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1．はじめに 

1.1 研究の背景と目的 

都市景観シミュレータとして Google Earth の有用性は高い．３次元都市モデルを Google Earth の仮

想空間に構築し，歴史的な町並みを表示するといった既往研究もある．かつては，都市景観のシミュレ

ーションには，高機能なパソコンと高価なソフトウェアを必要とした．しかし，Google Earth は無償の

ソフトウェアであり，一般的な低価格のパソコンでこうしたシミュレーションを行うことができれば，

近年の景観意識の高まりを反映した景観検討を一般化することが可能になる． 

しかしながら，Google Earth における３次元データの互換性は一方向であり，その操作性は必ずしも

高いとは言えない．そこで，本研究では，Google Earth を用いた景観シミュレーションの有用性を検討

することで，その問題点と課題を明らかにする．そして，入手が容易になった地図情報と GIS ソフト等

を活用することにより，実用的な景観シミュレータの構築方法を探る．さらに，CIM データとの連携を

視野に入れた検討を行う． 

本研究は、景観シミュレータとしての Google Earth の有用性を検証し，その問題点と課題を明らか

にする．その上で，基盤地図情報，オープンソース GIS，”SketchUp”等を活用した，実用的な景観シ

ミュレータ構築のためのデータ活用方法を提案する．本研究では，一般的な利用が想定される 10 万円

以下のデスクトップパソコンを使用し，高価格なソフトウェアを用いず，フリーウェアやオフィスソフ

トにより景観シミュレータを構築することを目指す． 

 

1.2 研究の方法 

(1) Google Earth 7 を景観検討ツールとして利活用する方法を，事例都市における仮想の土木構造物を

対象として検討し，その問題点と課題を明らかにする． 

(2) (1)により得られた課題を解決するための方策を，以下の視点から検討する． 

① 国土地理院が無償で提供する基盤地図情報を活用して，建物データ，地形データ，座標データ等

を取得する． 

② オープンソース GIS（QGIS･PostGIS）を活用して，①のデータより３次元都市モデルを構築す

るためのデータ整備方法を検討する． 

③ 地形データ（DEM データ）による地形表現の精緻化方法を検討する． 

④ ３次元都市モデルのモデリング方法（プログラミング方法）を検討する． 

⑤ ３次元都市モデルの可視化ツール並びにモデリングツールとして，“SketchUp”の活用方法を検

討する． 

⑥ ３次元都市モデルへの CIM データの取込方法（連携方法）を検討する． 

(3) Google Earth 7 に代替する景観検討システム構築のためのデータ活用方法と，３次元都市モデルの

モデリングツール（プロトタイプ）を提案する． 
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2．研究成果の概要 

2.1 本システムで実現できること 

(1) 本研究の成果 

本研究が提案する３次元都市モデルの製作システムは，Google Earth と同様の３次元都市モデル（箱

モデルの建物 3D 表示）を，基盤地図情報のデータを使用して，フリーウェアの GIS ソフト，データベ

ースソフト，プログラミング言語により建物モデルと地形モデルを作成し，フリーウェアの 3DCG ソフ

トで閲覧することができるものである． 

 

表 2.1 本システムと Google Earth の比較 

 

 本システム Google Earth 

建物表現 箱モデル 
傾斜屋根モデル 

箱モデル＋立体写真モデル 1) 

地形表現 標高 5ｍメッシュ，標高 10ｍメッシュの

精度で３角メッシュにより再現 
必ずしも正確とは言えない 2) 

製作時間 約８時間 3) なし（表示したい場所（地名，建物名）

を入力するだけ） 
操

作

性 

鳥瞰ビュー 良い（全方向，地下に視点を設定可能） 良い（広範囲） 

地上ビュー 良い／ウォークスルー可能 （視点高の

任意設定可能，衝突検知機能） 
良い（視点高は 2ｍ固定） 

 
1) 立体写真モデルは，Google Earth のユーザが主に「Google Building Maker」を用いてビルのモデリングとテクスチ

ャの張り付けを行って作成した 3D モデルである．このサービスは 2009 年 10 月より提供されたが，2013 年 6 月に終了

した． 
2) 「海抜 0ｍ以下のデータは取得できないが，野辺山駅（標高 1,347ｍ）は正しい標高が取得できた」という Blog があ

る．しかし，豊平川の堤防高，高水敷にマウスカーソルを当てた時に右下に表示される標高は必ずしも正しい標高を表さ

なかった． 
3) 国土地理院のサイトでの基盤地図情報のデータのダウンロードから，“SketchUp”による３次元都市モデルの表示ま

でに要した時間．東西約 1.7km，南北約 1.2km，建物数約 5,300 件の対象地区の場合である． も作業時間を要したの

は，GIS ソフトで建物の属性データを編集するところであった． 

 

(2) 本システムが要する費用 

① パソコン 

 10 万円以下のパソコンで問題ない．例えば，HP 社で以下のスペックで約 8.1 万円 

・Windows8.1(64bit)   ・インテル HD グラフィックス 

・インテル Core i3-4160 プロセッサー ・DVD スーパーマルチドライブ 

・メモリ４GB（８GB 推奨）  ・19.5 型 非光沢モニター 

・500GB HDD 

② 表計算ソフト（Excel など） 

 オフィスソフトとして一般的に購入されるものであり，本システムのために購入されるものではない． 

・Office Personal 2013 ¥32,184（税込） 

 プリインストールされているパソコンを購入するという選択も考えられる． 

・Kingsoft Office 2013 Personal ¥3,579 

③ その他のフリー・ソフトウェア 

 インターネットからダウンロード 
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(3) 本システムが要求する技術（スキル） 

① インターネットを利用できる 

 ・国土地理院のウェブサイトにアクセスして，基盤地図情報のデータをダウンロードできる． 

 ・同様に，基盤地図情報の閲覧ソフトをダウンロードできる． 

 ・フリー・ソフトウェアをダウンロードして，インストールすることができる． 

② 基盤地図情報の閲覧ソフト（ビューア）を使える． 

 ・基盤地図情報のデータを読み込んで表示できる． 

 ・基盤地図情報を Shape ファイルで書き出す操作ができる． 

③ GIS ソフトを使用できる． 

 ・Shape ファイルを読み込んで表示できる． 

 ・建物属性（階数※1，屋根形状のコード番号）を入力できる． 

 ・CSV ファイルをレイヤーに読み込んで，これを用いてレイヤーを結合する操作ができる． 

 ・地図データをテキストファイル形式で保存する操作ができる． 

※1 建物階数は住宅地図より取得する．なお，住宅地図の購入には費用が発生する．例えば，冊子（B4 版）を購入す

る他に，図書館でコピーする，コンビニエンスストアのプリントサービス（300 円／枚）を利用するなどがある． 

④ 表計算ソフト（Excel など）を使用できる． 

 ・テキストファイルを読み込む操作ができる． 

 ・行の削除，列の削除ができる． 

 ・CSV ファイル形式で保存する操作ができる． 

⑤ データベースを利用できる．（中級以上※2） 

 ・PostgreSQL をインストールし，pgAdminⅢを使用できる． 

・「Post GIS Shapefile and DBF loader 2」を使って，Shape ファイル（dbf ファイル）を読み込む

操作ができる． 

 ・「SQL(Query)」を使って，クエリーファイルを読み込み，クエリーを実行することができる． 

※2 PostGIS を理解し，利用できるためにはパソコン初心者のスキルでは難しいと考えられる．その場合，建物の地

盤高さ（標高）を得る別の方法を採用する．（“SketchUp”のプラグインを使用する．） 

⑥ プログラム言語を利用できる． 

 ・R 言語を利用※3できる． 

※3 プログラムファイルを開き，データ・ファイルを読み込み，実行ボタンをクリックするという一連の操作を指す． 

⑦ SketchUp を利用できる． 

 ・３次元データ・ファイル（地形＋建物）を読み込むことができる． 

 ・地形形状に空中写真※4をマッピングする操作ができる． 

 ・マウス操作で視点を移動することができる． 

※4 空中写真を購入する場合には費用が発生する． 
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2.2 本システムの全体構成 

① QGIS による GIS データの整備 

1. 「基盤地図情報（国土地理院）」のデータ（「建築物の外周線」と「標高 10ｍ（5ｍ）メッシュ」）

を Shape ファイルに変換し，QGIS に読み込む． 

2. 建物データに属性情報を付加する（データ件数が多い場合は，Excel で属性情報を追加した CSV

ファイルを読み込ませる方法を採る）． 

3. PostgreSQL（無償データベース言語）により，建物座標データに該当する地盤高さデータを標高

10ｍ（5ｍ）メッシュデータから平均値を計算して読み込む． 

4. 建物属性・地盤高データを付加した地図データ・ファイルを「GeoJSON」形式で出力する． 

② R 言語による３次元化（モデリング） 

1. RStudio に GeoJSON ファイルを読み込み，頂点座標と地盤高データにより３次元化し，建物モデ

ルを COLLADA ファイルで出力する． 

2. 10ｍ（5ｍ）メッシュデータより，３角メッシュによる地形モデル（サーフェイス・モデル）を作

成し，COLLADA ファイルで出力する． 

③ SketchUp による３次元都市モデルの作成 

1. 建物モデルと地形モデルを SketchUp に読み込み，位置合わせして３次元都市モデルを完成する． 

2. 3DCAD で作成した構造物モデルを SketchUp に読み込み，景観シミュレーションを行う． 

 

 図 2.1 に本システムの全体構成を示す．本システムの特徴は，統合された高機能なアプリケーション・

ソフトウェアを使用するのではなく，個々のソフトウェアの機能を連携させていることである．さらに，

Excel を除きフリーウェアで構成されており，無償で利用できる基盤地図情報を活用するところに有用

性がある． 

図 2.1 ３次元都市モデル構築システムの全体構成 
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3．GoogleEarth と本システムの比較検証 

3.1 GoogleEarth による景観シミュレーション 

(1) Google Earth による景観シミュレーションの方法 

① SketchUp による構造物のモデリング 

・“SketchUp”は無償の 3DCG ソフトウェアであり，インターネットに接続する環境があれば誰でも

容易に入手できる． 

・BIM，CIM の予備設計段階の概形モデルの利用が考えられる．この場合，メジャーな 3DCG ソフ

トウェア（3ds Max／Autodesk 社）のファイル形式.3ds で読み込むことを前提とする． 

※ 図 3.1 は札幌市内の豊平川に掛かる南 19 条大橋を斜張橋で架け替えると想定して“SketchUp”で作成したモデ

ルである． 

 

図 3.1 南 19 条大橋の架け替え案モデル 
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② Google Earth へのモデルの取り込み 

 1. “Google Earth”から対象地区の空中写真を“SketchUp”に読み込む． 

 「ファイル」メニューの「ジオロケーション」－「場所を追加」により対象地区を指定する． 

 2. “SketchUp”で構造物と空中写真の位置合わせを行う． 

 「ファイル」メニューの「インポート」により構造物（モデル）のファイルを読み込む． 

 3. 構造物モデルを“Google Earth”に読み込むと正確に配置される． 

 「ファイル」メニューの「Google Earth でプレビュー」により“Google Earth”で表示される． 

 

図 3.2 南 19 条大橋の架け替えモデルを Google Earth で表示 
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③ Google Earth による景観シミュレーション 

1. 現地で撮影した写真に“SketchUp”等で制作した構造物モデルを，画像処理ソフトウェア

（“Photoshop”など）で合成（フォト・モンタージュ）する． 

2. 写真と同じ視点場，アングルに“Google Earth”の画面を調整する． 

3. 合成写真（フォト・モンタージュ）と“Google Earth”の画面を比較する． 

 

写真 3.1 南 19 条大橋西取付部本線上より東向き（合成写真） 

 

図 3.3 南 19 条大橋西取付部本線上より東向き(Google Earth） 

 

斜張橋の主塔 

斜張橋の主塔 

道路勾配が表現

されていない 
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写真 3.2 南 19 条大橋西端堤防上より東向き南面（合成写真） 

 

 

図 3.4 南 19 条大橋西端堤防上より東向き南面(Google Earth） 

  
  

堤防法面の勾配や高

水敷との高低差が表

現されていない 

写真と同じ画角や視

野に設定できない 
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(2) 景観シミュレーション・ツールとしての Google Earth 

〔長所〕 

・“Google Earth”の機能を活用した景観シミュレーションを簡単な操作で行うことができる． 

マウスホイールで「拡大縮小」，マウスホイールを押しながらドラッグで「回転」，左クリックしな

がらドラッグで「パン」といった操作ができる． 

・上空からの視点（鳥瞰ビュー）においては自由度の高い視野の設定が行える．また，高度に関して

はほぼ制限がない．さらに，視点を地上に近づけると「地面レベルのビュー」に切り替わる． 

・「建物の 3D 表示」の機能により建物群の全体ボリュームを捉えることができる．さらに一部の建物

は立体写真モデルによりリアリティ高く表現される．  

〔短所〕 

① 地形の高低差が正確に表現されないと共に，視点高さが 2.0ｍに固定されている．（景観検討では

視点高さを 1.5ｍ程度に設定することが一般的である．） 

② カメラの画角等（視野角・視距離）の調整ができないため，現況写真と同じアングルにすること

が困難である． 

③ 「建物の 3D 表示」を詳細にみると，建物が衛星写真の画像と一致していない個所がある． 

 

図 3.5 GoogleEarth における鳥瞰ビュー 

 

  

斜張橋 
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 “Google Earth”には前述のような短所があるため，“Google Earth”を景観シミュレーション・ツ

