BcR

左（L) 左（L) BcL

右（R) 右（R) CaR

左（L) 左（L) CaL

右（R) 右（R) CbR

左（L) 左（L) CbL

右（R) BaR 右（R) CcR

左（L) BaL 左（L) CcL

右（R) BbR

左（L) BbL

（A）立面伏図

（B）斜投影図

（B）斜投影図

（C）軸測図

Aa

Ab

Ac

（a）俯瞰図

（b）仰瞰図

（ｃ）仰俯瞰図

（a）俯瞰図

（b）仰瞰図

（ｃ）仰俯瞰図

（a）俯瞰図

（b）仰瞰図

（ｃ）仰俯瞰図

建築ウ視点方向 建築ア視点方向 建築イ視点方向 建築エ視点方向 

建築ア・イ・ウ同一視点位置 

視点方向の同定 

同一視点位置による建築の群化 

建築ウ描画状況
建築ア描画状況

建築イ描画状況
建築エ描画状況

建築ウ 建築ア 建築イ 建築エ

群化 

図 4-1 描画視点位置の同定方法と建築の群化方法 

表 4-1 分析対象古図一覧 
１稲荷神社社頭絵図（12C） ２気比神宮社頭絵図（11C） 
３玉垂宮縁起（12C？）       ４多賀神社社頭絵図（14C） 
５熊野那智神社社頭絵図（13C）  ６丹生山絵図（11C） 
７薬師寺伽藍古図（13C）    ８真清田神社社頭絵図(11C) 
９広瀬神社絵図（16C）        １０竹生島祭禮図（12C） 
１１賀茂別雷神社社頭絵図（12C） 
１２熱田神宮社頭絵図（15C） １３平野神社社頭絵図（11C）

１４忌宮神社社頭絵図（16C？） １５祗園社絵図（12～13C） 

BcR BcL

BcL 

BcL 

図 4-2 単視点多棟型の表現例 
(薬師寺伽藍古図：部分) 
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「単視点単棟型」と呼ぶ。なお、この型に分類された建築

群が現実には東西南北の直交座標系に沿って配置されてい

ることを鑑みると、各々の建築に対応する各視点は同一直

線状に並置していることが理解される。事実、こうした建

築群の近傍には、この群の並びに平行した参拝路がある事

例が多く、かつその位置は描画パタンが示す視点方向に等

しい。つまりこれは、路上での移動を伴いながら経験され

る、継起的視覚体験を示すものと推察できる。 

さらに、基壇部

を正面から、上段

を側方から描くと

いった表現が特に

境内主要建築に適

用された事例が多

く、これを「多視

点単建築型」と呼

ぶ。こうした主要

建築は規模も大き

く、従って様々な

場所から眺望され

たことを考えると、

同一建築に対する

複数の視覚体験を

表現したと推察さ

れる（図 4-3）。 

以上より、古図の描画に際しては、境内の建築を個別に

扱うのではなく、常に全体からある一定の視覚的まとまり

を括り出す体験として描かれていることがわかった。 

4-4 小結 

[4-4-1 本章の結論] 

本章で得られた知見は、以下にまとめられる（表 4-3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 ５ 章  眺 望 分 析 を 通 じ た 古 寺 伽 藍 配 置 の 解 釈 

5-1 本章の目的 

 本章では、仏教伝来直後、我が国飛鳥期建立の古寺伽藍

を対象に、その平面配置の意図を特に回廊からの眺望体験

の分析を通じて解釈することを目的とする。古寺を対象と

する理由は、この空間が一定の思想に基づいて構築された

一団の複数棟による建築群空間であり、回廊に視点位置を

拘束させながら、視覚的問題のみを重視して構想された空

間であるからである。もちろん、この空間が宗教的空間で

ある以上、ある種の宗教的理想空間の構築が第一命題であ

って、これが空間の配置構成上の制約として働いたであろ

うことに疑いの余地は無いため、空間構成の解釈において

これらの影響を無視して論じることに対して慎重な検討を

要することは間違いない。しかし、本章での興味は、こう

した宗教的要請を受けた上で、その理想空間をいかにして

視覚的に具現化したのかという観点にあるのであり、各棟

の配置に関する理念的構成ではなく、より客観的・実体的

な空間解釈をすることを目的とする。 

5-2 研究の方法 

[5-2-1 対象の選定] 

