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1. はじめに 

1.1 背景・目的 
 

「山アテ」とは街路の軸線方向に周辺の山を向けて道路配置する街路設計技法のこと

であり，この手法を用いた街路は日本各地で見られる．山アテの対象としては，全国

的に有名な富士山や愛宕山，筑波山などから各地の山々まで多様で，場合によっては

山以外に城の天守閣や海などへ向けた道路計画もある．この山アテ道路の特徴として

道路や沿道の建物・街路樹が山を焦点とする一点消失することがあげられる．この景

観は「百年前の技術者からの贈り物」と表現されるほど美しい． 

江戸のまちには複数の街路や堀割から，富士山や筑波山・江戸城等へのビスタ景観

が得られた．これらが計画的に狙いを持って生まれたものなのか，自然地形に沿って

街路をつくる過程で，偶発的に生じたものなのかは様々な議論があるが結果として美

しい道路景観が形成された．このような山アテ道路の中には，富士見街道，富士見坂

などといった名称として現在まで残っているものもある．本町通りや駿河通りは富士

山に，中央通りや銀座通りは筑波山へアテられていることが知られている． 北海道

には明治政府によって計画的につくられた格子道路が多い．これらの中には，山アテ

道路を基準に格子道路を整備した地区がある．山アテの対象となっている山は必ずし

も羊蹄山といった全国ブランドの著名な山ばかりでなく，ローカルで地域でしか知ら

れていないその地域の小さい山へ向かう直線道路も多い．山アテ道路の形成背景とし

て考えられる要因のひとつに，現在ほど測量技術が進んでいなかった当時は，山アテ

が最も容易な測量方法であったことが考えられる．建設当時から景観計画の技法とし

て意図されていたのかどうかは定かではないが，当時から絵画や浮世絵などにも頻繁

に描かれていることからも良好な景観として認知されていたことがうかがえる．  

 本研究で対象とする筑波山は女体山と男体山からなる双子山であり，古くから「西

の富士，東の筑波」と称され，その姿の美しさは広く認知されている（図 1-1）．現在

も日本百名山・日本百景のひとつに挙げられ，筑波山への山アテ道路の一つであるつ

くば道は日本の道百選となっている．このような背景を持つ山アテ道路であるが，現

在は山アテを意図して道路がつくられることは非常に尐なく，山アテ道路比率の相対

的減尐が考えられる．また，沿道建物の高層化や街路樹の成長によって過去に山アテ

であったが，現在では山アテだと現地で確認不能な道路もあるだろう．一方で，道路

線形の関係から山アテに偶然なる道路も尐なくない．そこでこのような偶然を考慮し

ながら，山アテとなる道路がどの程度存在したのかを地域や時代間で数値で比較する．

そして，「山アテ」道路の量が増加したのか減尐したのか，場所によって異なるのか，

さらに偶然ではなく意図されたのかどうかを検証する． 

 本研究では沿道建物越しに山頂が見える場合に山アテと呼ぶ．本研究の目的は，地

域の道路の山アテ割合が統計的に有意に多いか尐ないかを検出する手法を開発し応

用することにある．筑波山への山アテを考え周辺地域の道路位置，線形，幅員，地形

高低差などの地理情報データを用いて分析する．その際，積分幾何学の主要知見であ

るクロフトンの第 1，第 2定理を活用する． 
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1.2 山アテ道路 
１）筑波山周辺 

 筑波山は女体山（877ｍ）と男体山（870ｍ）からなる双子山であり見る方向によっ

て様々な山姿を見せる．「西の富士，東の筑波」などと頻繁に比較対象に用いられる

富士山を含め，多くの山はどちらの方向から見ても見え方に大きな変化はない． 

本研究では，筑波山周辺 8市（つくば市・土浦市・かすみがうら市・石岡市・桜川

市・筑西市・下妻市・常総市）を対象とし地域間比較を行う．つくば市では，茨城県

では導入数が 4だけとの尐ない景観法に基づく景観計画が既に実施されており，その

内容では筑波山への眺望保護に触れている．他の筑波山周辺市でも，土浦市，桜川市，

常総市が景観計画策定を予定・検討中である．石岡市では独自の景観基本計画を実施

している．このように，周辺地域では筑波山を意識した景観計画が盛んである．  

 

 

図 1-1 筑波山への山アテ道路（つくば市北条 2010.11 撮影） 
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２）江戸 
 清水ら（2009）によると，江戸のまちには複数の街路や堀割から，富士山や筑波山・

江戸城等へのビスタ景観が得られた．これらが計画的に狙いを持って生まれたものな

のか，自然地形に沿って街路をつくる過程で，偶発的に生じたものなのかは様々な議

論があるが結果として美しい道路景観が形成されている． 

このようにしてつくられた山アテ道路の中には，現在も富士見街道，富士見坂，江

戸見坂などといった名称として現在まで残っているものもある．本町通りや駿河通り

は富士山に，現在の中央通りや銀座通りは筑波山へアテられている． 

当時の絵画や浮世絵には江戸の山アテ道路からの富士山や筑波山が多く描かれて

いる．例えば，浮世絵で有名な歌川広重が江戸の景色を描いた連作浮世絵集『名所江

戸百景』（全 118作品）に多くの筑波山が登場している．「西の富士，東の筑波」と言

われるように富士山も多く描かれている．全 118 作品中，筑波山は 11 作品，富士山

は 19作品にある（図 1-2）．『する賀てふ』では現在の三越本店と三井本館の間の通り

を富士山への山アテ道路として描いている．これらの浮世絵は，見えている景色を忠

実に再現しているわけではなく近景と遠景の極端な切り取り方や，俯瞰・鳥瞰などの

技法を駆使して視点を移動させているため，見えるはずのない場所から山があらわれ

ていることもある．それほどに，山アテ道路の景観が好まれていたともいえる．  

 