ールとして利用するうえで以下の問題が生じる． 

1) 近景においては，視点場と構造物（対象物）との距離が近いため，構造物や周囲の状況が詳細に把

握できる．しかし，Google Earth では地形の高低差が正確に表現されないため，地形の不正確さも

詳細に把握されることとなる． 

 

図 3.6 GoogleEarth における近景の地形形状の再現状況 

 

 

2) 景観検討では視点高さを 1.5ｍ（日本人の目線の高さは成人男子が 1,500mm，成人女子が 1,400mm

とされている）とすることが一般的だが，“Google Earth”では「地面レベルのビュー」における

視点高さが 2.0ｍに固定されており変更できない．このため，“Google Earth”は景観シミュレーシ

ョンを行うためのツールとしての要件を欠いていると言わざるを得ない． 
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3) 中・遠景においては，視点場の標高や視点場近くの建物等の地盤高の誤差は，中・遠景の見え方に

大きな影響を与える． 

 計算上，視点場の１ｍの標高の誤差は，100ｍ先の視対象（構造物等）の眺め（見え方）が，10

ｍ先にある近景建築物等の影響を受けて 10ｍ変化することになる． 

 

図 3.7 中・遠景に近景の建築物が与える影響の再現状況 

 

 

図 3.8 中・遠景に近景の建築物が与える影響の理論的計算 
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4) “Google Earth”には，視点（カメラ）の画角や視野を設定する機能がない．このため現場写真

（合成写真）との直接的な比較は困難である．景観シミュレーションを行うツールとしては，画角

や視野の設定の自由度が高いことが望まれる．“Google Earth”を簡易的な景観シミュレータ（ビ

ューワ）として使用することは可能だが，詳細な景観検討を行うための景観シミュレーション・ツ

ールとして採用するには機能が不足していると言える． 

 

5) “Google Earth”では，「建物の 3D 表示」の機能により建物群を立体的に表現できる．しかし，

建物が衛星写真の画像と一致していない個所がある．これは衛星写真の撮影時期と建物データの整

備時期が一致していないためである． 

 図 3.9 の場合，画像取得日は 2014 年 10 月 7 日であるが，建物（Gray Buildings）は 2008 年と

なっており，「ZENRIN」と著作権表示されている．「ZENRIN」（ゼンリン）とは国内 大手の地

図情報会社であり，住宅地図でよく知られている． 

 “Google Earth”では建物データに「ゼンリン」の住宅地図を用いているが，衛星写真の撮影時

期とズレがあるため，画像と建物の 3D 表示が一致していない個所がある．この場合，Google Earth

の機能により正確でない建物を右クリックして「建物を隠す」ことが可能である．しかし，建物の

移動や修正はできない． 

 こうした正確でない建物が近景や中景に存在する場合は，建物モデルの修正が必要である．しか

し，“Google Earth”は建物モデルを修正する機能がないため，景観シミュレーション・ツールと

しては機能が不足している．さらに，民間の地図会社が制作したデータを建設業務の一環として景

観シミュレーションに用いることは適切であると言い難い． 

 

図 3.9 Google Earth における衛星写真と建物モデルの相違 
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3.2 本システムによる景観シミュレーションの優位性 

(1) GoogleEarth と３次元都市モデルとの比較 

 南 19 条大橋西取付部については，“Google Earth”では高低差の無い平坦な表現となっているが，本

システムで作成し“SketchUp”で描画した 3DCG では取付部から橋上に向かって登り勾配のあること

が表現されている． 

 

図 3.10 南 19 条大橋西取付部本線上より東向き(Google Earth） 

 
 

図 3.11 南 19 条大橋西取付部本線上より東向き（SketchUp） 

 

地上からのビュー 

 視点高 2ｍ 

眼高（視点高）1.5ｍ 

焦点距離 38mm 

道路勾配が表現

されている 
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 南 19 条大橋西端堤防上より東向き南面の描写については，“Google Earth”では堤防上端から高水敷，

水面までの高低差が十分に表現されず平坦に近い表現となっている．しかし，本システムで作成し

“SketchUp”で描画した 3DCG では，堤防上端から見た高水敷との高低差や水面との高低差がより正

確に表現されている． 

 

図 3.12 南 19 条大橋西端堤防上より東向き南面(Google Earth） 

  
 

図 3.13 南 19 条大橋西端堤防上より東向き南面（SketchUp） 

 
  

地上からのビュー 

 視点高 2ｍ 

眼高（視点高）1.5ｍ 

焦点距離 24mm 

高水敷との高低差が

より正確に表現され

ている 
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(2) フォトモンタージュと３次元都市モデルとの比較 

 本システムで作成し“SketchUp”で描画した 3DCG では，南 19 条大橋西取付部本線と側道部の分

離が十分に表現されていない．これは標高 5ｍメッシュによるモデリングの限界であり，こうした詳細

な再現が必要とされる箇所では，実施設計に使われる 2ｍメッシュによりモデリングすることや，橋梁

取付部を別途に構造物としてモデリングすることが必要である． 

 

写真 3.3 南 19 条大橋西取付部本線上より東向き 

 

図 3.14 南 19 条大橋西取付部本線上より東向き（SketchUp） 

 

眼高（視点高）1.5ｍ 

焦点距離 38mm 

側道部との分離

が明確でない 
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本システムで作成し“SketchUp”で描画した 3DCG では，南 19 条大橋西端堤防上より東向き南面

の描写において，堤防上端から見た高水敷との高低差や水面との高低差が，フォトモンタージュと近い

表現となっている．高い解像度の空中写真を用いれば，高水敷はよりリアリティ高く表現されると考え

られる． 

 

写真 3.4 南 19 条大橋西端堤防上より東向き南面 

 

図 3.15 南 19 条大橋西端堤防上より東向き南面（SketchUp） 

 
  

眼高（視点高）1.5ｍ 

焦点距離 24mm 
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(3) ３次元都市モデルによる景観シミュレーション 

① 地形再現性は“Google Earth”より向上した 

 地形に関する再現性は“Google Earth”より本システムの方が高いと言える．なお，5ｍメッシュデ

ータでは，堤防や橋梁取付部を正確に再現するにはまだ粗すぎる．こうした個所における地形の再現性

を高めるためには，より詳細な地形メッシュデータが必要である．また，橋梁取付部は構造物であるこ

とから，地形表現とは別に構造物としてモデリングにより対応することが必要とも考えられる． 

② カメラ設定の自由度が高い 

 “SketchUp”では「カメラを配置」という機能により，“Google Earth”よりも視点場及び視点高の

設定が容易である．“Google Earth”の場合，地面レベルのビューでは視点高が 2.0ｍに固定されており，

一般的に採用される視点高 1.5ｍに設定することができない． 

 また“SketchUp”では，マウスドラッグで視線方向を自由に変えられ，視対象に注視点を設定する

ことができる．（「カメラ」メニューの「カメラを配置」で視点位置をクリックし，そのままマウスをド

ラッグして視対象の注視点位置でマウスクリックを離す．） 

さらにカメラの画角または焦点距離を設定することができる．（「カメラ」メニューの「ズーム」で焦

点距離を「38mm」などと入力する．また，「45deg」と入力することにより視野を 45 度に設定できる．） 

③ ３次元都市モデルとしてのリアリティは低い 

 “Google Earth”ではユーザが制作した立体写真モデルが表示されることにより，リアリティが高く

なっている．同様のリアリティを本システムで実現するためには，個々にテクスチャマッピングを行い，

モデリングを修正する必要がある． 

 こうした都市モデルの修正を対象地区全域で行うことは煩雑な作業を必要とするため，景観検討の対

象物（土木構造物並びに視点場周辺の建築物）に限定する方法で対応することが考えられる． 

 

 表 3.1 に本システムと“Google Earth”の景観シミュレータとしての機能の比較をまとめた．本シス

テムは，景観シミュレータとしての機能を十分に有しており“Google Earth”に優る景観シミュレーシ

ョンツールであると言える． 

 

表 3.1  Google Earth と本システムの景観シミュレータとしての機能比較 

 Google Earth 本システム 

建 物 表 現 ・立体写真モデルによるリアリティが

高い 
・建物形状の修正が不可能 

・リアリティを高めるためには個別のモデリン

グが必要 
・建物形状の修正が GIS ソフトにより可能 

地 形 表 現 ・正確ではない 
・地形形状の修正は不可能 

・標高 10ｍ・5ｍメッシュの精度で表現が可能 
・3DCG ソフトにより細部の修正が可能 

視 点 高 さ ・2.0ｍ（地面レベルのビュー／固定）

・上空方向は無限大 
・1.5ｍに設定可能 
・上空方向は無限大 
・地下レベルでの設定も可能 

焦点距離・視野 ・設定不可能 ・焦点距離を自由に設定可能（ 10mm ～

2063mm） 
・視野を自由に設定可能（1.00 度～120.00 度）

ウォークスルー ・ウォークスルーの機能がない ・地形形状に対して視点高を固定したウォーク

スルーが可能 
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4．本システムの開発経緯 

4.1 本システムの開発の発端 

 筆者は，2005 年４月より名古屋工業大学秀島研究室の修士学生として在籍することとなった．研究

テーマの軸足を合意形成に置き，名古屋市西区・円頓寺商店街周辺地区をフィールドとして研究するこ

ととなった． 

 「都市計画は解りにくくて難しい！」と言われがちである．特に住民への説明には，専門的な資料や

用語ばかりでは理解が得にくいと考えられる．そこで，「CG（コンピュータ・グラフィックス）」を使

って都市計画を説明することで，合意形成のツールとして活用できないかと考えたわけである． 

 当時，図 4.1 に示すように“ArcViewGIS（当時 409,500 円）”と“ArcViewAnalysis（同 630,000 円）”，

“3D StudioMax（同 398,000 円）”を使うことで，GIS データから３次元都市を制作することができた．

しかし，こうした高価なアプリケーション・ソフトウェアを購入することは不可能であったため，GIS

データを３次元化するプログラムを自作することとした． 

 このことが契機となり，途中，断念しかけたこともあるが，３次元都市モデルを構築するシステムの

制作を続けているわけである． 

 秀島研究室には，GIS ソフトとして“SiS 6.x（informatix 社）”が所有されていた．プログラミング

は，Mac，Win の両プラットフォームで開発が可能な“REALbasic”とした．これは筆者が Mac ユー

ザであり，書籍版を所有していたこともあるが，安価だったからである．そして，3DCG ソフトは

“STRATA 3D plus 3.9J”とした．このソフトは“STRATA STUDIO Pro”の流れを引くソフトである．

“STRATA VISION 3d Ver.5.5”の使用経験があるとともに，こちらも比較的安価であることから採用

した．しかも，こちらも Mac，Win の両プラットフォーム対応である． 

 

図 4.1 アプリケーションソフトによる３次元都市モデルの作成 
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4.2 本システムのプロトタイプの概要 

 修士過程の研究で作成した３次元都市モデル構築の仕組みを，当時は「まちづくり支援視覚化システ

ム」と命名していた．このシステムを活用する場面は，住民ら関係者が合意形成する「場」であり，合

意形成のための「ツール」として利用されることを目指した． 

 

図 4.2 まちづくり支援視覚化システムの概要 

 
 システムの構成は大きく３つに分かれる． 

1）GIS（地理情報システム） 

 ３次元都市モデルのデータベースになる部分である．建物の形状データ（座標データ）と属性データ

を管理する．2005 年当時，入手できるデジタル地図は数値地図 2500（有料）であった．この地図デー

タはラスタデータのため，建物平面形状をトレースしてベクタデータを作成する必要があった．“SiS6.x”

での建物形状のトレースは，必ずしも使い勝手の良いものではなかったため，Adobe 社の“Illustrator”

で住宅地図をトレースして，これを DXF ファイルで出力して“SiS6.ｘ”に読み込ませた． 

 当時の３次元化プログラムは，４頂点の多角形（四角形）のみにしか対応することが出来なかったた

め，建物形状のトレースでは複雑な建物形状は複数の四角形に分割してトレースした．“SiS6.x”では，

それぞれの四角形に，階層・屋根形状といった属性データを与えた．そして，その結果を SED フォー

マットで書き出した． 

 VRML ファイルにおいて立体を表現する形状データの定義については，プリミティブな形状であれば

低限のコマンドで形状を定義できたが，サーフェイスモデルを座標値の組み合わせにより４角ポリゴ

ンで指定する方法を取った． 

 SED フォーマットによる長方形の書き出しでは，５つの座標値が出力され，４つの辺がポリゴンライ

ンとして処理されていた．また，SED フォーマットで書き出される頂点の座標値が，そのまま VRML

ファイルの座標値（point）として定義可能であると考えられた． 
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図 4.3 SED ファイルのフォーマット 

 

 

2）３次元化プログラム 

 「視覚化システム」の核を成すのは，２次元平面データを３次元に立体化するプログラムである．こ

の自作プログラムは，2005 年当時に開発したプロトタイプから現在は３世代目になっている． 

 このシステムの中核となる部分であるが，プログラム開発には時間を要したものの，システム全体の

作業フローから見ると，数分で終わってしまうセクションである．なお，エラーが集中するのも，この

セクションだが，エラーの発生原因の多くはデータ作成の不備によるものであった． 

 線・形状データの型（名称）の下に頂点数（座標値のセット数）が書かれており，この座標値セット

の１番目から 後の１つ前までを座標値として読み込むこととした． 

 SED ファイルを開いて，属性データや座標値を読み込む際に課題となったのが文字列処理である．「ヘ

ッダ情報、ダブルクオーテーション(“）、波括弧({ })、カンマ( , )、空白」を削除することが必要であっ

た． 

 直方体の場合，面の数は 6 面，頂点数は 8 個であるが，VRML ファイルでは直方体の底面，上面，

そして 4 つの側面を定義する．なお，側面を定義する際に頂点のデータを共有（使い回し）できないた

め，頂点のデータは 2 倍の 16 個必要であった．同じ頂点座標の組み合わせ（X,Y 座標値）が，頂点番

号を変えて 2 回ずつ現れることになった． 

 取り出したデータ（X,Y 座標値）を，必要な頂点数に応じた配列に順に格納し，頂点番号別に座標値
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を書き出した．Z 座標値については，建物階層に応じて高さを与えて設定した． 