上記目的より、伽藍空間をもっぱら回廊からの眺望対象

として位置づけていた飛鳥期建立の古寺を分析対象とし、

このうち発掘調査により、建立当時の伽藍配置の状況が明

らかとされている、「飛鳥寺」「四天王寺」「川原寺」「薬師

寺」の４寺を具体的な分析対象とした。 

[5-2-2 視点の設定] 

 一般に建築の規模・プロポーションは、躯体位置を示す

通り芯の設定と深く関係している。こうした各建築単独の

形態設定に加え、各棟の配置に関しても同様の通り芯によ

る検討・設定がおこなわれ、特に各棟の棟芯を示す通り芯

は割付芯と呼ばれ、建築群の配置にとって重要な設定行為

に位置づけられる。したがって、本章では、各古寺伽藍平

面の割付芯に着目し、回廊上に位置する割付芯の交点を分

析対象として、ここからの眺望を分析することとする。こ

うした手段によって平面図を分析することにより、各棟の

配置の意味を考察するだけでなく、各棟の規模・プロポー

ションの意味をも考察することとなり、様式的分類を離れ

て、より客観的な分析が可能となると考えられる（図 5-1）。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１：遠近法・視点高・視点方向の観点から、これの組み合わせ

による１５種の描画パタンを用意し、全１５例の古図におい

て描かれている各建築を記譜し分類した。 

２：上記１を受け、複数の建築が示す視点方向が一定の位置に

収束する場合、それら建築を一群ものとみなし“Ａ）単視点

多棟型”とした。また、視点位置は収束しないものの、絵中

で隣接した複数の建築に同一の描画パタンが反復される場

合これらを一群のものとみなし“Ｂ）単視点単棟型”とした。

３：古図に描かれる建築は上記のＡ）Ｂ）いずれかに属するい

くつかの群を形成していることを示した。 

４：古図中に描かれる建築には、上記２のＡ）Ｂ）が併用され

た表現、すなわち“Ｃ）多視点単建築型”に分類されるもの

があり、境内主要建築に多く適用されていることを示した。

５：Ａ）に属する群の場合、これに対応する視点位置は境内の

参拝上の基点に定位し、かつ描画対象となる建築は、境内主

要建築を中心に構成されていることを示した。 

６：Ｂ）に属する群の場合、視点位置は一点に収斂しないもの

の、回廊・参道等の拝観上主要な動線上に偏在するか、空間

を遠望する位置に存在し、かつ描画対象となる建築は、空間

における境内主要建築以外の小建築群か、境内主要建築の上

部大屋根の部分（群）などであることを示した。 

７：Ｃ）に属するのは、様々な位置からの眺望可能な境内主要

建築を中心としており、複数の眺望体験を同時に表現したも

のであることを示した。 

８：Ａ）の描画表現は「各棟の見姿」を、Ｂ）の描画表現は「各

棟の配置」を重視したものであることを理解した。 

９：古図では、「各棟の見姿」と「各棟の配置」を同時に表現し

ようとする意図が存在し、それゆえに“歪んだ”表現となっ

ていることを示した。 

10：以上より、古図では、一望のもとに全体を把握できない空

間に対しては、「視覚的な一定のまとまりをもった群」を複

数括り出しながら、その連係によって全体の把握に至るプロ

セスが表現されていることを示した。 

表 4-3 ４章の結論 
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Ac Ac 

BcL 

Ac 
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Ac 
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BcL BcL 