 

図 1-2 『名所江戸百景』における筑波山と富士山が描かれた場所 
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３）北海道 
 北海道の道路は明治政府によって計画的につくられた格子道路が多い．これらの中

には，山アテ道路を基準に格子道路を整備した地区がある．こういった格子道路では

基準となった山アテ道路が一線や零号という名前で現存していることもある．山アテ

の対象となっている山は必ずしも羊蹄山といった著名な山ばかりでなく小さい山へ

向かう道路も多い（図 1-3，図 1-4，図 1-5）． 

 一方で，函館などでは明治政府が入る以前から人が住んでいたために，格子道路の

軸による山アテがみられない． 

 

 

図 1-3 羊蹄山への山アテ道路 （北海道 2010.12 撮影） 

 

図 1-4 海別岳への山アテ道路 （北海道 2011.8 撮影） 
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図 1-5 斜里岳への山アテ道路 （北海道 2011.8 撮影） 

 

図 1-6 美瑛岳への山アテ道路 （北海道 2011.8 撮影） 
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図 1-7 石山への山アテ道路（北海道 2011.8 撮影） 

 

図 1-8 妙見山への山アテ道路（北海道 2011.8 撮影） 
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4）佐賀 

 

 

図 1-9 琴路岳への山アテ道路（佐賀県 2011.9.18 撮影） 

 

図 1-10 唐泉山への山アテ道路（佐賀県 20119.18 撮影） 
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2. 山アテ道路の判別方法 

2.1 計測方法 
 

古くに建設された道路では都市化や郊外化等の影響により，沿道に建物や看板など

の構造物，街路樹などが配置されている．現場の調査だけでは道路設計段階で，「山

アテ」かどうか不明である．そこで，地理情報データを用いて道路を分割し各部分が

山アテかどうかを道路沿道の構造物によって「遮蔽」されるかどうかで判別する．ま

た，道路軸線が山頂に向くか向かないかという厳格な線引きでは，道路位置や幅員な

どの正確な情報を必要とするが，過去のものについては，その収集は現実的に困難で

ある．本研究の判別方法でも道路軸線と山頂との空間的関係が影響するため，本研究

では山アテを広めに定義し，沿道建物越しに山頂が見える場合でも山アテと呼ぶ． 

本節では，山アテ道路の判別基準を述べる．山から道路へ垂線をおろし道路との接

点を極座標で測定する．動径を p，角度をθとする（図 2-1）．θは山から東を基準に

反時計回りを正とする．（p≧0，－π<θ≦π） 

動径 pの大きさによって道路部分が山アテかどうかを判別できる．完全な山アテの

場合は山から道路に対して垂線をおろすことはできないために p=0 となる．道路が完

全な山アテから外れていくに従って動径 pが大きくなっていく． 

図 2-1 計測方法 
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2.2 垂直角度θ 
 

 筑波山の場合は，南側のつくば市からは左側に男体山，右側に女体山が見える（図

2-2）．東側の筑西市や下妻市などから見ると手前側に男体山が奥側に女体山が見えた

り，男体山だけしか見えない場所などがある．北側の桜川市から見るとつくば市から

見たときとは反対に左側に女体山，右側に男体山が見える．見方によっては女体山の

左にもう一つ別の山のが見えることもある（図 2-3 右上）．東側の石岡市から見ると

手前に女体山が見えて，その後ろに尐しだけ男体山を見ることができる（図 2-3右下）．

このように，多様に変化する山姿を楽しめる点は他の山には尐ない筑波山ならではの

特長である．このような点が 877m しか標高がないにもかかわらず昔から広く親しま

れ，日本百名山や日本百景にも選出される要因のひとつではないかと考える． 

 道路と筑波山の位置関係を示す垂線角度θはこの特長を表す．筑波山から真東を基

準として角度を測っているため，東：θ=0，北：θ=π/2，西：θ=π，南：θ=－π

/2 となる．θを測定することでその道路から見た筑波山の姿を推定することができ

る．θのとる範囲が広い都市ほど多様な筑波山の景観を楽しむことができ，θの値域

が狭い都市はその都市内のどこから見てもあまり変化のない筑波山しか見ることが

できない． 

 

 

図 2-2 男体山と女体山（つくば市北条 2010.11 撮影） 
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図 2-3 様々な方向からの筑波山 

（左上：つくば市 右上：桜川市 左下：つくば市 右下：石岡市 2010.12撮影） 

 

 筑波山の景観は地域によって異なり，このことは，道路標識やロゴなどにも表れて

いる．つくば市にある標識などには図 2-4 のようにつくば市側から見た左に男体山，

右に女体山のある筑波山の姿が描かれている．一方，筑波山を東側から見る石岡市の

標識に描かれている筑波山は石岡市から見える男体山中心の筑波山となっている． 

 

 

図 2-4 道路標識に描かれた筑波山 

（左：つくば市 2010.11 撮影  右：石岡市 2010.11 撮影） 
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2.3 垂線の長さ p 
 

 動径 pによってその道路が山アテ道路かどうかを判別する．完全な山アテ道路とな

ると山から道路に対して垂線を引くことはできないために垂線長さ p=0となる．道路

が山アテ道路から外れていくに従って動径は長くなっていく． 

山アテ道路の判別方法として垂線長さを用いた理由として以下の 2点を挙げる． 

 

①山に対する道路の位置を表す 2種類のデータを反映できる． 

図 2-5の点 Cで道路を計測する場合を考える．山の位置を A，山から道路へおろし

た垂線の足を Bとする．このとき垂線長さ（線分 AB）は山に対する道路の角度（∠C）

と直線距離 ACを用いて以下のように表すことができる． 

 

 CsinACAB  (3.1) 