 座標値以外の記述は，ベタに文字列を書き出すこととし，ヘッダ部分と共に底面用，上面用，側面用

のデータセットを，VRML ファイルとして書き出すプログラムを作成した． 

 

図 4.4 VRML ファイルのフォーマット 

 

 

3）3DCG ソフトウェア 

 平面データを３次元化した VRML ファイルを“STRATA 3D plus”に読み込み，建物ファサード写真

をマッピングし，ムービー作成のためのカメラ設定等を行い，動画をレンダリングした． 

 「VRML（Virtual Reality Modeling Language）」は，３次元の物体に関する情報を記述するための

ファイル・フォーマットである（Wikipedia より）．Web3D コンソーシアムが策定した「VRML97」と

いう仕様が 終版となっているようである． 

 VRML ファイルはテキストファイルであり，ノード(node)とフィールド(field)で構成され，波括弧｛ ｝，

角括弧[ ]で囲んだ中に，頂点座標やテクスチャ，光源の情報などを記述する．一見すると C 言語のプロ

グラム文のようである． 

 2005 年当時，３次元形状のモデリング言語としては，「VRML」以外に適切なものを見出すことがで

きなかった．（後に，DXF ファイルや OBJ ファイルを手掛けることとなるが，「VRML」よりも冗長も

しくは複雑なモデリング言語であった．） 
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 また，「VRML97（VRML2.0）」の仕様策定後，特に変更が加えられることはなく，「VRML」の後継

として 2004 年に「X3D」の基本仕様が ISO に承認されている．今後は，「X3D」が主流のファイル・

フォーマットになるのかと期待したが，その後は殆ど新しい情報を得ることはできなかった． 

 VRML ファイルを閲覧する VRML ブラウザには、“Cortona VRML Client”などがある．当時は，

必ずしも使いやすいブラウザではないと感じた．しかし，使い勝手の悪さについては， 近になって使

い始めた“UC-winRoad”も同様であった． 

 現在，３次元コンピュータ・グラフィックスを表現するためのファイル・フォーマットとして， も

有望なのは「COLLADA」ではないかと考えている． 

 なお，国土地理院が公開している「地理院地図 3D」では「VRML」が使われている．もしかすると

「VRML」が復権することになるかもしれない． 

 以下に示すのは，国土地理院の地理院地図のサイトからダウンロードした 3D 地図（北海道江差町）

である． 

図 4.5 地理院地図 3D（北海道江差町） 
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5．モデリング言語に関する検討経緯 

5.1 VRML による３次元化の方法 

 2005 年当時，VRML で 4 頂点の面（四角形）を定義することはできたが，5 頂点以上の面（五角形

以上の多角形）を定義する方法が判らなかった．したがって，五角形以上の多角形は全て四角形に分割

していた．しかし，この方法では五角形以上の多角形は全て四角形の組み合わせに変換しなけらならず，

煩雑な作業が発生した． 

 2005 年 9 月下旬に入った頃，三角形，５角形，６角形，７角形，８角形の直方体に対応した．（なお，

９角形以上の多角形は８角形以下となるように分割した．）この当時の多角形は，三角形の組み合わせ

に分割した多角形である．四角形も二つの三角形の組み合わせでモデリングしていた．したがって，５

角形の場合は 3 つの三角形の組み合わせで表現していたわけである．（12 角柱への対応はもう少し後と

なった．） 

 

図 5.1 多角形モデリングの概念図 

 

 

 なお，三角形による多角形の分割はプログラムで対応していたので，明示的に三角形に分割して作図

する必要はなくなった．しかし，プログラムによる対応は万能ではない．全ての角が凸ポリゴンの場合

は問題ないが，凹ポリゴンがある場合はうまく行かない． 

 その代表と言えるのがＬ型の平面形状である．Ｌ型とは，６角形であるが 1 つの角の内角が 180 度以

上になっているものである．Ｌ型の場合，プログラムによる３角ポリゴンの分割がうまくいかない． 

 ３角ポリゴンの分割方法は，まず 1 番目の頂点座標についてその次の頂点座標とその前の頂点座標を

用いて３角ポリゴンを作成する．その次も同様に，2 番目の頂点座標についてその次の頂点座標とその
．．

前の前
．．．

の頂点座標を用いて３角ポリゴンを作成する．この場合，基準となる（上記の 1 番目もしくは 2

番目）頂点の内角が 180 度以上の場合，その次の頂点座標とその前（もしくは前の前）の頂点座標によ

ってつくられる３角ポリゴンは，描こうとする多角形の外側にはみ出してしまうわけである． 
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図 5.2 ３角ポリゴンの分割の概念図 

 

 

 図 5.2 は頂点番号１を 初の基準となる頂点として三角形分割によりＬ型の６角形を分割している．

左側は成功例である．しかし右側は，頂点番号２を基準となる頂点として２つ目の３角ポリゴンに分割

する際に，頂点番号５と結ぶ線が図形の外側にはみ出している．さらに頂点番号４を基準として３つ目

の３角ポリゴンに分割する際は，完全に外側にはみ出している． 

  



25 
 

5.2 DXF ファイル形式による３次元化の方法 

 2009 年 8 月に，３次元形状のモデリング言語を「VRML」から DXF 形式に変更するプログラムの開

発に着手した．CAD のデータ交換では DXF 形式が事実上の標準となっていた．VRML の先行きを懸

念するとともに，DXF 形式の汎用性の高さから，DXF 形式によるファイル出力が必要だと考えた．し

かし，DXF 形式は「VRML」と異なりプログラミング文が冗長で，一見してモデリング内容が理解で

きるというものではなかった． 

 DXF ファイルはセクションの集まりにより構成されている．セクションの数は DXF ファイルのヴァ

ージョンにより異なるが，Release12J の場合，ヘッダ，テーブル，ブロック，エンティティの 4 つの

セクションで構成される．ヘッダセクションにはシステム変数が保存されるが，システム変数が全くな

くてもエラーとはならない．テーブルセクションには画層や線種の情報が保存されるが，なくても問題

はない．ブロックセクションには寸法等が保存されるが，これもなくても問題ない．エンティティセク

ションは図形の情報が保存される も重要なセクションである． 

 DXF ファイルとしての要件を満たす 小構成のファイルは，エンティティセクションだけの DXF フ

ァイルである． 

 

図 5.3 DXF ファイルのフォーマット 

 

注）見やすくするため上下に折り返して表示している． 

 

 DXF ファイルの記述は 2 行 1 組が基本であり，複数の 2 行 1 組がセクションと呼ばれるまとまりを

構成している．そして，1 行目がグループコードと呼ばれる整数（フォーマットは 3 桁の右詰め）であ

り，2 行目がそれに対応するデータである． 
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 グループコードの「0」は分離符号でありデータの開始を示す．グループコードの「2」は DXF セク

ション名を示す．グループコードの「8」は画層名を示す．グループコードの「10」「11」「12」...はＸ

座標値，「20」「21」「22」...はＹ座標値，「30」「31」「32」...はＺ座標値である． 

 「  0」「SECTION」「  2」「ENTITIES」の 4 行は DXF ファイルの開始部分である．「  0」「ENDSEC」

「  0」「EOF」の 4 行は DXF ファイルの終了部分である． 

 「3DFACE」は 1 枚の面データを表すエンティティである．レイヤ名の後ろには 1 点目の頂点座標の

X 座標値，次いで 1 点目の Y 座標値，Z 座標値...と 4 点目の頂点座標のＺ座標値まで続く．この「  0」

「3DFACE」から「33」「4 点目の Z 座標値」までが 1 枚の面データとなるから，直方体（4 頂点平面

の立体）は 6 つの面データが続くことになる． 

 

 この当時より 3DCG アプリには“SketchUp”を使っている．しかし，“SketchUp”は Pro 版でない

と DXF ファイルが読み込めないため，“DXF In”というプラグインを使えども，うまく読み込めたり，

読み込めなかったりと，結構あれこれと試行錯誤した．そのことが，モデリング言語を「COLLADA」

に変えようと考えた大きな理由でもある． 

 上記のようにプログラムした DXF ファイル（図 5.3）を 3DCG アプリに読みこんだ結果は図 5.4 の

とおりである．（“SketchUp”で表示） 

 

図 5.4 DXF ファイルの出力例 
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5.3 OBJ ファイル形式による３次元化の方法 

 DXF 形式以外に OBJ ファイルの出力にも対応した．OBJ ファイルは Wavefront 社が定めたファイ

ル・フォーマットであり，多くの 3DCG ソフトにサポートされていた．さらに，OBJ ファイルは DXF

形式と異なり，テクスチャデータ，マテリアルデータの記録に対応していることから，そのファイル・

フォーマットの有用性の高さが期待できた．もちろん OBJ ファイルは DXF 形式と同様にアスキーフォ

ーマットである． 

 

図 5.5 OBJ ファイルのフォーマット 

 
 

 OBJ ファイルの構文は，1 行目が“「#」 コメント”，3 行目が“「g」 グループ名”である．マテリ

アルデータを指定する場合は，2 行目に“「mtllib」 マテリアルファイル名”，4 行目に“「usemtl」 マ

テリアル名”を指定する． 

 5 行目からは“「v」 X 座標値 Y 座標値 Z 座標値”が頂点数だけ続く．なお，ここでいう頂点数は，

面を定義するために必要な頂点数であるから，６面体（直方体）の場合は，底面の 4 頂点，上面の 4 頂

点に加えて，側面用に 10 頂点が必要になる．側面用の頂点は 初の面（１枚目）と 後の面（4 枚目）

が接する辺の 2 頂点は共有されないため，4 個（平面頂点数）×2 面（底面・上面）＋2 個＝10 個必要

となる． 

 マテリアルデータを指定する場合は，次に“「vt」 X 座標値 Y 座標値”とテクスチャ座標値が続く．

さらに，“「vｎ」 X 座標値 Y 座標値 Z 座標値”と頂点法線ベクトルが続く． 
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 その後ろには，“「f」 頂点座標番号（多角形の頂点数だけ続く）”が定義する面の数だけ続く．３角ポ

リゴンの場合は頂点座標番号は 3 つ，４角ポリゴンの場合は頂点座標番号は 4 つである．この時の頂点

番号は，“「v」 X 座標値 Y 座標値 Z 座標値”で指定した行が 1 番目から自動的に一連番号が振られて

3DCG アプリに読み取られる．なお，マテリアルデータを指定する場合は，“「f」 頂点座標番号 / テク

スチャ座標値番号 / 頂点法線ベクトル番号”となる． 

 OBJ ファイルによるモデリングを難しくしているのは，座標値を指定する行の頂点番号がオブジェク

トを超えて連続することである．例えば，2 つの直方体をモデリングする場合，1 つ目の直方体の頂点

番号は 18 で終わるが，2 つ目の直方体の頂点番号は 19 から始り 36 で終わるというものである．さら

に，多角形によって頂点番号数が異なることが複雑さを増している．加えてグループ名はオブジェクト

毎にユニークなものでなくてはならない． 

 こうしたことから，OBJ ファイルに関しては頂点数に応じて個別にモデリングする方法しか考えつか

ず，頂点数に応じて分岐処理するプログラムとした．なお，DXF 形式についても当初は同様の処理を

行っていた． 

 2010 年 7 月時点には，多角形平面に対応した DXF ファイル出力と OBJ ファイル出力するプログラ

ムが完成した．しかし，DXF 形式については３・４・５～18 角形，OBJ ファイルについては３・４・

６・８・10・12 角形に留まるという結果であった． 

 上記のようにプログラムした OBJ ファイル（図 5.5）を 3DCG アプリに読みこんだ結果は図 5.6 の

とおりである．（“Blender”（オープンソースの 3 次元コンピュータグラフィックスソフトウェア）で表

示） 

 

図 5.6 OBJ ファイルの出力例 
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5.4 COLLADA 形式による３次元化の方法 

 本システム（Stera_R 版）では，３次元データのモデリング言語として，「COLLADA」を現時点で

は採用している．今後，さらに変更することもなくはないが，「COLLADA」は非常にモデリングしや

すく，大きな可能性を秘めたモデリング言語ではないかと考えている． 

 代表的な汎用形状フォーマットとしては，「DXF」，「3DS」，「OBJ」がある．本システムでも，これ

までに DXF ファイルと OBJ ファイルを採用してきた．テクスチャデータを付けてデータを渡せるとい

う点では OBJ ファイルが優れていると思われる．しかし，多角形の全ての頂点数に対応する方法が見

いだせず，OBJ ファイルによる出力を断念している． 

 CIM に関しては AUTODESK 社の“Infra Works”や“Auto CAD Civil 3D”がメジャーなアプリケ

ーションソフトである．同社の“3ds Max”は代表的な 3DCG アプリであり，“Auto CAD Civil 3D”