図 4-3 多視点単棟型の表現例 
(薬師寺伽藍古図：部分)  

図 5-1 飛鳥寺発掘伽藍平面と分析視点プロット図 
～図中の寸法数値は高麗尺を示す。１～１４は視点番号を示す。～ 



[5-2-3 視線の記入と眺望の特徴の抽出] 

上記作業を経て設定された各視点からの眺めを分析する

ために、まず、各建築に向けて視線を記入する。視線は眺

望対象となる建築の見えがかる両端隅部に向けて視点より

描くため、基本的には１棟に対し放射線状の２本が描かれ

ることとなる。しかし、眺めの構図を分析する必要から、

見えがかる全ての隅に対して視線を引くこととし、また、

相異なる“重なり具合”も重要であるため、視線は対象と

なる建築隅で止めずに背後の建築まで延長することとする。    
以上の作業を全視点に施したのち、下記の観点（図 5-2）
に注目しながら各視点からの眺めの記述を４古寺の全視点

に対しておこない、眺めの特徴を整理・分類し、“眺めの型”

を抽出する。これに加え、各点の伽藍配置上の幾何学的特

徴との照合を行い、各棟の規模・プロポーションおよび配

置に関する考察をおこなう。 
 
 
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-3 分析結果 

[5-3-1 概略・型の抽出] 

 まず、４古寺における全視点からの眺望を概観したとこ

ろ、以下の５種の眺望の型を抽出することができた。 
 
 

[5-2-2 視点の設定] 

 

 

 

 

 

 

[5-3-2 考察] 

まず、全古寺に共通して上記のＡの眺望を有する視点が

存在しており、かつ、これとＥとの組み合わせ、いわば“全

棟分離”といった眺めを得る視点が複数点存在することが

わかった。ただし、ＡとＤの組み合わせはみられず、つま

り、静視野を超えて見渡しながらこうした眺めを得ている

ということになる。ちなみに、“全棟分離”は、伽藍全体に

関する“説明的”性質を有しているとも考えられ、これは

一方で眺望者の興味を複数棟へと分散する結果を生むこと

が予想される。伽藍内の建築が、意味的（宗教的）ヒエラ

ルキーを有していることを考えれば、こうした興味の分散

が招く“誤った”ヒエラルキーの付着は、宗教空間として

の意図に反するものと考えられ、こうした理由からもＡと

Ｄの組み合わせは、避けられたと考えることができる。 
 ここで、拝観者が最初に伽藍と対峙したであろう中門に

着目すると、川原寺を除く 3 寺において“全棟分離”の眺

めを得る視点をここに配さず、具体的な１棟への興味の集 

中により、正しいヒエラ

ルキーの看取を促す眺め

を得るよう、各棟が配さ

れた理解できる（図 5-3）。
逆に、川原寺中門に“全

棟分離”の眺めを得る視

点を配したことは、この

空間ではヒエラルキーが

曖昧であること、を示し

ているともいえる（図

5-4）。中門以外では、四

天王寺と川原寺において 
“全棟分離”の眺めを得る視

点では、特定の建築に正対し

た眺めを得る（四天王寺：金

堂、川原寺：中金堂）。金堂

への正対可能な点で両寺共

通であるが、四天王寺では、

Ｃの型が兼備されているた

め、（他の建築を視野外にし

て）金堂のみに集中した眺め

を得るのに対し（図 5-5）、川

原寺ではこうした眺めは得 
られず、興味の分散が予想される。 

総じて、1 棟への眺めの集中の観

点から各寺院を比べると、 
 
 
 

 
といった変化が露呈し、象徴的に扱

われる建築が時代を経るに従って

塔婆から金堂へと移行しているこ

とが理解される。これは、古寺の史

的研究成果と一致し、理念的な配置

様式のみならず、実体的な眺めにお 
いても、崇拝対象の移行を捉えることができたといえる。 
5-4 小結 

[5-4-1 本章の結論] 