 

つまり垂線長さは，山に対する道路の角度の変化を反映することができると同時に，

直線距離の変化も反映することができる．山に対する道路の角度だけで判別してしま

うと同じ角度の平行な道路であればどれだけ遠くにあっても同じ程度の山アテ度合

いと判別されてしまう．また，直線距離だけで判別してしまうと，山に対する道路の

角度という山アテ道路の本質を考慮できない．この例として図 2-6 に判別が難しい道

路の事例を示す． 

 

 

図 2-5 垂線長さ p 
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図 2-6 垂線長さ p の違い 

  

 

②山頂への眺望を阻害する建物高さが求められる 

 ①で示したように垂線長さ pは山に対する道路の角度と直線距離を反映できるため

に，山頂への眺望を阻害する建物高さの算出へ活用できる．道路から山頂を見たとき

に眺望を遮らない最大建物高さは図 2-7の様に図示される．この建物高さは図 2-8の

三角形の相似の関係より以下の式で表される． 

 
 

p

G-HD
h   (3.2) 

この式によって道路幅員や視点場（道路）の標高などを考慮した，正確な眺望を遮

らない沿道建物最大高さを求めることができる．一直線の道路の場合，どの位置であ

っても垂線長さpは等しくなるために標高と幅員の変化がない限りどの地点でも最大

建物高さは等しくなる．また，この高さは建物の高さだけではなく，眺望を阻害する

街路樹や電柱の高さなどを考えるときにも使える． 
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図 2-7 沿道建物高さ 

  

 

 

図 2-8 断面図 

 

 容易に想像できることではあるが， 垂線長さ p=0 となる完全な山アテ道路のとき

は，山から遠く離れた道路であっても沿道建物高さが無限大になるために，どんなに

高い建物が建っても山頂が見えることとなる． 

式（3.2）より沿道建物高さ h は，道路幅員 D に比例し，垂線長さ p に反比例する

ことが分かる．つくば市内から女体山を見る場合を考え，山頂標高 H=877，道路標高

G=20として幅員 D を 2～10mまで変化させたときの建物高さ hと垂線長さ pの関係を

表したグラフが図 2-9 である．p>5 のあたりでは幅員に限らずとも沿道に一階建て

(h=3m)あっても建物が建つと山頂を見ることはできなくなる．幅員 D=10 として，沿

道に一階建ての建物が建ったときの垂線長さ p≒5 となる．そこで本研究では垂線長

さ p≦5の道路を山アテ道路とする． 

 

垂線長さ

道路幅員

道路標高

：建物高さ

山頂標高

:p

:D

:G

h
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図 2-9 眺望を遮らない沿道建物最大高さ（Ｈ=877，h=20 のとき） 

  



17 

 

2.4 p-θ平面図 
 

都市内の道路をこれまで述べてきた垂線長さ pと垂線角度θで計測する．実際の道

路は切れ目なく連続して続いており，カーブなどもある．そこで道路を 100mごとに

分割して，細分化された 100mの道路を直線ととらえる．この 100m に分割された道路

ひとつひとつの pとθを計測する．直接道路へ垂線が引けない場合は，道路の延長線

上へ垂線を引いて計測する．こうして計測された各道路の pとθを，縦軸にθ（-π

＜θ≦π），横軸に p（p≧0）とした平面図上に落としていく． 

図 2-10はつくば市の幅員 5.5m以上の全道路を 100m分割して計測した結果を p-θ

平面上へプロットした図である．赤い点が垂線長さ p≦5の山アテ道路であり，灰色

の点が p>5の山アテではない道路である．図 2-10のようにある都市内の道路を pと

θで計測した結果をプロットした図を p-θ平面図と呼ぶこととする． 

  

 

 

図 2-10 つくば市 p-θ平面図 
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図 2-10の p-θ平面図にプロットされたつくば市の道路を実際の地図で示す（図

2-11）．ここでも p≦5 の山アテ道路は赤く示されており，この図からも垂線長さ p≦5

の道路は，山へ向かっていることが分かる． 

 

図 2-11 つくば市山アテ道路 
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3. モデル分析 

3.1 放射状道路 
 

都市内の道路を p-θ平面図で表したときのプロットのされ方について，円形都市の

モデルを使って明らかにする．つまり，モデル都市を通して，道路の平面表示の意義

を探るのである．山を原点として円形都市の中心との距離を X，都市の半径をＲとす

る．この都市内を通る道路を放射状・環状・格子状と変化させた場合の p-θ平面図の

変化を見ていく． 

 

図 3-1 円形モデル都市 

  

 

放射状道路の場合は，図 3-2のように山と垂線の足，円形都市の中心を 3点とする

三角形ができるので，この三角形より， 

  cosXp  (3.1) 

 

となる．よって，放射状道路は p-θ平面上で表すと，コサインカーブ上にプロットさ

れる（図 3-3）． 

θの範囲は，Xや R の値によらず山から円形都市の方向を中心に幅πとなる． 

pは最大値が Xとなるので，円形都市が山から遠くなると山アテ道路が減尐してい

く．一方で Rには影響を受けない． 
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図 3-2 放射状道路 

  

 

図 3-3 放射状道路グラフ 
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3.2 環状道路 
 

 環状道路の場合は，道路を 100m ごとの直線に細分化したとき，反対側に平行な道

路が存在する．つまり，同じθの値をもった 2種類の垂線が存在することとなる．図

3-4，図 3-5 より同じθを持つ２つの垂線長さは放射状道路の場合をもとに，以下の

式で示される． 

 RcosXp １  (3.2) 

 RcosXp ２  (3.3) 

 

図 3-4 環状道路 1 

 

図 3-5 環状道路 2 
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 山と円形都市の位置関係が X>Rとなる図 3-6のような場合について考える．このと