とのデータ互換性が高いと言える． 

 3DS フォーマットは“3ds Max”のファイル・フォーマットであり，多くの CG ソフトがサポートす

る中間ファイル・フォーマットである．しかし，バイナリーフォーマットであるため筆者には手が出せ

ない． 

 これに対して COLLADA ファイルはアスキー形式であり，インターネットで無償で提供されている

る“SketchUp”での読み込みが可能である．こうしたことから，本システム（Stera_R 版）では COLLADA

ファイルをモデリング言語として選んだ． 

 “COLLADA”は，CG ソフト間のデータ交換用ファイル・フォーマットとして開発された．元々は

ソニー・コンピュータエンタテイメントが，Play Station 3 向けの開発用公式フォーマットとして作成

した形式である． 

 “COLLADA”は XML ファイルであり，拡張子は.dae である．したがって DAE ファイルと記述さ

れる場合もある． 

 “SketchUp”で単純なキューブをモデリングし，それを「COLLADA」形式で出力し，出力した

COLLADA ファイルの構造を解読した． 

 その結果，COLLADA（ルート）要素の下に assset を始めに，scene を終わりとして，library_effects，

library_materials，libray_geometry，library_visual_scenes という 4 つの要素を合わせた 6 つの要素

で構成されていることが判った． 

 次いで，“SketchUp”より単純な 2 個のキューブを COLLADA ファイルで出力したものより，asset

と scene の要素は，形状の数に関係なく同じ内容であることが判った． 

 そして，asset と scene 以外の要素には，形状の数に応じて繰り返して記述する必要のある要素があ

ることが判った． 

 さらに，url，各種 id については形状毎にユニークでなければならないことが判ったので，形状デー

タ毎に一連番号を付けて，その番号で url，各種 id を区別するようにした． 

 

 “COLLADA”が“DXF”や“OBJ”よりも優れていると言えるのは，180°以上の内角を持つ複雑

な平面形状を簡単に立体化することができることである． 

 “DXF”や“OBJ”の場合，180°以上の内角を持つ多角形は複数の三角形に分割しなければならな

い．そのためプログラムが非常に複雑になる．しかし，“COLLADA”の場合はそのまま３次元化する

ことが可能であり，多角形を三角形に分割するルーチンが必要ないわけである． 
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図 5.7 COLLADA ファイルのフォーマット 
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6．３次元化プログラムに関する検討経緯 

6.1 ２次元データの３次元化の方法 

 GIS データから立体を作るという方法は，考え方としてはさほど難しいことではない．GIS の建物デ

ータは，多角形の平面データであり，多角形の各頂点は２次元平面における（x，y）座標値を持ってい

る． 

 建物の平面形状が四角形の場合，頂点が 4 点ある．これら 4 点は（x1，y1）～（x4，y4）の座標値

を持つ．そして，これらを３次元の空間データに展開した場合，高さの値は全て同じ Z 値（例えば 0）

となる．その結果，4 頂点の空間座標は，（x1，y1，z1）～（x4，y4，z4）となる． 

 次に，この建物の高さが h である場合，建物の平面形状のデータをそのまま Z 軸方向に h だけ移動さ

せれば，その建物の上面のデータになる．新しく 4 つの頂点座標（x1，y1，z1+h）～（x4，y4，z4+h）

ができる． 

 ３次元形状のモデリングは，平面形状が四角形の場合，8 つの頂点座標を用いて 6 つの面を定義する

というものになる． 

 平面の多角形を立体にするという方法を，全ての建物に適用すれば，取り敢えず３次元の立体都市モ

デルの製作が可能になる．GIS データは平面座標値を持っているわけであるから，属性データとして高

さのデータを与えてやれば必要なデータは揃うわけである． 

 筆者は，こうした箱モデルだけで都市を表現することには不満があった．故に，日本家屋特有の傾斜

屋根を表現することに拘ったわけである． 

 例えば日本で も多く見られる切妻屋根の場合，建物の高さに応じて平面座標を立ち上げるところま

では箱モデルと同じである．そこから傾斜屋根をモデリングするところに工夫が必要となる． 

 簡便に傾斜屋根を表現する場合，2 つの四角形をモデリングすることになる．この 2 面はそれぞれ 4

つの頂点座標を持つ．その頂点座標のうち，軒側の 4 つの頂点の（x，y）座標値は元の平面座標より軒

の出，けらばの出の分だけ外側に位置する座標値を計算で求める． 

 また，棟側の 4 つの頂点座標は，それぞれ軒側の頂点座標の中間値となり，接合点の頂点は 2 つの面

において（x，y）座標値が共有される． 

 軒の高さ，棟の高さは，屋根勾配を設定したうえで，その屋根勾配に応じて，軒の高さについては軒

の出に応じて建物高さよりも低く，棟の高さについては屋根方向の建物奥行きの半分の長さに応じて建

物高さよりも高く計算する． 

 

図 6.1 ３次元化モデリングの概念図 
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 さらに，妻面には切妻屋根に応じて三角形の壁面が発生する．棟頂点の（x，y）座標値は隣り合う上

面頂点の中間値となり，高さは先に計算した棟の高さとなる． 

 合計で 8 つの頂点座標を計算する必要があるが，さほど高度な計算が必要なわけではない．なお，屋

根面を 1 枚の面として正確に 4 頂点を定義することは難しいため，３角ポリゴンを 2 つ組み合わせた四

角形とする必要がある． 

 

 傾斜屋根のモデリングの方法は，屋根形状に併せて，新しく必要になる屋根面等の頂点座標を計算し，

この頂点座標を用いて屋根面を張っていくというものである． 

 屋根タイプ別にモデリングするためには，建物属性データに屋根タイプを入力する必要がある．屋根

タイプのコードは，陸屋根は 0，切妻屋根は 1，寄棟屋根は 2，入母屋屋根は 3，片流れ屋根は 4，町家・

長屋は 8とした．プログラムとしては，この屋根タイプのコードで判断して処理を分岐することになる． 

 また，傾斜屋根をモデリングするためには，屋根勾配，軒の出，けらばの出といった設定値が必要に

なる．これら傾斜屋根に関連した属性データが増えることにより，GIS ソフトウェアでの作業量が増え

ると共に，プログラムの側でも属性データを切り出して読み込む処理を増やす必要があった． 

 

 切妻屋根以外に，寄棟屋根，入母屋屋根，片流れ屋根が代表的な傾斜屋根の形状と言える．これら 4

種類の屋根形状をモデリングすれば，日本の都市の建物をほぼ立体的に表現することが可能になると考

えられる． 

 

図 6.2 傾斜屋根モデルのモデリング結果 
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6.2 屋根形状の頂点座標の算出方法 

 外周線の 4 頂点から屋根伏せ（屋根平面）の 4 頂点の座標値を得る方法について説明する． 

 4 頂点の座標値より隣接する頂点間の 4 辺の式を求める．基本形は y＝ax＋b である．4 頂点および隣

接する頂点相互を接続する 4 辺の位置関係は，図示すれば一目で判る．しかし，それをプログラムでは

対向する 2 辺の式の切片の大小関係で判断することになる． 

 これら 4 辺を屋根伏せの外周線とした場合，建物の外壁線は軒の出，けらばの出を控えた内側の線と

なる．よって，建物の外壁線は屋根伏せの 4 辺に対し，各々軒の出，けらばの出だけ離れた平行線とな

る． 

 この場合，1 つの辺に対し 2 つの平行線が考えられるわけだが，2 つの平行線のどちらを採用すべき

かは，図示すれば判りやすいがプログラムではそうはいかない． 

 元の対向する 2辺間の切片間の距離よりも短くなる場合の平行線が採用すべき平行線であると判断し

て，屋根伏せの外周線より内側になる平行線を決定し，それを建物の外壁線を表す線の式と決める．（こ

れは，建築物の外周線の内側に壁面線を設定する場合の方法である．） 

 

図 6.3 屋根頂点座標の算出方法 
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 そして，採用した 4 つの線の式（屋根伏せの 4 辺の式よりも内側に位置する平行線の式）の隣接する

2 つの式より 4 つの交点の座標値を求める． 

 このようにして 2 組の 4 頂点の座標値が，一方は屋根伏せの外周線の 4 頂点の座標，もう一方は建物

の外壁線の 4 頂点の座標と求まれば，屋根勾配に応じて棟高を計算することで，棟木（天井伏せ）及び

屋根棟の端点の Z 座標を得ることができる． 

 

 2005 年の開発当時は屋根形状を 1 枚の面のみ，いわゆる「板」の状態で表現していた．であるから

切妻屋根の場合は，傾斜のついた 2 枚の板で表示していたわけである． 

 2015 年度以降，“Stera_R”の開発に併せて，再び屋根モジュールのモデリング方法を見直し，より

正確な現実の屋根に近い姿でモデリングするように改めた． 

 屋根（垂木）勾配に合せて軒先の軒板が傾きを見せるようになり，より屋根らしい表現になったので

はないかと思う．この次は，屋根瓦と垂木部分に分けるかという話だが，おそらくそこまですることは

ないと思う． 

 

図 6.4 切妻屋根の頂点座標の設定（屋根伏せ） 

 

 

 屋根のモデリングでは，まず建築物の外周線に応じて四隅の X･Y 座標と Z 座標を決める．その後，

切妻屋根であれば棟木の X･Y 座標は妻側の 2 頂点の平均値となり，その Z 座標は妻側の壁面線の距離

の 1／2 に屋根勾配を掛けた数値を階高に加えたものとなる． 

 この時，妻面の長さは必ずしも同じとは限らない．妻面の長さが異なれば，両側の棟高は異なること

になる．この状態で４角ポリゴンを定義すると，反りやムクリを持つ歪んだ４角ポリゴンとなる． 
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 屋根面は４角ポリゴンで表現したかったため，「空間における面の方程式」を用いて棟端点の座標値

を計算することにした． 

 計算方法は，軒高の 2 つの頂点と上記の方法で求めた 1 つの棟高端部の頂点より「空間の 3 点を含む

平面の式」を作り，この式にもう一方の棟端部の X･Y 座標を入力して Z 座標を求めるというものであ

る． 

 詳しくは専門書に譲るが，空間の 3 点より平行でない 2 つのベクトル u，v が表される．そして，2

つの媒介変数 s，t を用いることにより，この 2 つのベクトルで張られる平面上にある位置ベクトル p

を表すことができる．この p の位置がもう一方の棟端部の座標となるわけである． 

 

図 6.5 切妻屋根の頂点座標の算出方法 

 
 

 「空間における面の方程式」を用いて座標値を計算したのは，屋根面を４角ポリゴンにより表したか

ったからである．しかし，”SketchUp”にモデリングした３次元の形状データを読み込むと，残念なが

ら 2 つの３角ポリゴンに分割される．座標値の計算は実数で行っているが，十進数と二進数との間の変

換誤差もあり正確な平面にならないためだと思われる． 

 屋根面が 2 つの３角ポリゴンに分割されるデメリットは，テクスチャマッピングを行った際，マテリ

アルが別々に貼られるため，繋ぎ目が目立つことである． 

 

 筆者が構築する３次元都市モデルでは，「軒」については屋根モジュールの一部として作成の自動化

に取り組んでいる．しかし，「庇」については“SketchUp”でモデリングするという考え方を取ってい

る． 

 「軒」とは本屋根で外壁より突出している部分であり，「庇」とは窓や出入り口の上にある日除けや

雨避けのための小型の屋根のことを言うというように使い分けている． 
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 建築物の外周線は，屋根伏せが投影された平面形状であるから庇部分も含まれている．よって，建物

を３次元化するにおいては，庇を除く部分を外壁面として立体化し，庇部分は後からモデリングする必

要がある． 

 本システムでは傾斜屋根モデルの建物形状の３次元化は，4 頂点の多角形であることを前提としてい

る．したがって，庇等の突出部があるために 4頂点の多角形になっていない場合は，GIS ソフト（“QGIS”)

の図形編集機能で 4 頂点の多角形に修正する必要がある． 

 また，切妻屋根と切妻屋根が直交するＬ型タイプの屋根形状は，180°以上の内角を持つＬ型の 6 頂

点の多角形を，2 つの 4 頂点の多角形が重なり合うように分割し，それぞれを切妻屋根の建物形状に立

体化する方法で対応している． 
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6.3 GeoJSON ファイルへの対応 

 本システムを汎用化したいという観点から，高価な GIS ソフトでしか扱えないファイルではなく，安

価な GIS ソフトで出力可能なアスキー形式の地図データ・ファイルを求めていた．そうした中，

GeoJSON ファイルの存在を知った． 

 「GeoJSON」は，さまざまな地理データ構造をコード化するためのオープンフォーマットである．

「GeoJSON」は「JSON（JavaScript Object Nortation）」に基づいていることから命名されている．

あらゆる GeoJSON データ構造が JSON オブジェクトであり，JSON ツールを GeoJSON データの処

理に使用できる． 

 「JSON」とは，JavaScript から派生した，データ交換を行うためのデータ記述形式の一種である．

「JSON」は，JavaScript のオブジェクト記法を用いて書式を指定する単純な方法である．「データ指

向」と呼ばれ，「オブジェクト指向」と比較されることもある．「JSON」ではプログラムの構成要素を

そのまま用いるため，人間にも機械にも理解可能な形式でデータを表現できるという特徴がある． 

 「JSON」はテキストベースのデータをやりとりするために設計されている．「JSON」では基本的に

2 つの種類のデータ構造がサポートされている．一つは（オブジェクトのように）名前と値のペアから

なるコレクションであり，もう一つは（配列のように）値を要素として持つ順序付きリストである． 

・オブジェクト： オブジェクトはブレース（{ }）で始まりブレースで終わる． 

・オブジェクトのメンバ： オブジェクトの要素はコロン（:）で区切られた文字列と値で構成される．

メンバが複数ある場合は，カンマ（,）で区切られる． 

・配列： 配列はブラケット（[ ]）を用いて定義される．つまり，配列はブラケットで始まりブラ

ケットで終わる．配列に含まれる値はブラケットの内側に記述され，値が複数存在する場合はカン

マで区切られる． 

・値： 値は文字列，数値，そして true や false，null といったリテラルのいずれかである．文字列

は二重引用符で囲まなければならず，内側には Unicode の文字とバックスラッシュまたはエスケー

プ文字を含むことができる．ちなみに，文字を表す表記方法はないので，文字を一つ含む文字列で

表現する． 

 「JSON」の特徴はその単純さにあり，「XML」よりはるかに単純である．JSON 書式のデータを利

用する場合，「JSON」は設計が単純なので解析も簡単である．JavaScript に組み込みの eval( )関数を

用いる方法がある． 

 「GeoJSON」とは，位置情報を扱うための JSON フォーマットであり，“OpenLayers”などのツー

ルで利用可能である． 

 