本章で得られた知見は、以下にまとめられる（表 5-2）。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ：全棟視認型～伽藍内全ての棟を眺める。 
Ｂ：物理的１棟集中型～物理的に眺望可能な棟を１棟に限定し、これ

に集中した眺めとなる。 
Ｃ：静視野内１棟集中型～複数棟眺められるものの、静視野の範囲に

納まる建築を１棟に限定し、これに集中した眺めとなる。 
Ｄ：各棟分離・静視野内型～眺望可能な全棟の総水平見込角を静視野

内に納め、かつ各棟は分離し各々の形態を明瞭に眺める。 
Ｅ：各棟分離・静視野超型～眺望可能な全棟の総水平視野角は静視野

の範囲を超えるものの、各棟は分離し各々の形態を明瞭に眺める。 １：我が国飛鳥期の 4 件の古寺を対象に、発掘資料を基として

平面図を作成し、各棟および回廊の具体的配置を示す各割付

芯の交点に視点を設定した。 

２：上記１の視点において、眺めにおける眺望可能な棟数、各

棟の水平見込角、各棟間の空隙部の水平見込角、および眺望

可能建築群全体の水平見込角（総水平見込角）を計測し、各

視点の眺望を記述した。 

３：上記２の作業を経て、以下の５種の眺望上の型を抽出した。

Ａ：全棟視認 Ｂ：物理的１棟集中 Ｃ：静視野内１棟集中

Ｄ：各棟分離（静視野内）     Ｅ：各棟分離（静視野超）

４：分析対象４寺に対して、上記３の各特徴がどのような視点

において対応するかを整理し、またこのとき、どの建築を対

象にした眺めとなっているかを整理した。 

５：上記４の作業を踏まえ、仏舎利崇拝から偶像崇拝へと至る

宗教上の崇拝対象の変化を、空間眺望上の具体的変化として

示すとともに、そういった変化の途上における過渡期の存在

を空間眺望上において示した。 

６：各寺院の伽藍空間における各棟および回廊の位置・規模・

形態の寸法設定の根拠の一端を、伽藍空間への眺望の観点か

ら明らかにした。 

７：飛鳥期４古寺の伽藍空間において、各棟の配置・規模・形

態の幾何学的特徴の意味は、上記５と６の相関の中で設定さ

れたものであることを示した。 

表 5-1 ４古寺伽藍におけるの眺望の型 

ａ）各視点から眺められる全建築の水平見込角（例：下図ア点）

ｂ）各棟の水平見込角（棟全体の水平見込角と、出隅部により２

つに区分される場合はその各々の角度）（例：下図イ点） 

ｃ）異なる建築に向けた視線の重なり（例：下図ア点） 

ｄ）重なり合うことなく眺められる建築の棟数 

図 5-2 分析の観点 

図中アの視点は建築 A と B の２

棟が眺められ、全体の水平見込角

はθによって求められる。また、

建築 A の図中右下隅へ向けた視線

と建築 B の左下隅へ向けた視線が

重なっており、結果として、建築

A と建築 B は接続したように眺め

られることが予想される。さらに、

図中イの視点は建築 A の水平見込

み角βを出隅ｐに向けられた視線

によりβ1 およびβ2 の２つに分

けられて眺められることとなる。 

建築 A 
回廊 

ア 

ｐ

イ 

θ 

β 

β1 
β2 

建築 B 

図 5-3 塔婆へ集中した眺め（飛鳥寺）

図 5-4 全棟分離の眺め（川原寺）

図 5-5 金堂へ集中した 
眺め（四天王寺）

「飛鳥寺：塔婆＞金堂」→ 
→「四天王寺：塔婆≧金堂」→  

→「川原寺：塔婆≦≧金堂」→ 
→「薬師寺：金堂＞塔婆」 

表 5-2 ５章の結論 



第６章 空 間 知 覚 に お け る 眺 望 行 為 の 意 味 

6-1 本章の目的 

前章まで、われわれが複数棟からなる建築群を眺望する

際、どのような眺めによって建築群を“視ようと欲する”