き，p2は垂線の角度をθで測定すると p2<0となってしまいｐ≧0の条件に反してしま

う．そこで式(3.4)のように角度をθ-πとして計測することで p≧0 の条件をまもる

ことができる． 

 環状道路のグラフは図 3-7 の様になり，放射状道路道路のグラフを横軸方向に-R，

+Rした 2本の曲線で表される． 

0RcosX  のとき   0RcosX   （3.4） 

 

図 3-6 環状道路 3 

 

図 3-7 環状道路グラフ 
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3.3 格子道路 
 

格子道路は，1 区画の間隔を G として，円形都市の中心を通る環状道路から n 本目

の道路の pを求めると，図 3-8より以下の式であらわせる． 

 nGcosXp   (3.5) 

 

式（3.2），(3.3)，(3.5)を比較すると格子道路は，ｎG を半径とする環状道路の一

部と考えることができる． 

 

 

 

図 3-8 格子道路 
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4. 実証分析 

4.1 筑波山周辺自治体 
 

 円形都市モデルを筑波山周辺の 8市町村にあてはめて p-θ平面図を推定する．この

とき各市の領域の重心を円の中心とする．重心と筑波山との距離が Xとなる．山から

真東に都市がある場合のみを考えていたために，これまではどの場合でも p はθ=0

で最大値となっていた．しかし実際に筑波山周辺自治体に当てはめると pが最大値を

とるθの値は自治体ごとに異なる．そこで p が最大値をとるときのθ=αとすると，

筑波山から見た各市町村の重心の方向がαとなる．  

 円の半径 Rは各市と同じ面積を持つ円の半径とする．つまり，市の面積を Sとする

と以下の式で Rがもとめられる． 

 



S

R  (4.1) 

 これらの 3 つの変数 X，R，αを自治体ごとに求めて p-θ平面図を推定した結果が

図 4-1 である．青い曲線が p1，赤い曲線が p2となる．点は図 2-10 で示したように，

実際の市内を通る幅員 5.5m以上の道路を 100mごとに分割して pとθを計測した結果

である．  

本研究で用いている各データは表 4－1 を使用している．本研究では多くの分析を

GIS を用いて行っているが，1883 年と 1972 年の道路データは GIS で扱うことのでき

るデジタルデータがなかったために，紙の地図を入手し GISへとりこみ，手作業で道

路データをつくっている．また，2002 年につくば市へ編入した茎崎町は 1883年・1972

年共に地図を入手できなかったために分析対象から除外している．  

 

表 4-1 分析使用データ 

1883年道路データ 
地図で見るつくば市の変遷 

第一軍管地方二万分一迅速測圖原圖復刻版 

1972年道路データ 
地図で見るつくば市の変遷 

二万五千分一地形図 

2002年道路データ 
数値地図 25000 

2002年 12月 1日発行 

標高データ 
数値地図 50mメッシュ標高データ 

2001年 5月 1日発行 
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図 4-1 円近似による p-θ平面図の推定 
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図 4-2 筑波山周辺自治体円近似 

  

 

 この近似円内を一様にランダムな道路が通った場合の山アテ割合と実際の道路網

で計測した山アテ割合を比較する． 

 ランダムな道路の山アテ割合は p-θ平面図の p≦5 の領域と p>5 の領域の面積比か

ら求めている． 

 図 4-3に示すように，かすみがうら市・桜川市ではランダムより多くの山アテ道路

が存在していることが分かる．特にかすみがうら市の山アテ割合は，ランダムな道路

のときと比較して+6%と 8 市の中で最も差が大きかった．かすみがうら市・桜川市以

外の自治体の道路はランダムな場合よりも山アテ道路が尐ないということが分かっ

た． 

 また，山アテ割合は，石岡市が最も多く，常総市が最も尐なかった．円形都市モデ

ルで示した結果と同様に，筑波山から遠い自治体ほど山アテ道路が尐ない傾向にある．

ところが，かすみがうら市に限っては，今回分析した 8市町村の中では筑波山から比

較的遠くにあるにもかかわらず 20％以上の山アテ道路が存在している． 
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図 4-3 ランダムな道路との比較 
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4.2 クロフトンの第一定理 
 