 「GeoJSON」の存在を知った 2010 年当時，「OGR」が「JSON」をサポートしており，“ogr2ogr”

によって簡単に Shape ファイルから GeoJSON ファイルに変換処理が可能であることが解っていた． 

 「OGR」とは，「Geospatial Data Abstraction Library」の一部で，多様な種類のデジタル空間デー

タ（ベクタファイル・フォーマット）を同様の方法で処理するためのプログラムライブラリ及び，これ

らを用いて作成された空間データを加工するためのプログラム群のことである． 

 2012 年 10 月頃，“QGIS”（当時の正式名称は“Quantum GIS”と言い，“FOSS4G”と呼ばれるオ

ープンソース・ソフトウェア群の１つであった）の 新ヴァージョンは“Quantum GIS 1.8.0 Lisboa”

であった． 
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 ラスタ用のライブラリである「GDAL」と共に，「OGR」のライブラリが“QGIS”のインストールと

同時にインストールされるようになり，一気に GIS ソフト周辺の環境が整った． 

 “QGIS”のデフォルトの「名前をつけて保存」時に，GeoJSON ファイル・フォーマットを指定し

てレイヤーを保存することで OGR レイヤーコンバータと同様のことができるようになっていた． 

 GeoJSON ファイルを SED ファイルと比較すると，SED ファイルより単純であるが，頂点数のデー

タがないということがある． 

 以下は，GeoJson ファイルの基本的なフォーマットである． 

 
{ 
“type”: ”FeatureCollection”, 
    “features”: 
    [ 
        { “type”: “Features”, ← 「データ数のカウントのキー」 
            “properties”: 
            { 
             （属性データ） 
            }, 
            “geometry”: 
            { “type”: “Polygon”, 
              “cordinates”: 
                [ 
                 （座標データ） ← 「頂点数をカウントする必要がある」 
                ] 
            } 
        } 
    ] 
} 

 

 矢印で示した個所が，GeoJSON ファイルを読み込むプログラムを書く上で，SED ファイルを読み込

むプログラムとの違いにおいて留意が必要だった部分である． 
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6.4 R 言語によるプログラミング 

 本システムではプログラム言語に R 言語を用いている．R 言語で３次元化プログラム（“Stera_R”）

を作成する際には，COLLADA ファイルの仕様を満たすことを目指した． 

 “Stera_R”は“Stera”から始まり，“Stera_CS”“Stera_CS2”と経てきた，筆者が開発した建物

データの３次元化プログラムである． 

 プログラムの基本思想は変わらない．GIS ソフトをデータベースとして，GIS ソフトから出力したア

スキー形式の地図データから建物形状の座標データを読みこんで立体化するというものである． 

 開発に用いたプログラム言語は，当初の”REALbasic”から”Visual Studio C#”を経て，R 言語に

たどり着いた． 

 R 言語を採用した理由は，無償のソフトウェアであるということが 大の理由である．無償のソフト

ウェアであれば，筆者が公開したプログラムソースを誰でも自由に使うことができる．そうすれば協力

者も現れ，プログラムが改良されていくことが期待できると考えたわけである． 

 

 “Stera”以降の３次元化プログラムでは，GIS ソフトから出力したアスキー形式の地図ファイルか

ら必要なデータの文字列を読み取っている． 

 “REALbasic”でもそうであったが，“Visual Studio（C#言語）”でも，地図ファイルの中から鍵（キ

ー）となる語を検索して，そこから何文字目から何文字目までをデータとして読み取るということを行

っている． 

 「SED ファイル」の場合であれば，「SisItemArea」という語を検索して 1 件毎のデータ区切りを判

断する．そして，「Rooftype」など属性データを示す語を検索して，そこから何文字目から何文字目ま

でを屋根タイプなどを示すコードとして読み取る．さらに，「SysCurvePolyline」という語を検索して，

そこから何文字目から何文字目までを各頂点の座標値として読み取るという方法である． 

 同様に「GeoJSON ファイル」の場合であれば，「Geometry」という語を検索して 1 件毎のデータ区

切りを判断する．そして，「Rooftype」など属性データを示す語を検索して，そこから何文字目から何

文字目までを屋根タイプなどを示すコードとして読み取る．さらに，「coordinates」という語を検索し

て，そこから何文字目から何文字目までを各頂点の座標値として読み取るという方法である． 

 上記の方法の問題は，地図データの出力において各データの文字数がどこかで 1 文字異なるだけで，

データの読み込みでエラーが生じるというものである． 

 属性データの項目名は，GIS ソフトで属性データを付加するときに入力するわけだが，屋根形式の属

性データの項目名を，「yanetype」とするか「rooftype」とするかでもちろん結果が異なってくる． 

 頂点の座標値は単精度の浮動小数点数である．符号部 1 ビット，指数部 8 ビット，仮数部 23 ビット

である．この符号部の「－」（マイナス）がある場合とない場合で座標値を表す文字数が異なるため，

これも読み取りエラーにつながる． 

 こうした地図データのちょっとしたフォーマット（文字数）の違いが，多くのプログラムエラーに繋

がることをこれまでに何度も経験してきた． 

 データ作成時（属性データ入力時）のミスと言えないようなミスがプログラムエラーに繋がってしま

う．こうしたプログラムエラーが発生しないようにしなければ，とても汎用的なプログラムにならない．

誰かがこのプログラムを使用した時に，エラーが発生するたびにプログラム修正を行って対応すること
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は困難である．であるから，このプログラムを一般公開して配布するという状況からは甚だ遠いもので

あった． 

 

 プログラム言語を R 言語に変えることで，データ作成により発生するエラーという問題点を根本的に

解決することができた．その方法は，GeoJSON ファイルを“Excel”に読み込むことである．「“ ”」

（引用符）で囲まれた文字列は文字データとして，さらに「，」（カンマ）で区切られた文字列は数値と

してきれいに整列して読み込まれる． 

 R 言語は CSV ファイルを読み込むことができることから，“Excel”に読みこんだ GeoJSON ファイ

ルから[ ]（角括弧）や{ }（波括弧）などの不用な列を削除して，必要なデータのみに整理したものを

CSV ファイルに出力し，これを R 言語に読み込ませる． 

 R 言語の側では，属性データの項目数に変化がなければ頂点座標値の読み取りを含めて，問題なく読

み取ることができる．プログラム言語を R 言語に変更したことで，ファイルからのデータ読み取りのプ

ログラムは非常に簡素化することができ，プログラムエラーも起こりにくくなった． 

 プログラム言語を R 言語に変えることで，“Stera_R”をオープンソースで公開することが可能にな

るとともに．“Stera”を一般公開するうえでの障壁を大きく下げることができるようになった． 

 

 それと共に R 言語を採用したことにより得られたメリットは，プログラムを飛躍的に簡素化すること

ができたことである．“Excel”で処理した CSV ファイルを読み込むことで，プログラムエラーも起こ

りにくくなった． 

 “Stera_R”の役割は，“QGIS”が書き出した GeoJSON ファイルを“Excel”で整形し出力した CSV

ファイルを読み込んで，①建物の平面形状の属性データと座標データを読み取り，それを②立体化して，

③COLLADA ファイルで出力することである． 

 ①の部分は簡単である．属性データについては，読み込んだ CSV ファイルの何列目がどのデータで

あるかを対応付けるだけである．座標データについては，CSV ファイルの方で少し工夫が必要である．

それは，座標データの並び（列数）から各平面形状の頂点数を数えて置くことである．具体的には，座

標データの並びの前に列を挿入して，“Excel”の関数 count( )を使って頂点座標値の個数を数える． 

 各平面形状において頂点数に応じて座標データを読み取る．座標データ用の配列に格納するわけであ

る．  

 ②に関してはこれまでの実績があるわけであるから，C#言語から R 言語に書き換えるだけである．

さらに，多角形の三角形分割が必要なくなったわけであるから，頂点座標が右回りか左回りかの判定も

必要なくなり，非常にプログラムが簡素化された．加えて頂点の集約化も行っていない． 

 ③が も大変なところである．COLLADA ファイル・フォーマットで述べたが，library_effects，

library_materials，libray_geometry，library_visual_scenes という４つの要素において，各形状ごと

のデータを順番に記述する必要があるわけである． 

 また，“Stera_R”では“Stera_CS”までと違って，法線ベクトルの計算が必要になった．これは

COLLADA ファイルへの変更に伴うものである． 
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6.5 法線ベクトルの算出方法 

 面の法線ベクトル（いわゆるベクトルである）の計算は，関数を使って一面あたり 3 つの数値（x，y，

z）を算出する．この 3 つの数値を面の数だけ繋げて出力する必要があったのだが，ベクトルと c 関数

で解決できた． 

 プログラム例は以下のとおりである． 
    # 底面法線ベクトルの算出 

    for (j in 1:vertex) { 

      k = j － 1 

      l = j + 1 

      if (k == 0) {k = vertex} 

      if (l > vertex) {l = 1} 

      p1 = c(xb[k], yb[k], zb[k]) 

      p2 = c(xb[j], yb[j], zb[j]) 

      p3 = c(xb[l], yb[l], zb[l]) 

      Nor = c(Nor, F_normal_vector (p1, p2, p3)) 

    } 

 さらに，ファイルへの出力には，「sink」と「cat」を使う．この２つもたいへん有用であった． 

 プログラム例は以下のとおりである． 
    sink(file = "fileoutput.dae", append = TRUE, split = TRUE) 

    cat ("¥t¥t¥t¥t¥t¥t", Nor, "¥n") 

    sink() 

 「sink」で出力するファイルを指定して，表示されたベクトルと c 関数で作った文字列を「cat」で書

き出す． 

 

 “Stera_R”においてモデリング言語を DXF ファイル，OBJ ファイルから COLLADA ファイルに変

更したことで，新たに必要になったのが法線ベクトルの計算である． 

 法線ベクトルとは，面に垂直な単位ベクトルである．３次元 CG では，光源と面のマテリアルから面

の色を決める際に，面の法線ベクトルが必要になる． 

 法線ベクトルは“SketchUp”に読み込まれると全てリセットされるようなので，実際には適当な値

が必要な数だけあれば問題ないとは言える． 

 A・B・C の 3 点で構成されるポリゴンから法線ベクトルを求める方法を説明する． 
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図 6.6 法線ベクトルの算出方法 

 

 

 図 6.6 の直交ベクトルは，ベクトル AB とベクトル AC の外積（cross）である．法線ベクトルはこの

直交ベクトルの単位ベクトルとなる． 

 まず法線ベクトルの求め方だが，3 点 ABC の座標を以下のとおりとする． 

  A（ax，ay，az），B（bx，by，bz），C（cx，cy，cz） 

 ベクトル AB を V1，ベクトル AC を V2 とすると，V1・V2 の 3 要素（x，y，z）は次のようになる． 

  V1 = Vector1 = [bx－ax，by－ay，bz－az] 

  V2 = Vector2 = [cx－ax，cy－ay，cz－az] 

 外積の 3 要素（x，y，z）は次のようになる． 

  cross－x = （by－ay）（cz－az）－（bz－az）（cy－ay） 

  cross－ｙ = （bz－az）（cx－ax）－（bx－ax）（cz－az） 

  cross－ｚ = （bx－ax）（cy－ay）－（by－ay）（cx－ax） 

 直交ベクトルの長さを以下のとおり求める． 

  length = √（cross－x × cross－x ＋ cross－ｙ × cross－ｙ ＋ cross－ｚ × cross－ｚ） 

 法線ベクトルの 3 要素（x，y，z）を以下のとおり求める． 

  Normal－x = cross－x ÷ length 

  Normal－y = cross－y ÷ length 

  Normal－z = cross－z ÷ length 

 

 “Stera_R”では，この法線ベクトルの算出を関数にしている．以下のとおりである． 

# 法線ベクトルを求める 

F_normal_vector <－ function (p1, p2, p3) { 

  v1 = array(dim = c(3)) 

  v2 = array(dim = c(3)) 

  cross = array(dim = c(3)) 

  for (j in 1:3) { 

    v1[j] = p1[j] － p2[j] 

  } 
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  for (j in 1:3) { 

    v2[j] = p3[j] － p2[j] 

  } 

  for (j in 1:3) { 

    cross[j] = v2[(j+1)%%3+1]*v1[(j+2)%%3+1] － v2[(j+2)%%3+1]*v1[(j+1)%%3+1] 

  } 

  length = sqrt(cross[1] * cross[1] + cross[2] * cross[2] + cross[3] * cross[3]) 

  normal = array(dim = c(3)) 

  for (j in 1:3) { 

    normal[j] = cross[j] / length 

  } 

  return(c(normal[3], normal[1], normal[2])) 