のか、その傾向を探るべく、この種の眺望行為にまつわる

いくつか事例を通じて、各々の事例ごとに抽出される眺め

の特徴とその意味を論考してきた。以上の作業を経て、本

章では各章で得られた眺めの特徴の全てを照合し、一定の

考察のもとに体系付けることを目的とする。 
6-2 研究の方法 

先の目的を受け、本章では次のような手順により論考を

進めることとする。まず、前章までに得られたさまざまな

眺めの特徴に対し、各章ごとにその意味内容を考察する。

その後、ひとたび全ての特徴を概観しなおし互いに重なり

合う意味内容を抽出し、眺望行為の意味の体系化を試みる。   
一方で、既往の空間知覚に関する知見の整理をおこない、

上記体系と既往知見との照合をおこないながら、本論にお

いて得た知見の最終的位置づけをおこなう。 

6-3 考察概要 
各章で得られた眺めの特徴の意味を精査した結果、各章

の手練手管を横断する知見として、各々の眺めの特徴は、

以下の３種の衝動を満たす手段であったことが理解された。 
１・眺望対象要素確定の衝動 
２・眺望対象と眺望主体の位相確定の衝動 
３・眺望対象の眺望上のまとまり獲得への衝動 
さらに、各章で得た眺めの特徴が上記衝動を満たすため

果たした具体内容、および既往文献の整理から得た空間知

覚に関する 2 種の型（領域型／場型空間知覚）との相関を

まとめると以下のように記述することができた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-4 小結 
本章で得られた知見は、以下にまとめられる（表 6-2）。 