クロフトンの第 1定理は，ランダムな直線が凸閉曲線と交わる量を周長やエンドレ

スバンドの長さとで説明する公式である 6)．クロフトンの第 2定理はランダムな直線

が凸領域をよぎる時の長さの期待値を凸領域の周長と面積とで表現する公式である 6）．

道路総延長を交差点数で推定する式に利用されている 7)8)．このようにこれらクロフ

トンの定理はランダムな直線の場合について，対象地域の面積や長さだけで，道路総

延長を単純に計算できる． 

都市を円で近似することで円形都市内を一様にランダムな道路が通った場合の山

アテ割合は，前節の様に p-θ平面図の面積を計算することで求められる．しかし，都

市の形状が円でない場合は図 4-1の様に円で近似しても計算結果に誤差が生じてしま

うため現実の都市の場合に適用するには好ましくない．そこで任意の形状であっても

適用可能な方法としてクロフトンの第一定理を用いる． 

クロフトンの第一定理は，腰塚（1976・2009）にある「凸閉曲線に交わる直線の集

合の測度はこの凸閉曲線の長さに等しい」という性質を利用している．つまり，凸領

域があるとその周長がその領域を通る直線の測度を示していることとなる．もし，図

4-4の都市のように対象とする領域が凸領域でなくてもその領域の凸包をとることで

クロフトンの定理を用いることができる．この定理を山アテ割合の算出に活用する． 

まず，山アテ道路の通る筑波山を中心とした半径 5kmの円を領域 C1，分析対象とし

ている都市の凸包をとった凸領域を領域 C2とする．この 2つの閉曲線に糸をかけ一つ

は交差するもの，もう一つは交差しないものとし，これらの 2つの糸を縮めて図 5-4，

図 4-5のようにする．交差する糸によって生じる二つの領域のうち筑波山側を領域 D1，

都市側を領域Ｄ2とする．交差しない糸によって生じる領域を領域Ｄ12とする． 

ここで，D1，D2，D12の周長を L(D1)，L(D2)，L(D12)とする．L(D1)，L(D2)，L(D12)に

よってそれぞれの領域内を通る直線の測度が分かる．各領域を通る直線を「D1のみを

通る直線」，「D2のみを通る直線」，「D1・D2両方を通る直線」の 3つに分類すると表 5-1

のようになる．この表から L( D1 )+L(D2)-L( D1 2)が D1・D2両方を通る直線の測度を表

すことが分かる．D1・D2両方を通る直線とはつまり，都市を通る道路のうち山アテ道

路となる道路のことである． 

 

都市内を通る全ての道路の測度が L(C2)によって，山アテ道路の測度

L( D1 )+L(D2)-L( D1 2)によって求まるので山アテ割合は以下の式で表すことができる． 

 

 

図 4-4 クロフトンの第一定理 1 
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図 4-5 クロフトンの第一定理 2 

   2CL都市内を通る全道路量  (4.2) 

      122 DL-DLDL  １テ道路量ランダムな道路の山ア  (4.3) 

 
     

 2

122

CL

DL-DLDL 
 １テ割合ランダムな道路の山ア  (4.4) 

 

表 4-2 クロフトンの第一定理 1 

 L( D1 )  L(D2)  L( D1 2)  L( D1 )+L(D2)-L( D1 2)  

D1のみを通る直線  ○   ○  

D2のみを通る直線   ○ ○    

D1・D2両方を通る直線  ○   ○   ○ ○ 

 

 

 また，山と都市の距離が近いとき，図 4-6 のように領域 C1と領域 C2の一部分が重

なる場合がある．このとき，2種類の糸のかけ方のうち領域 C1と領域 C2の間で交差す

る糸のかけ方ができないので式(4.4)では求めることができない．このように領域 C1

と領域 C2の一部分が重なる場合は，以下の式でランダムな道路の山アテ割合を求める． 

 

 

図 4-6 クロフトンの第一定理 3 
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  2CL都市内を通る全道路量  (4.5) 

      122 DL-CLCL  １テ道路量ランダムな道路の山ア  (4.6) 

 
     

 2

122

CL

DL-CLCL 
 １テ割合ランダムな道路の山ア  (4.7) 

 

 

表 4-3 クロフトンの第一定理 2 

 L( C1 )  L(C2)  L( D12)  L( C1 )+L(C2)-L( D12)  

C1のみを通る直線  ○   ○  

C2のみを通る直線   ○ ○    

C1・C2両方を通る直線  ○   ○   ○ ○ 

 

 

また，図 4-7 のように領域 C1が領域 C2内に完全に入ってしまう場合もある．こう

なると， 2種類の糸のかけ方のうち交差させる方だけではなく，交差させない方のか

け方もできなくなる．このような場合は，以下の式でランダムな道路の山アテ割合を

求める． 

 

 

図 4-7 クロフトンの第一定理 4 

 

  2CL都市内を通る全道路量  (4.8) 

  １テ道路量ランダムな道路の山ア CL  (4.9) 

 
 
 2CL

CL １テ割合ランダムな道路の山ア   (4.10) 
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4.3 年代比較（つくば市） 
 

つくば市内の道路を年代別で比較する．分析している道路は 1883 年・1972年・2002

年の 3時代の道路で，幅員 5.5m以上の道路を対象としている（1883 年の道路に限っ

ては使用した迅速図に幅員のデータがなかったために正確な幅員は不明．よって，文

献[17]より幅員 5.5ｍ以上と同程度の幅員みられる県道・里道・村道を選択．）．2002

年につくば市に編入した茎崎町の道路は 1883 年と 1972年からは除外している． 

 つくば市の道路網は研究学園都市の開発前後で大きく変わっている．最も古い 1883

年の道路は現在の主要な国道や大通りもまだほとんどなく，地図を見ただけでも北部

を中心に山アテ道路が多いように思われる．地形図では道路が幅員ごとに分類してあ

るが，1883年の迅速図での道路の分類は国道・県道・里道・村道・騎小径・徒小径と

幅員のよる分類ではない．図 4-8 に示している道路は県道・里道・村道のみである．

当時つくば市内に国道は存在しなかった． 

 1972年は，1960年代から始まった研究学園都市建設の真っただ中で現在の道路網

に大きく近づいている．東大通り・西大通り・土浦学園線など主要な道路もまだ全線

開通しておらず，一部分しかない．研究所などのつくば市への移転が始まっており，

この翌年に筑波大学が開学している． 

 2002年には，1972 年の道路網をもとに建設途中だった大通りも完成して，つくば

センター周辺の道路密度が高くなっている．2002年の道路は現在の道路とほぼ一致し

ているが研究学園駅周辺の道路が完成していないことが分かる． 

 
 

図 4-8 つくば市の道路変遷 

 

 これら 3 時代の道路の山アテ割合の変化を比較すると，1883 年が 35％，1972 年が

28％，2002 年が 25％と次第に減尐してきていることが分かった（図 4-9）．つくば市

内に一様でランダムな道路が通った場合に山アテ道路が生じる割合は，クロフトンの
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第一定理を用いて算出すると 31％となる．この 31%を超えているのは 1883 年の 35%

のみでこれ以降はランダムな場合よりも尐ない割合となっている． 

このことから，つくば市内各地で行われた筑波研究学園都市の建設に伴って新設さ

れた道路はそれまでにつくられた道路より，筑波山への山アテや道路からの筑波山の

可視性を意図して計画されなかったのではないかと考えられる． 
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図 4-9 つくば市の山アテ割合 