} 

 １つの面の隣接する 3 頂点の座標値より法線ベクトルの 3 要素（x，y，z）をそれぞれ求める．それ

を c 関数でベクトルに繋げていくわけである． 
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6.6 DEM データによる地形のモデリング 

 地面（地表面）の標高データ（地盤高さ）があるなら，このデータから地面（地表面）が造れる（モ

デリングできる）のではないかと考えたのは 2009 年頃であった． 

 この頃に入手できたのは数値地図 50ｍメッシュ（標高）であった．日本－Ⅰ，Ⅱ，Ⅲに３区分されて

CD-ROM で販売されていたと記憶している． 

 数値地図 50ｍメッシュ（標高）のデータ（以下，MEM データ）は，日本全体が約 1 平方 km の第３

次地域区画の標準地域メッシュで区切られている．その区画を区分する四隅の情報は経緯度で示されて

いた． 

 この四隅の経緯度を平面直角座標系に変換する．1 つの標準地域メッシュには，東西方向 200 個，南

北方向 200 個のデータがある．標高データの座標が等間隔に分布していると仮定して，各標高点の X･

Y 座標を計算で求めた． 

 地面としてモデリングする際には，３角ポリゴンを使用した．標高点は区画の左上（北西端）から右

下（南東端）方向に記録されている． 

 そこで，起点となる標高点の右隣（東側）の標高点と 1 行下側（南側）の標高点を使った３角ポリゴ

ンとして面データを作る．次の３角ポリゴンは，先ほど使用した起点の右側（東側）の標高点と下側（南

側）の標高点に，起点の下右側（南東側）の標高点を使用して３角ポリゴンを作る．これを交互に繰り

返して区画全体の３角ポリゴンをモデリングするという方法を取った． 

 下に示す図 6.14 は，愛知県の知多半島と中部国際空港（セントレア）の人工島である． 

 知多半島は数値地図 50ｍメッシュ（標高）のデータを使ってモデリングしている．見れば判るように，

区画の切れ目部分がうまく繋がっていない． 

 

図 6.7 数値地図 50ｍメッシュ（標高）データによるモデリング結果 
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 2012 年度には標高 10ｍメッシュを国土地理院のウェブサイトからダウンロードして使用することが

できるようになっていた．数値地図 50ｍメッシュ（標高）と標高 10ｍメッシュの違いは，データの精

度にあることはもちろんである．加えて，標高 10ｍメッシュのデータ（以下，DEM データ）は XML

形式であるが，“基盤地図情報ビューア”で Shape ファイルに変換することにより，ベクタデータとし

て扱うことが可能であった． 

 そして，これを“QGIS”に読み込んで「GeoJSON」形式で書き出し，MEM データの場合と同様に

３角ポリゴンを作って地面（地表面）をモデリングした． 

 さらに建物の標高データ（地盤高さ）は，“PostGIS”により DEM データから地盤高を計算して属性

データに入力する方法を見つけることができたので，大幅に省力化することができた． 

 次の図は，北海道江差町の地形をモデリングした 近の成果である． 

 

図 6.8 標高 10ｍメッシュデータによるモデリング結果 

 

 

 数値地図 50ｍメッシュ（標高）と比較して，標高 10ｍメッシュのデータは精度が高いのだが，細か

く見ていくとやはり標高 10ｍメッシュでもデータの粗さが拭えない． 

 国土地理院からは，さらに精度の高い標高 5ｍメッシュが提供され，その提供エリアが順次に拡大さ

れているようである．しかし，微視的に見ると（例えば堤防の傾斜面など）標高 5ｍメッシュでも粗い

という場合があり，どこで折り合いを付けるかはなかなか難しい問題と言えるであろう． 

 

 2012 年度に標高 10ｍメッシュを国土地理院のウェブサイトからダウンロードして使用することがで

きるようになって以降，数値地図 50ｍメッシュ（標高）（MEM データ）から地形モデルをモデリング

したと同様に，標高 10ｍメッシュのデータ（DEM データ）から地形モデルをモデリングするようにし

た． 
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 MEM データの場合は，東西方向 200 個，南北方向 200 個のデータがあり，これらが等間隔に分布し

ていると仮定して，第３次地域区画の標準地域メッシュの四隅の座標から，各標高点の X･Y 座標を計

算で求めることができた． 

 しかし，DEM データの場合は，“QGIS”に読み込んで「GeoJSON」形式で出力したファイルを使用

するわけだが，このファイルの中味は，各標高点の X･Y 座標と標高値のセットがタテ方向に 1 行ずつ

並んで記述されている． 

 さらに，MEM データとは異なり海等の部分はデータが存在しないため，（m×n）の２次元配列にそ

のままでは格納することができないのである． 

 しかも，DEM データの並び方は，画面に対して水平・垂直には並んでいない．よって，対象範囲を

矩形に選択しても，DEM データの並びは 4 つの辺に対して平行には選択されない． 

 

図 6.9 DEM データの解析(1) 

 
 

 このため選択されたデータを２次元配列に格納しようとすると，左上（北西）部分や右下（南東）部

分にデータが無い空白部分ができてしまう．さらに，中間部分においても左右（東西）方向のデータ数

が 1 つ足りない個所もできてしまう． 

 これら空白部分はそのままでは欠損値（NA)となってしまうため補間する必要がある．このことは内
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部に空白部分がある場合でも同様である． 

 こうした補間を行うにおいて問題となるのは，左（西）側，右（東）側，そして内部にある空白部分

の箇所（データ）数をいかにして算出するかである． 

 その算出方法としては次の 3 つが考えられる． 

1）左（西）側は，左（西）端からの空白部分の距離（長さ）を X 座標の平均間隔で割り算して箇所（デ

ータ）数を求める． 

2）右（東）側は，右（東）端からの空白部分の距離（長さ）を X 座標の平均間隔で割り算して箇所（デ

ータ）数を求める． 

3）内部は空白部分の距離（長さ）を X 座標の平均間隔で割り算して箇所（データ）数を求める． 

 X 座標の平均間隔は隣り合う X 座標値の差の 小値とした．X 座標の間隔は，上（北）の方が狭く，

下（南）の方が広くなっており，同じ行（段）では等間隔になっている．平均値とすることも考えられ

たが，平均値により求めると空白部分の X 座標値の差という外れ値の影響が大きく出る場合があるため

である． 

 そして，空白部分の箇所（データ）数を加えた行（段）全体のデータ数が，２次元配列の X 座標値の

データ数（1 行（段）当たりのデータ数の 大値）と一致するかを確認する． 

 ２次元配列の大きさの決め方は次のとおりである． 

 行（段）については，X 座標値が 1 つ前の X 座標値より小さくなったときに改行されたと判断する．

この改行された回数を数えることによって，２次元配列の Y 方向（南北）の大きさを決める． 

 列については，改行されるまでの X 座標とのデータ数の 大値により X（東西）方向の配列の大きさ

を決める． 

 上記の方法で行（段）数を求める方法では，左（西）端から右（東）端まで帯状に空白部分がある場

合，空白部分の距離（高さ）を Y（南北）方向の平均高さで割り算して空白部分の箇所（データ）数を

求める必要がある． 

 この時，Y（南北）方向の平均高さをどのようにして求めるかが問題である．同じ列にある上下のデ

ータの Y 座標値の差を求め，これが一定値（X 座標の平均間隔の 1.5 倍以下）である値から求めた． 
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図 6.10 DEM データの解析(2) 

 

 

 左下（南西部）と右上（北東部）に空白部分（海等）があるような細長い斜めの地形形状も考えられ

る． 

 この場合，X（東西）方向の２次元配列の大きさは も X（東西）方向に幅が広い部分により決まる

ことになるが，DEM データの数だけできめることはできない．内側に空白部分がある場合は，この空

白部分も２次元配列の X（東西）方向の大きさに含めなければならない． 

 そのようにして X（東西）方向の大きさを決めたうえで，左（西）側，右（東）側の空白部分にデー

タを補間する場合，左（西）端，右（東）端を限界としてデータを補間する必要がある． 

 しかし，上下の行（段）の間において も左に来る X 座標値の差が大きい場合は，３角メッシュの形

状が非常に歪になる場合が考えられる． 

 このため，X 座標値の左（西）端から右（東）端の間の大きさの２次元配列を作った方が，モデリン

グの結果が美しくなり，空白部分のデータ補間もやりやすくなると言える． 

  



49 
 

図 6.11 DEM データの解析(3) 

 
 

 ２次元配列（マトリックス）の大きさの決め方については上記のとおりである．これについてもう少

し補足しておく． 

 X（東西）方向のデータ数の決め方は，X 座標値の 大値と 小値の差を，X 座標値の平均間隔の

小値で割り算するというものである．これにより X（東西）方向のマトリックスのマス目の数が求まる

ので，これに 1 を加えると X（東西）方向のデータ数となる． 

 同様に Y（南北）方向のデータ数の決め方は，各行（段）の Y 座標値の平均値を求める．なぜ平均値

を求めるかというと，左（西）端と右（東）端では Y 座標値が異なるためである．この差は，対象範囲

が大きくなればなるほど差も大きくなる． 

 そして，Y 座標値の平均値より Y 座標の平均間隔を求める．この時，Y 座標の平均間隔が X 座標値の

平均間隔の 1.8 倍以上の場合は，この間に帯状の空白部分があると判断して，この平均間隔は外れ値と

して除外する． 

 このようにして求めた Y 座標の平均間隔を累積し，累積合計を累積回数で割り算して，Y 座標値の平

均間隔を求める． 

 次いで，Y 座標値の 大値と 小値の差を，Y 座標の平均間隔で割り算するというものである．これ

により Y（南北）方向のマトリックスのマス目の数が求まるので，これに 1 を加えると Y（南北）方向

のデータ数となる． 
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 なお，Y 座標値の 大値と 小値の差を求めるとき，この 大値と 小値は必ずしも 上段ならびに

下段の行（段）のデータによるものとなっていない場合がある．これは，DEM データの並び方が，

画面に対して水平・垂直には並んでいないためである． 

 よって，上記の計算方法のままでは空白部分を有する 上段ならびに 下段の行（段）が含まれない

場合が生じる．そこで，これを補うために，各行(段）の左（西）端と右（東）端のＹ座標値の差（傾き）

の平均値を Y（南北）方向の大きさに加算して，これを Y 座標の平均間隔で割り算して Y（南北）方向

のマトリックスのマス目数を求めることとした． 

 

図 6.12 空白データの補間方法 
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図 6.13 マトリックスのマス目の算出方法 

 

 

 ２次元配列（マトリックス）の大きさを決めた後，２次元配列にデータを割り付ける方法は以下のと

おりである． 

 1 番 初のデータは必ず 1 行（段）目に来る．なお，1 番 初のデータならびに各行（段）の 1 番目

のデータは，左（西）端に来るとは限らないので，左（西）端からの距離を調べる． 

 この時，左（西）端からの距離が X 座標の間隔の 0.9 倍よりも小さい場合は空白部分がないとして，

このデータを 1 列目（例えば[1， 1]）に格納する． 

 しかし，左（西）端からの距離が X 座標の間隔の 0.9 倍よりも大きい場合は，その距離（長さ）を X

座標の間隔で割り算して，空白部分の個数を求める． 

 そして，1 列目から空白部分を加えた列（1+blunk）に 1 番目のデータを格納して，空白部分の列は

標高を 0 として，X・Y 座標については左（西）端および下（南）端からの距離（長さ）を比例按分に

より求めた値を配列に格納する． 

 2 番目以降のデータは，1 つ前のデータとの X 座標値の差が X 座標の間隔の 1.1 倍以内であれば，そ

の次の列に格納する．しかし，1 つ前のデータとの X 座標値の差が X 座標の間隔の 1.1 倍よりも大きい

場合は，その距離（長さ）を X 座標の間隔で割り算して空白部分の個数を求める． 

 そして，1 つ前のデータの列に空白部分の個数を加えた列に，そのデータを格納する．さらに，1 つ

前のデータの次の列から現在のデータを格納した 1 つ手前の列まで，標高を 0 として，X 座標について

は 1 つ前のデータからの距離（長さ）を比例按分により求め，Y 座標については 1 つ前のデータと同じ
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座標値を配列に格納する． 

 X 座標値が 1 つ前のデータの X 座標値より小さい場合は，改行されて次の行（段）に移動したことを

示していると言える．ここで，改行される前の行（段）の 後の列番号が，列番号の 大値よりも小さ

い場合は，その小さい数だけの空白部分があると判断されるので，標高を 0 として 後のデータの X・

Y 座標より X・Y 座標を求めて配列に格納する． 

 上記の手順をフローに示したものが図 6.14 である． 

 

図 6.14 DEM データのモデリングフロー 

 

 

このようにモデリングの方法を検討した結果，ようやく“DEM2Geo.R”が完成した．まだ謎のバグ

が残っているとは言うものの一応の区切りがついたと考えている． 
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7．基盤地図情報の利用方法 

7.1 基盤地図情報のダウンロード 

 インターネット・ブラウザで，国土地理院の「基盤地図情報 ダウンロードサービス」サイト

（http://fgd.gsi.go.jp/download/ 2015 年８月アクセス）にアクセスする． 

 

図 7.1 基盤地図情報のダウンロードサイト 

 

 ログインする．初めて利用する場合は，新規登録が必要である．ID とパスワードを入力するとアン

ケートの画面に変わる．それぞれの利用目的をチェックして次に進む． 

 ダウンロードファイル形式を選択する画面では，まず「基盤地図情報基本項目」を選択する． 

 