第７章 結     論 

7-1 本研究の主要な結論 

本研究では、建築群への眺望行為が無限にある眺めの中

から一定の眺めを括り出す作業を介しておこなわれること

をふまえ、括り出される眺めに潜む特徴を、客体たる建築

群の配置との相関において抽出し分析することを通じ、建

築群への眺望行為における原理とその意味を論考してきた。 

 こうした観点から、まず２章では単純な同形同大の３矩

体に様々な配置パタンを与え、実験心理学的アプローチに

より、３矩体総体の“正面の選定”における判断基準の抽

出と意味の分析をおこなった。結果として、“正面”と判定

する眺望における８つの判断要素を抽出し、３矩体の配置

パタンに応じた正面性の発現の構造を理解した。 

続く３章では、第３者に建築群を伝達する手段である建

築写真に着目し、複数誌に掲載された２棟構成による建築

群 21 作品を題材に、構図の共有性とその構図を得る視点位

置を、建築群の配置との関係において分析した。この時、

各建築群の撮影領域は、眺望可能な建築の稜線に一定の数

値を与えた結果示される、配置指数の導入により定量的に

分類され、結果としてこの指数最大化への指向の共有化が、

構図の共有現象の発現を引き起こしていることを示した。 

 ４章では、一望のもとに眺めることが不可能な建築群空

間における眺望行為の作法の解釈へと論考を広げることを

目的として、我が国中世期に描かれた古図 15 葉を題材に、

複数に通底する描画手法の抽出とその意味の分析をおこな

った。結果として、こういった空間では、３種の型からな

る「一定の視覚的まとまりを有した一群」を全体からいく

つか括り出し全体の理解に至る、というプロセスが描画さ

れたものとして、古図の特徴の一端を解読した。 

続く５章では、我が国飛鳥期建立の古寺の伽藍平面図を

題材として、回廊上からの眺望の特徴の分析を通じ、伽藍

における各棟の具体的（配置・規模）寸法比の根拠を解読

することを試みた。結果として、５種の眺望における特徴

が抽出され、この５種の組み合わせによって、回廊上の参

拝基点での眺望が意図的に操作されていることを示し、伽

藍配置の具体的寸法比の根拠の一端を明らかにした。 

最後に６章では、前章までに得られた各々の眺望上の特

徴の意味を再考察し、各章を横断して存在する意味内容の

抽出を通じて、われわれが建築群を眺望する際に働く３種

の衝動の存在を確認した。一方で、ここまでに得た知見を

もとに既往知見の概観をおこない、空間の知覚における

「Ａ・領域型」「Ｂ・場型」の２種の“型”を抽出し、こう

して理解された既往知見の枠組みと、本研究で得た知見と

を重ねあわせる作業を通じ、建築群眺望行為の原理的体系

の一端を理解するに至った。 

表 6-2 ６章の結論 
１：各章で得た建築群眺望行為における眺めの特徴の意味を精

査し、各々の眺めの特徴が、視覚的に何を獲得しようとする

衝動に応じたものなのかを考察した。 

２：上記 1 を受け、各章の事例を横断する衝動の抽出を行い、

その衝動を満たす具体的手段との対応関係を整理するとと

もに、各章でえられた眺めの特徴との対応を整理した。 

３：空間知覚における先行研究の分析により、位相知覚に関し

て、次の２種の図式を抽出し、各々の意味を理解した。 

Ａ・領域型／主体を原点とした位相の確立の衝動への回答 

Ｂ・場型 ／客体の配置の特徴への従属による 

位相確立の衝動への回答

４：上記２および３の知見を総合し、建築群眺望行為において、

われわれが抱く衝動、衝動を満たす手段、具体例の相関を示

し、建築群眺望行為の原理の一端を示した。 

１・眺望対象要素確定の衝動   
（各要素が重なり合わないように視ようとする衝動） 

 
[手段 a]－眺望要素数の把握 

：３矩体分離（２章） ：配置指数最大（３章） 
：敷地条件型（３章） ：擬似３棟型（３章） 
：全棟視認＋各棟分離・静視野超（５章） 
：全棟視認＋各棟分離・静視野内（５章） 

[手段ｂ]－眺望要素形態の把握 
：３矩体分離（２章） ：配置指数最大（３章） 
：敷地条件型（３章） ：擬似３棟型（３章） 
：全棟視認＋各棟分離・静視野超（５章） 
：全棟視認＋各棟分離・静視野内（５章） 

 
２・眺望対象と眺望主体の位相確定の衝動   

（客体と主体との安定した相対的位置関係を看取しようとする衝動） 
 
[手段ｃ]－位相の枠組みの創造  

：中央矩体後退（２章） ：単視点多棟型（４章） 
[手段ｂ]－客体位相枠組みへの従属 

：対共有グリッド正対（２章） 
：対共有軸正対（２章） 
：多視点多棟・単視点単棟型（４章） 

[手段ｄ]－中核建築の看取と相貌視 
：中央矩体対称（２章） ：中央矩体面正対（２章） 
：役割分担型（３章）  ：多視点単建築型（４章） 
：静視野内１棟集中（５章） ：物理的１棟集中（５章） 

 
３・眺望対象の眺望上のまとまり獲得への衝動   

（眺望対象を図として視ようとする衝動） 
 
[手段 e]－中核建築の看取と相貌視 

：中央矩体対称（２章） ：中央矩体面正対（２章） 
：役割分担型（３章） ：多視点単建築型（４章） 
：静視野内１棟集中（５章） ：物理的１棟集中（５章） 

[手段 f]－構図のゲシュタルト質の獲得 
：矩体間空隙角均等（２章） ：安定構図指向（２章） 
：静視野内１棟集中（５章） ：物理的１棟集中（５章） 

既往知見における「領域型空間知覚」

の具体化 

既往知見における 
「場型空間知覚」 
の具体化 

表 6-1 各章で得た眺めの特徴の意味構造 