 

 つくば市内の道路の山アテ割合が減尐してきていることを明らかになった．また，

1983年以降，一様にランダムな道路の場合の山アテ割合を下回ってきていることも分

かった．そこで，つくば市内でもこの傾向が顕著に表れている地域と，そうではない

地域や異なる傾向を持つ地域などがあるのではないかと考え，つくば市の旧市町村ご

とに分割して山アテ割合の 3時代推移とクロフトンの第一定理より求めたランダムな

場合の山アテ割合との比較を行った（図 4-10，図 4-11）． 

 モデル分析で提示した結果からも明らかなように筑波山から離れた地域ほど山ア

テ割合が低い． 

 年代別の山アテ割合の推移を見てみるとつくば市全体と同様に減尐傾向にある地

域は筑波山に近い筑波町・大穂町・豊里町の 3 地域である．1883 年と 2002 年の山ア

テ割合の減尐幅をみると，筑波町が-3％，大穂町が-11％，豊里町が-6％となってい

る．大穂町の減尐幅が最も大きい．その中でも筑波町のみは，山アテ割合は減尐して

きているが現在でもランダムな場合より高い山アテ割合で推移している．大穂町・豊

里町は，1883年当時はランダムな道路の場合の山アテ割合と同じくらいの山アテ割合

だったが 1972 年・2002 年はこれを下回っている．昔は筑波山の位置を意識して山ア

テ道路が多くつくられてきたが，新しい道路では筑波山を意識することが無くなった

ためだと考えられる． 

桜村・谷部町はクロフトンの第一定理より求めたランダムな道路の場合の山アテ割

合近くで上下しているがほぼ安定している．この 2地域は時代の経過と山アテ割合も

変化に関係性は薄いと考えられる． 
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図 4-10 つくば市旧市町村 
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図 4-11 つくば市旧市町村山アテ割合
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4.4 筑波山周辺自治体 
 

 筑波山周辺の 8 自治体の 2002 年の道路を対象に山アテ道路の分析を行う．ここで

もより詳しく分析を行うためにつくば市で行った時と同様に合併以前の 22 旧自治体

の行政界ごとに行う． 

 図 4-12は 22旧自治体ごとの山アテ割合を示している．ここでもつくば市の場合と

同様に筑波山に近い自治体の山アテ割合が高い傾向にあることが分かるが，関城町と

下館市のように筑波山からの距離がほぼ同じで，隣接している自治体であっても山ア

テ割合が 20%以上異なる地域も存在する． 

 

図 4-12 筑波山周辺山アテ割合 

 

 クロフトンの第一定理よりランダムな道路の場合の山アテ割合を自治体ごとに求

め，実際の山アテ割合との比較をすることで山アテ割合差を求める（図 4-13）．と関

城町が+21.0%と最も差が大きく，次は霞ヶ浦町の+16.5％となった．反対に差が小さ

かったのは，石下町の-13.4%が最も小さく，大穂町の-12.5%が続く．全体的には図 4-14

かわも分かるように，ランダムな場合より実際の山アテ割合の方が高かった自治体が

8自治体，低かった自治体が 14自治体となった．  
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図 4-13 筑波山周辺山アテ割合 
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図 4-14 旧市町村山アテ割合比較 
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4.5 検定方法 
 

 実際の道路より求めた山アテ割合がランダムな道路の場合の山アテ割合より高い

場合でも，それだけで意図的に山アテ道路が多くつくられているとは言いきれない．

そこで，山アテ道路がランダムの場合より多く存在しているのかどうかを二項検定を

用いて検証する．この検定で有意に山アテ道路が多いと出ればその道路網は，山アテ

を意図して道路がつくられている可能性があるといえる． 

 

 以下が検定に用いた変数 

値

テ割合ランダムな道路の山ア

山アテ割合

全道路数

山アテ道路数

z:z

:q

:
n

x

:n

:x

 

帰無仮説Ｈ0を実際の道路網から求められる山アテ割合 x/nはランダムな道路の

山アテ割合 qと等しい，対立仮説Ｈ1を実際の道路網から求められる山アテ割合

x/nはランダムな道路の山アテ割合 qより大きいとして片側検定する． 

検定の結果，帰無仮説Ｈ0が棄却されるつまり，対立仮説Ｈ1が採択されると，有

意に山アテ道路が多いといえる．反対に，帰無仮説Ｈ0が棄却されず採択されると，

有意に山アテ道路が多いとはいえないということとなる． 

帰無仮説 
n

x
q:H0   

(4.11) 

対立仮説 
n

x
q:H1   

 

Ｚ値 
 q-1nq

nqx
z

－
  (4.12) 
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4.6 クロフトンの第二定理 
 

実際の道路は連続して続いており，検定を行うときの１サンプル数を決める必要が

ある．実際の道路の p とθを計測するときは 100m ごとに分割して計測している．つ

まり，1サンプルは長さ 100mの線分である．（図 4-15左）一方で，比較対象のランダ

ムな道路はクロフトンの第一定理によって求めているので都市内を貫通する直線と

なり，1サンプルの長さの考え方に違いがある．（図 4-15右） 

 

 

図 4-15 1サンプル長さ 

  

 

 これまでの分析では，全道路に占める山アテ道路の割合を扱ってきたために 1サン

プルの大きさの違いは問題ではなかったが，検定を行う場合はサンプル数が検定結果

に影響するためにクロフトンの第二定理を用いて統一させる． 

凸領域をよぎる直線の領域内での長さを k とする．ランダムに直線が通ったとき k

の期待値は，凸領域の周長をＬ，面積をＳを用いて以下の式で表せる（図 4-16）． 

 