図 7.2 ダウンロードファイル形式選択画面 
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 ダウンロードする地域は，地図から選択する方法とリストから選択する方法がある． 

 

図 7.3 ダウンロード地域の選択方法(1) 

 
 

 地図から地域を選択する方法では，対象のメッシュを選択して「選択完了」ボタンをクリックする． 

 

図 7.4 地図からのダウンロード地域選択(1) 
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ダウンロードファイルリストが表示される．次に数値標高モデルをダウンロードするので，ここでは

「別の基盤地図情報を追加」ボタンをクリックする． 

 

図 7.5 ダウンロードファイルリスト(1) 
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7.2 数値標高モデルのダウンロード 

 「基盤地図情報基本項目」の場合と同様に，条件選択の画面では，地図から選択する方法とリストか

ら選択する方法がある．また，両者共に 5ｍメッシュと 10ｍメッシュの何れかを選択する． 

 

図 7.6 ダウンロード地域の選択方法(2) 

 

 

 地図から地域を選択する方法では，対象のメッシュを選択して「選択完了」ボタンをクリックする．

「基盤地図情報基本項目」の場合と同様である． 

 

図 7.7 地図からのダウンロード地域選択(2) 
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 ダウンロードファイルリストが表示されるので，「全てチェック」ボタンをクリックし，「まとめてダ

ウンロード」ボタンをクリックする． 

 

図 7.8 ダウンロードファイルリスト(2) 

 
 

 ダウンロードフォルダに「PackDLMap」という圧縮されたフォルダが保存される． 
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7.3 Shape ファイルへの変換方法 

 次は基盤地図ビューアをダウンロードするので，ダウンロードファイル形式を選択する画面に戻る．

画面をスクロールすると下の方に表示ソフトウェアとある．「基盤地図情報ビューア」をクリックする． 

 

図 7.9 基盤地図情報ビューアのダウンロードサイト 

 
 

 ダウンロードフォルダに「FGDV」という圧縮されたフォルダが保存される．このフォルダをダブル

クリックする．「FGDV」という圧縮されていないフォルダがある．これを任意の場所（ドキュメント

ライブラリなど）にドラッグもしくはコピー＆ペーストする． 

 基盤地図情報等をダウンロードした「PackDLMap」という圧縮されたフォルダも，任意の場所に移

動しておく． 

 「FGDV」フォルダを開く．“FGDV”というソフトウェアがある．これをダブルクリックする．する

と“基盤地図情報ビューア”が立ち上がる． 

 ビューアの画面をクリックすると「新規プロジェクト作成」というダイアログが表示される．プロジ

ェクトのタイトルは「基盤地図プロジェクト 2015-08-**」というように自動的につけられているが，任

意のタイトルに変更可能である． 

 「追加」ボタンをクリックして，ダウンロードした「PackDLMap」を指定する．そして「OK」ボタ

ンをクリックする． 
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図 7.10 ダウンロードしたファイルの基盤地図情報ビューアへの読込 

 

 

 “基盤地図情報ビューア”に，ダウンロードした基盤地図情報と数値標高モデルが全て表示される． 

 

図 7.11 基盤地図情報ビューアでのダウンロードしたファイルの表示 

 

 

 Shape ファイルに変換する基盤地図情報のみを表示して，その他は非表示にする．表示する基盤地図

情報は，「海岸線」「道路構成線」「道路縁」「水域」「建築物の外周線」と「標高メッシュデータ」であ

る．これら以外は非表示にする． 

 次いで，表示メニューの「拡大」「縮小」「移動」を使って，対象とする範囲が適切に表示されるよう

に画面内を調整する． 
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図 7.12 基盤地図情報ビューアでの拡大表示 

 

 

 基盤地図情報を Shape ファイルに変換する．「エクスポート」メニューから「エクスポート」を選択

する．変換種別は「シェープファイル」とする．「直角座標系に変換」にチェックマークが付いている

ことを確認する．直角座標系は適切な番号の系を選択する．（適切な系が自動的に割り振られるようで

ある．） 

 

図 7.13 Shape ファイルへの変換設定 

 
 

 「（おおむね）現在表示されている要素のみを出力」のラジオボタンを選択する．「OK」ボタンをク

リックする．変換結果を表示するダイアログが表示される．「OK」ボタンを押して完了である．「FGDV」

フォルダがある任意の場所に，Shape ファイルに変換された各種の基盤地図情報が出力されている．

Shape ファイルは，「.shp」「.shx」「.dbf」「.prj」の 4 種類で 1 セットになっている． 

 次に数値標高モデルを Shape ファイルに変換する．「エクスポート」メニューから「標高メッシュを

シェープファイルへ出力」を選択する．表示されたダイアログで，「直角座標系に変換」のチェックマ

ークと直角座標系の番号を確認する．さらに，「（おおむね）現在表示されている要素のみを出力」が選
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択されていることを確認する．フォルダアイコンをクリックして出力先ファイルを指定する．ファイル

名は，「標高 10ｍメッシュ」など判り易い名前をつければ良いであろう． 

 「OK」ボタンをクリックする．指定した場所に指定したファイル名で出力されていることを確認す

る．この場合も Shape ファイルは，「.shp」「.shx」「.dbf」「.prj」の 4 種類で 1 セットになっている． 
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8．建物属性データの追加方法 

8.1 QGIS のインストール 

 先ず“QGIS”をインストールする．“QGIS"のダウンロードサイト（https://www.qgis.org/ja/site 

/forusers/download.html 2015 年 8 月アクセス）にアクセスする． 

 「Latest release」よりも「Long term release」の方が安定しており安心して使えるのではないかと

思われる．マシン（PC）のスペックに応じて，32bit か 64bit を選ぶ．（32bit マシンか 64bit マシンか

は，「スタート」メニューの「コンピューター」で右クリックし，「プロパティ」を表示すればシステム

の種類で確認できる．） 

 

図 8.1 QGIS のダウンロードサイト 

 
 

 アイコンをクリックするとダウンロードが始まる．「ダウンロード」フォルダにダウンロードされた

Setup ファイルをダブルクリックする．後は，ダイアログに従って“QGIS”をインストールする．「イ

ンストールコンポーネントを選択」の画面では，何も選択しなくて良いと思う． 

 インストールが完了すると，デスクトップにショートカットが 4 個程度作られているはずである．

“QGIS Desktop”をダブルクリックして“QGIS”を起動する． 
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8.2 Shape ファイルの読込と CSV ファイルの出力 

 起動した“QGIS”において，「レイヤ」メニューの「レイヤの追加」－「ベクタレイヤの追加」を選

択する．「ベクタレイヤの追加」ダイアログで「ブラウズ」ボタンをクリックする．そして，“基盤地図

情報ビューア”で Shape ファイルに変換したファイルを選択する．選択するのは 4 種類の Shape ファ

イルの内「.shp」ファイルである． 

 追加するのは「建築物の外周線」「水域」「道路縁」「道路構成線」である．「OGR のサポートするベ

クタレイヤを開く」ダイアログでは，Ctrl キーを押しながらファイルを選択すれば，複数のファイルを

一度に読み込むことができる． 

 

図 8.2 QGIS による基盤地図情報の表示 

 

 

 「建築物の外周線」データに建物属性を追加する．建物属性の編集作業は“Excel”で行うが，その

ために現状の属性データを CSV 形式で出力する． 

 左側フレームのレイヤパネルで「建築物の外周線」を選択し右クリックする．そして，「名前をつけ

て保存する」を選択する． 

 「ベクタレイヤに名前をつけて保存する」というダイアログが表示される．形式は「カンマで区切ら

れた値[CSV]」を選択する．「ブラウズ」ボタンをクリックして保存するファイル名を指定する．特に制

限はないが英数文字の短いファイル名にしておく．「OK」ボタンをクリックする． 
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8.3 Excel による属性情報の編集 

 “QGIS”から出力した CSV ファイルを“Excel”で開く．この時，その CSV ファイルが使用中であ

るとメッセージが出た場合は，「通知」をクリックしてファイルを開き，その後“QGIS”を一旦終了す

る．そうすると，“Excel”の側でファイルの使用が可能になったと表示される． 

 「id」と「名称」の項目以外はすべて列削除する．そして，「名称」は「1_name」に変更する．さら

に，「2_youto」「3_story」「4_yanetype」「5_incline」「6_hiratuma」「7_yanemuki」「8_hisashi」「9_keraba」

「10_yaneatu」「11_zoning」の項目を追加する． 

 各項目にはデフォルト値を一括入力しておく．個々の建物における属性データの修正は“QGIS”に

おいて行う．デフォルト値は，「2_youto」は[1]，「3_story」は[2]，「4_yanetype」は[0]，「5_incline」

は[0.45]，「6_hiratuma」は[1]，「7_yanemuki」は[1]，「8_hisashi」は[0.3]，「9_keraba」は[0.1]，

「10_yaneatu」は[0.3]などとする．「11_zoning」には必要に応じて 12 種類の用途地域のコードを入力

するものであるが，何も入力しなければデフォルト値の「color」設定が適用される． 

 各データの先頭行（２行目）にデフォルト値を入力し，そのセルから 終行までマウスをドラッグし

て範囲選択する．そして，F2 キーを押した後で Ctrl キーを押しながら Enter キーを押す．対象項目に

デフォルト値が一括入力される．その他，先頭行に入力したデフォルト値を範囲選択し，右下の■にマ

ウスを重ねて「＋」にカーソルが変化したら，クリックして 終行までドラッグするという方法もある． 

 これらのデータを 1,000 件以上も地図データに付加することを“QGIS”で行うことは非常に煩雑で

ある．こういう仕事は“Excel”に任せた方が無難である． 

 

図 8.3 Excel による建物属性データの入力 
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8.4 QGIS での属性テーブルの結合と編集 

 建物属性を追加した CSV ファイルを“QGIS”に読み込む．「レイヤ」メニューの「レイヤの追加」

－「ベクタレイヤの追加」を選択する．「ベクタレイヤの追加」ダイアログで「ブラウズ」ボタンをク

リックする．そして，“Excel”で編集した CSV ファイルを選択する． 

 レイヤパネルで「建築物の外周線」を選択して右クリックし，「プロパティ」を選択する．左側タブ

の「結合」をクリックし，パネル左下の「＋」ボタンをクリックする．「ベクタ結合の追加」ダイアロ

グで「結合するレイヤ」に建物属性を追加した CSV ファイルを選択する．「結合フィールド」と「ター

ゲットフィールド」は共に「id」とする．「OK」ボタンをクリックする．元のダイアログに戻ったら「OK」

ボタンをクリックする． 

 レイヤパネルで「建築物の外周線」を選択して右クリックし，「属性テーブルを開く」をクリックす

る．元の属性データの後ろの列に建物属性のデータが追加されていることを確認する．しかし，これは

「建築物の外周線」の属性テーブルへ実際に建物属性が追加されたわけではなく，“QGIS”がプログラ

ムでそのように見せているものである．（外部テーブルの参照である．） 

 そこで，「建築物の外周線」の属性テーブルへ実際に建物属性を書き込ませる（内部化する）必要が

ある．レイヤパネルで「建築物の外周線」を選択して右クリックし，「名前をつけて保存する」を選択

する．「形式」は ESRI Shapefile，「ブラウズ」ボタンをクリックし適切な名前をつけて「OK」ボタン

をクリックする．（ファイル名を「建築物の外周線（建物属性）」としたとする．） 

 「レイヤ」メニューの「レイヤの追加」－「ベクタレイヤの追加」を選択する．「ブラウズ」ボタン

をクリックして上記で保存したファイル（「建築物の外周線（建物属性）」）を開く．このファイルでは

建物属性データが内部化されているため，属性項目の編集が可能になっている． 

 

 属性項目の編集にはプラグインの“Table manager”を使う．「プラグイン」メニューの「プラグイ

ンの管理とインストール」を選択する．プラグインの一覧から“Table manager”を選択し，「プラグ

インをインストール」ボタンをクリックする． 
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図 8.4 プラグインのインストール画面 

 
 

 レイヤパネルで「建築物の外周線（建物属性）」を選択し，「ベクタメニュー」から「Tabel Manager」

－「Table manager」を選択する．“Table manager”のダイアログが表示される．「Fields」タブで fid

から名称までを選択し「Delete」する． 

 

図 8.5 TableManager による属性情報の編集 
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 残りの項目は，ファイルを結合する過程で項目名が変更されているため，正しい項目名に修正

（Rename）しておく．項目名の修正が完了したら「Save as」ボタンを押す．「Save as」のダイアログ

が開くので，「ファイルの種類」を ESRI Shapefile としたうえで，新しいファイル名（例えば「建築物

の外周線（建物属性-2）」）をつけて保存する． 

 以上で，建物属性の追加は完了である．個々の建物属性の値は，“QGIS”の編集モードで変更するこ

とができる．「地物情報表示」ツールで対象の建物を選択し，「地物情報」ダイアログを表示する．そし

て，「地物編集フォーム」によって各項目の値を編集する． 

 建物属性データを“Excel”で入力することのメリットは，とにかく必要な項目を全ての建物（地物）

に追加し， も使えそうなダミーデータを入力しておけば，その後の属性データの編集が多いに省力化

できることだと考えている． 
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9．PostGIS の導入による標高データの結合 

9.1 PostGIS のインストール 

 “PostgreSQL”をWebサイト（http://www.enterprisedb.com/products-services-training/pgdownload 

#windows，2015 年 8 月アクセス）からダウンロードする． 

 

図 9.1 PostgreSQL のダウンロードサイト 

 

 

 ダウンロードしたファイルをインストールする際にパスワードの入力を求められる．このパスワード

は PostGIS を QGIS に接続する際に必要になる． 

 