クロフトンの第二定理  
L

S
kE


  （4.18） 
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図 4-16 クロフトンの第二定理 

  

 

 クロフトンの第二定理を実際に実際の都市に用いる．例として，つくば市で計算す

る．つくば市の領域は凸領域ではないのでまず凸包をとる．そして，この凸包でクロ

フトンの第二定理より E(k)を計算する．そうすると，図 4-17 の赤い線の部分のよう

に凸包と実際のつくば市の領域の間に誤差が生じてしまう．そのために，凸包には入

っているが実際のつくば市の領域には入らない部分も個別に凸包をとり同様の方法

で長さの期待値を求めて差し引く．このようにして 1 サンプルの長さを決めている． 

 

図 4-17 クロフトンの第二定理の適用（つくば市） 

  



40 

 

4.7 検定結果 
 

 表 4-4は，つくば市の旧自治体の 3時代での道路網の検定の検定結果を示す．最も

Ｚ値の大きい 1883年の筑波町であってもこの仮説Ｈ0を棄却して，山アテ道路が有意

に多く存在したとするためには，最低でも有意水準α=0.24 としなくてはならない．

これは第一種の過誤をおかす確率が 24%と比較的高くなってしまう．結果として，あ

る程度信頼できる有意水準で帰無仮説Ｈ0 を棄却できる道路はなく，5 地区 3 時代の

全 15 パターンの中で有意に山アテ道路が多く存在したといえる道路はないというこ

とが分かった． 

表 4-4 つくば市検定結果 

 

山アテ 

道路数 
全道路数 

山アテ割合 

(%) 

ランダム 

(%) 

差 

(%) 
z 値 

有意 

確率 

x n x/ｎ p 
x/ｎ

-p 
z 

筑波町 

1883 19.7  30.5  64.6  58.4  6.2  0.69  0.24  

1972 6.0  9.5  62.8  58.4  4.4  0.28  0.39  

2002 15.2  24.8  61.5  58.4  3.1  0.32  0.38  

大穂町 

1883 13.5  39.4  34.4  35.3  -1.0  -0.12   

1972 1.8  6.0  30.7  35.3  -4.6  -0.24   

2002 7.7  34.0  22.8  35.3  -12.5  -1.53   

豊里町 

1883 32.6  154.9  21.0  22.9  -1.8  -0.54   

1972 7.2  45.2  15.9  22.9  -7.0  -1.12   

2002 24.6  160.4  15.4  22.9  -7.5  -2.27   

桜村 

1883 16.9  101.3  16.7  16.7  0.1  0.02  0.49  

1972 6.4  33.3  19.3  16.7  2.7  0.42  0.34  

2002 18.6  115.3  16.1  16.7  -0.5  -0.15   

谷田部町 

1883 7.9  52.1  15.3  16.9  -1.7  -0.32   

1972 2.5  18.2  14.0  16.9  -3.0  -0.34   

2002 11.1  66.2  16.8  16.9  -0.1  -0.03   

※網掛けは z<0で有意水準αによらず棄却されることのないもの． 
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次に，2002 年の筑波山周辺 8 市の道路を，旧行政界の 22 市町村に分割して検定を

行った結果を表 4-5及び図 4-18に示す．z 値が正となるのは 22 市町村のうち 8市町

村有り， 有意水準 90%で検定すると関城町と霞ヶ浦町が棄却され，有意に山アテ道

路が多く存在したといえる（両町は，有意水準 95%でも棄却される．）． 

 有意水準をまで下げて 70%で検定すると，協和町と八郷町も棄却されるようになる． 

 

表 4-5 周辺自治体検定結果 

 

山アテ 

道路数 
全道路数 

山アテ割合 

(%) 

ランダム 

(%) 

差 

(%) 
z 値 

有

意 

確

率 x n x/ｎ p x/ｎ-p z 

筑波町 15.2  24.8  61.5  58.4  3.1  0.32  0.38  

大穂町 7.7  34.0  22.8  35.3  -12.5  -1.53   

豊里町 24.6  160.4  15.4  22.9  -7.5  -2.27   

桜村 18.6  115.3  16.1  16.7  -0.5  -0.15   

谷田部町 11.1  66.2  16.8  16.9  -0.1  -0.03   

土浦市 5.0  48.9  10.3  17.6  -7.3  -1.33   

新治村 5.8  22.4  26.1  29.1  -3.0  -0.32   

千代田町 5.7  28.6  19.9  26.3  -6.4  -0.78   

霞ヶ浦町 3.3  12.0  27.6  11.1  16.5  1.83  0.03  

八郷町 12.4  24.3  51.0  44.3  6.8  0.67  0.25  

石岡市 15.3  63.8  24.0  21.9  2.1  0.40  0.35  

大和村 12.7  37.0  34.2  33.7  0.5  0.06  0.47  

真壁町 13.1  20.9  62.6  64.3  -1.7  -0.16   

岩瀬町 11.3  51.4  22.0  23.7  -1.8  -0.30   

関城町 27.3  75.6  36.1  15.2  21.0  5.08  0.00  

下館市 7.8  70.0  11.2  21.3  -10.1  -2.06   

明野町 19.6  40.8  48.1  54.2  -6.1  -0.78   

協和町 6.5  26.4  24.6  19.8  4.7  0.61  0.27  

下妻市 20.3  77.9  26.1  24.9  1.2  0.24  0.41  

千代川村 5.6  38.9  14.5  20.2  -5.7  -0.89   

石下町 4.8  81.6  5.9  19.4  -13.4  -3.07   

水海道市 6.5  53.2  12.3  12.4  -0.1  -0.03   

※網掛けは Z<0で有意水準αによらず棄却されることのないもの． 
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図 4-18 筑波山周辺自治体の z 値 
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5. おわりに 
 

 古来より日本各地に存在する山アテ道路は現在の都市においても，山へのビスタ景

観を演出する貴重な要素と考える．そこで山アテ道路かどうかを判断する指標を，山

の可視性に影響を及ぼす山から道路へひいた動径としている．この指標を用いること

で対象地域内の山アテ道路量・山アテ割合を定量的に示した．本研究の対象としてい

る筑波山は双子山であり眺める方角によって様々な山姿を楽しめる．そこで垂線の角

度を測ることで都市ごとに見え方の多様性を示した． 

 円形都市のモデルを使って，山と都市の位置関係や規模の違いによって山アテ道路

へどのような影響があるのかを明らかにした． 

 また，クロフトンの第一定理を用いて都市内を一様にランダムな道路が通った場合

の山アテ割合を求めたことによって，山アテ道路の多寡をはかる基準を設けた． 

 ランダムな場合と山アテ割合の比較を行うだけではなく検定を行い，z 値を求める

ことでどの程度の有意水準でランダムな道路と異なっているのかを明らかにして，山

アテ道路を意図してつくられていると言える可能性のある地域を明らかにした． 
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Examination of Comfortable Roadscape by Historical Revival 
-Analysis of Yama-Ate through Crofton’s Theorems- 

 
Yoshiaki OHSAWA and Kenji TAKAMORI 

Institute of Policy and Planning Sciences, University of Tsukuba 
 
 

Yama-ate is Japanese traditional technique of urban planning that places a road toward the 
axis of the street for the highest mountain of the region.  This technique has been introduced in 
many regions, for example, many roads of Edo City in the Tokunaga period, and the new straight 
roads of Hokkaido Area in Meiji era. 

The purpose of this paper is to analyze statistically whether the road network pattern around 
the Mt. Tsukuba in Ibaraki Prefecture has used the technique of Yama-ate.  Mt. Tsukuba is very 
beautiful so many regional landscape planning such as Tsukuba City, Tsuchiura City, Ishioka 
City, Sakuragawa City consider this mountain as the main landmark.   From practically point 
of view, we use the geographical information data of this region such as the location of the 
mountain and the roads.  From theoretical point of view, we make use of Crofton’s theorems 
which are fundamental formula in the geometrical probability and integral geometry.  

First, we have revealed that the number of roads of Yama-ate has been decreasing in 
Tsukuba City through 1883, 1972 and 2002 of GIS data.  Second, we have compared eight 
cities (Tsukuba, Tsuchiura, Sakuragawa, Ishioka, Kasumigaura, Joso, Shimotsuma, Chikusei) 
around Mt. Tsukuba by the number of roads of Yama-ate. Third we have showed that a lot of 
roads of Yama-ate significantly existed as the area that is near to Mt. Tsukuba by comparing the 
actual number of Yama-ate with the number of Yama-ate where the roads are constructional 
randomly by use of Crofton’s theorems. The main contribution of this work is to show the 
quantitative procedure to statistically check whether the road networks are significantly 
Yama-Ate. 
 
 
KEYWORDS:  roadscape, alignment to mountains, landscape planning, random line, 
Crofton’s theorem, Mt. Tsukuba, proportion of street 
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「山アテ」とは街路の軸線方向に周辺の山を

向けて道路配置する街路設計技法のことであ

り，この手法を用いた街路は日本各地で見ら

れる．山アテの対象としては，全国的に有名

な富士山や愛宕山，筑波山などから各地の山

々まで多様で，場合によっては山以外に城の

天守閣や海などへ向けた道路計画もある．こ

の山アテ道路の特徴として道路や沿道の建物

・街路樹が山を焦点とする一点消失すること

があげられる．この景観は「百年前の技術者

からの贈り物」と表現されるほど美しい．江

戸のまちでは複数の街路や堀割から，富士山

や筑波山・江戸城等へのビスタ景観が得られ

た．これらが計画的に狙いを持って生まれた

ものなのか，自然地形に沿って街路をつくる

過程で偶発的に生じたものなのかは様々な議

論があるが，富士見街道，富士見坂などとい

った名称として現在まで残っているものもあ

る．さらに， 北海道には明治政府によって計

画的につくられた格子状道路が多く，山アテ

道路を基準に格子状道路を整備した地区があ

る． 

本研究で対象とする筑波山は女体山と男体

山からなる双子山であり，古くから「西の富

士，東の筑波」と称され，その姿の美しさは

広く認知されている．現在も日本百名山・日

本百景のひとつに挙げられ，筑波山への山ア

テ道路の一つであるつくば道は日本の道百選

となっている．このような背景を持つ山アテ

道路であるが，現在は山アテを意図して道路

がつくられることは非常に少なく，山アテ道

路比率の相対的減少が考えられる．また，沿

道建物の高層化や街路樹の成長によって過去

に山アテであったが，現在では山アテだと現

地で確認不能な道路もあるだろう．一方で，

道路線形の関係から山アテに偶然なる道路も

少なくない．そこでこのような偶然を考慮し

ながら，山アテとなる道路がどの程度存在し

たのかを地域や時代間で数値で比較する． 
 

そして，「山アテ」道路の量が増加したのか

減少したのか，場所によって異なるのか，さ

らに偶然ではなく意図されたのかどうかを検

証する． 

 本研究では沿道建物越しに山頂が見える場

合に山アテと呼ぶ．本研究の目的は，地域の

道路の山アテ割合が統計的に有意に多いか少

ないかを検出する手法を開発し応用すること

にある．筑波山への山アテを考え周辺地域の

道路位置，線形，幅員，地形高低差などの地

理情報データを用いて分析する．その際，積

分幾何学の主要知見であるCroftonの第1，第2

定理を活用する． 
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