図 9.2 PostgreSQL のパスワード設定 
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 ポート番号はデフォルト（5432）のままで良いと思われる．Locale はプルダウン・リストから

「Japanese, Japan」を選べば良いであろう． 

 

図 9.3 PostgreSQL のポート設定 

 

 

 “PostgreSQL”のインストールが終了すると，“スタックビルダ”を起動するチェックマークが付い

ていることを確認して「Finish」ボタンをクリックする． 

 

図 9.4 PostgreSQL のインストール終了画面 
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 “スタックビルダ”が起動したら，プルダウンリストからサーバ（PostgreSQL 9.* on port 5432 な

ど）を選択する．（ネットワーク環境によっては Proxy サーバの設定が必要になる．） 

 

図 9.5 スタックビルダの起動画面 

 

 

 次にアプリケーションソフトのリストが表示される．この中から，「Spatial Extensions」－「PostGIS 

2.* Bundle for PostgreSQL v2.1.* など」を選択する． 

 

図 9.6 PostGIS の選択画面 
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 「次へ」ボタンを２回クリックするとダウンロードが始まる．そして，インストールを促すダイアロ

グが表示されたら「次へ」ボタンをクリックする． 

 「I Agree」ボタンをクリックして続ける．次の画面では「Create spatial database」のチェックを付

けておくことが重要である．後は「Next」ボタンを２回クリックして進める． 

 

図 9.7 PostGIS のインストール画面 

 

 

 「Database Connection」の画面では，Password の欄に PostgreSQL をインストールする際に入力

したパスワードを入れる．そして「Next」ボタンをクリックする． 

 

図 9.8 PostGIS のデータベース設定 
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 「Databese Name」はデフォルトのままで良いと思いわれる．「Install」ボタンをクリックする．GDAL

の登録に関して質問されるが，「はい」で良いと思われる．（「はい」を３回クリックする．） 

 以上で PostGIS の導入が終了である． 
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9.2 pgAdminⅢによるサーバへの接続 

 次は PostGIS の使い方である．というよりも“pgAdminⅢ”の使い方と言える．「スタート」メニュ

ーの「すべてのプログラム」－「PostgreSQL」には，“PostgreSQL”というアプリケーションソフト

はない．“pgAdminⅢ”他があるはずである． 初はどういうことかと戸惑うと思う． 

 “pgAdminⅢ”を起動する．左側フレームにスタックビルダでインストールしたサーバが表示されて

いる．それをクリックするとサーバに接続するためにパスワードの入力が求められる．パスワードを入

力してサーバに接続する． 

図 9.9 pgAdminⅢのサーバ接続画面 

 

 サーバに接続したら，データベース＞postgis20＞スキーマ＞public＞テーブルの順に開いていく． 

 

図 9.10 pgAdminⅢにおけるテーブルの選択画面 
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 なお，以降の作業を行う前に，PostgreSQL の文字コードの設定を行う必要がある． 

 “pgAdminⅢ”の「ファイル」メニューから「postgresql.conf を開く...」を選択する．「構成ファイ

ルを開く」のダイアログから「C:¥ProgramaFiles¥postgreSQL¥9.*¥data」にある「postgresql.conf」

というファイルを指定して開く． 

 「バックエンド構成エディタ」というダイアログが開く．この中から「client_encoding」という項目

を探し，これをダブルクリックする．そして，開かれたダイアログにある「可能」の項目にチェックマ

ークを付け，「値」を sql_ascii から SJIS に変更する．そして，「OK」ボタンをクリックする． 

 

図 9.11 バックエンド構成エディタによる文字コード設定 
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 「バックエンド構成エディタ」というダイアログに戻る．「ファイル」メニューの「保存」をクリッ

クする．そして，「終了」させる．さらに，“pgAdminⅢ”も終了させる． 

 次に，「スタート」メニューから「コントロールパネル」－「システムとセキュリティ」－「管理ツ

ール」－「サービス」をダブルクリックする．「サービス」のダイアログから postgresql-9.*などの項目

を探して選択し，左側上部の「サービスの再起動」をクリックする． 

 

図 9.12 管理ツールにおけるサービスの再起動画面 
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9.3 PostGIS のデータベースとテーブルの作成 

 “pgAdminⅢ”を起動してデータベースを作成する． 

 “pgAdminⅢ”に Shape ファイルを読み込ませる．この Shape ファイルは建物属性データの入力（結

合）が終わったファイルである． 

 Shape ファイルを読み込む“PostGIS Shapefile and DBF Loader”は日本語のファイル名（パス名）

が通らないため，ファイル名を英数字に変更して，C:¥に Shape ファイルのセット（.shp，.shx，.dbf）

を置く． 

 「スタート」メニューの「すべてのプログラム」－「PostGIS 2.0 for PostgreSQL...」から“PostGIS 

Shapefile and DBF Loader”を選択する． 

 「View connection details」のボタンをクリックし，ユーザ名 [postgres] とパスワード，データベ

ース名 [posgis20] などサーバの情報を入力する． 

 「Add File」ボタンをクリックして，C:¥に置いた Shape ファイルを指定し「Open」ボタンをクリ

ックする． 

 「Options」ボタンをクリックして，「DBF file character encoding」を UTF-8 から SJIS に変更する．

そして，「OK」ボタンをクリックする．元のダイアログに戻ったら「Import」ボタンをクリックする． 

 

図 9.13 DBF file character encoding の設定画面 
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 Shape ファイルのインポートに成功して，“pgAdminⅢ”に戻ったら「ビュー」メニューから「リフ

レッシュ」を行う．インポートされた Shape ファイルが右上フレームのプロパティに表示されるはずで

ある． 

 建物属性を追加した「建築物の外周線」の Shape ファイルを読み込んだら，続いて標高 5ｍ（10ｍ）

メッシュの Shape ファイルを読み込む． 
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9.4 pgAdminⅢによる標高データの結合 

 “pgAdminⅢ”に，建物属性を追加した「建築物の外周線」の Shape ファイルと，「標高 5ｍ（10ｍ）

メッシュ」の Shape ファイルが読み込まれているとする． 

 ここからは SQL の機能を使って標高データを「建築物の外周線」に追加する．「ツール」メニューの

「クエリーツール」もしくは SQL のアイコンをクリックする． 

 １番目に作成するクエリー（1_CT_centroid.sql）は， 

    CREATE TABLE cent AS 

    SELECT gid, st_centroid (geom) 

    AS centroid 

    FROM building; 

である．建物属性を追加した「建築物の外周線」の Shape ファイル（＝building）の geometry データ

より建物外周線の頂点座標から中心座標を求めて「cent」というファイルを作る． 

図 9.14 Query - 1_CT_centroid.sql 

 

 

 ２番目に作成するクエリー（2_MT_centroid.sql）は， 

    CREATE TABLE building_C AS 

    SELECT 

     g.centroid, 

     a.* 

    FROM cent g 

    JOIN building a 

    ON a.gid = g.gid; 

である．１番目のクエリーで作成した「cent」というファイルを「building」に結合して「building_C」

というファイルを作成する．（中心座標が「centroid」という項目名で追加される．） 
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図 9.15 Query - 2_MT_centroid.sql 

 

 

 ３番目に作成するクエリー（3_CT_sealevel.sql）は， 

    CREATE TABLE level AS 

    SELECT 

     l.標高, 

     c.* 

    FROM hyoukou10m_mesh AS l 

    JOIN cent AS c 

    ON ST_DWithin(c.centroid, l.geom, 10); 

である．「cent」というファイルと「標高 10ｍメッシュ」の Shape ファイル（hyoukou10m_mesh）を

結合して「level」というファイルを作る．このクエリーでは，建物外周線の頂点座標から求めた中心座

標から半径 10ｍ以内の標高データを「hyoukou10m_mesh」から抽出している．中心座標により様々で

あるが，１件の建築物に対して複数の標高データが抽出される可能性がある． 
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図 9.16 Query - 3_CT_sealevel.sql 

 

 

 ４番目に作成するクエリー（4_CT_group.sql）は， 

    CREATE TABLE level_g AS 

    SELECT gid, AVG(標高) 

    FROM level 

    GROUP BY gid; 

である．「level」というファイルに保存されている標高値データは 1 件の建築物に対して複数存在する

場合がある．そこで，これらから平均値（average）を算出して，各建築物の平均標高（地盤高）を求

めて「level_g」というファイルを作成する．（標高値データが 1 つしかない場合は，それがそのまま地

盤高となる．） 
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図 9.17 Query - 4_CT_group.sql 

 

 

 ５番目に作成するクエリー（5_MT_sealevel.sql）は， 

    CREATE TABLE building_hyoukou AS 

    SELECT 

     l.avg, 

     a.* 

    FROM level_g l 

    JOIN building_c a 

    ON a.gid = l.gid; 

である．４番目のクエリーで求めた平均標高（地盤高）の「level_g」を，「building_c」というファイ

ルに結合して，「building_hyoukou」というファイルを作成する． 

 この「building_hyoukou」は建築物の平均標高（地盤高）が追加された Shape ファイルとなってい

る．（平均標高（地盤高）が「avg」という項目名で追加される．） 
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図 9.18 Query - 5_MT_sealevel.sql 

 

 

 “pgAdminⅢ”の右上フレームの「プロパティ」には，クエリーの実行により作成されたファイル（テ

ーブル）が追加されているはずである． 

図 9.19 pgAdminⅢ 

 

 

 以上で“pgAdminⅢ”での作業は終了である．次は，作成したファイルを“QGIS”に読み込む． 
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9.5 PostGIS レイヤの追加と属性テーブルの編集 

 “QGIS”の「レイヤ」メニューで「PostGIS レイヤの追加」をクリックする．表示されたダイアロ

グの「新規」をクリックする． 

 「名称」は PostgreSQL 9.2，「サービス」は空欄，「ホスト」は localhost，「データベース」は postgis20

など選択したデータベース名，「SSL モード」は禁止（デフォルト），「ユーザ名」は postgres，「パスワ

ード」はそれぞれが設定したパスワードである． 

 「ユーザ名の保存」にチェックマークを入れて，「接続テスト」のボタンをクリックする．問題なけ

れば「（データベース名）への接続に成功しました」と表示される． 

 「OK」ボタンをクリックすると，「PostGIS テーブルを追加」のダイアログに戻る．「接続」ボタン

をクリックする．「証明書入力」のダイアログでパスワードを入力して，「OK」ボタンをクリックする． 

 元のダイアログに戻ると「スキーマ」に public が追加されている．「＋」をクリックして展開させる．

そして，“pgAdminⅢ”で作成した（平均標高を追加した）「テーブル」名を選択して「追加」ボタンを

クリックする．「空間参照システム選択」のダイアログが表示されるので，CRS（座標参照システム）

を選択して，「OK」ボタンをクリックする． 

 

図 9.20 PostGIS テーブルの追加 

 
 

 追加された Shape ファイルの属性テーブルを開く．「avg」という項目と「centroid」という項目が追

加されていることを確認する． 

 「ベクタ」メニューから“Table manager”を選択する．「centroid」と「gid」は削除（Delete）す

る．「avg」は「hyoukou」と名前を変更（Rename）する．そして，項目の順番を「id」の次に移動（Move 

Down）する． 
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 「Save as...」ボタンをクリックし，「ESRI Shapefile」形式で名前を付けて保存する．「空間参照シ

ステム選択」のダイアログが表示されるので，CRS（座標参照システム）を選択して，「OK」ボタンを

クリックする．そして，“Table manager”を閉じる． 

 「レイヤ」メニューの「ベクタレイヤの追加」を選択して，“Table manager”で編集し保存した Shape

ファイルを選択して追加する．属性テーブルを開き，「id」の次に「hyoukou」が追加されていることを

確認する． 

 

図 9.21 TableManager による編集 

 

 

 以上までが，PostGIS を使った標高データの結合方法である．いささか煩雑ではあるが，以前のよう

に建築物 1 件ごとに標高値を手入力することを考えれば大幅な省力化である．是非，この方法に取り組

んでもらいたいと思っている． 
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10．QGIS における建物データの編集 

10.1 建物属性データの修正方法 

 本システムで３次元都市モデルを作成するためには，“QGIS”で地図データに建物の属性情報を付加

する必要がある． 

 全ての建築物を箱モデル（陸屋根のビル形状，傾斜屋根を持たない）とするのであれば，階数を除き

建物属性データの編集を行う必要はない．また，建物属性データの編集は，区域全体の建築物を対象と

する必要もないと思われる． 

 ３次元都市モデルを作成する目的によると思うが，都市全体としての建物ボリュームを見るだけであ

れば箱モデルでも十分かもしれない．なお，それであれば“GoogleEarth”を使用すれば事足りると言

える． 

 本モデルに関心を示す方は，３次元都市モデルを用いた景観検討や，CIM の試行的な導入を考えてい

る方だと思っている．であれば，対象とした区域全体の中に重要とする区域があるはずであるから，そ

の区域内の建築物の建物属性データを重点的に編集すればよいと考える． 

 また，建物属性データの編集作業においては，建築物の外周線の頂点データを編集する場合がある．

こうした作業は重要な区域でこそ行うべき作業になると思われる． 

 

 建物属性データの編集内容は以下のとおりである．単純な箱モデルであれば高さ（階層）データの付

加だけであるが，傾斜屋根モデルの場合は，屋根形状に関する属性データが必要になる． 

1_name    － 基盤地図情報に「名称」という項目がある．そのまま流用すれば良いと思われる．特

に追加するデータがなければそのままで問題ない． 

2_youto   － 建物用途に応じてコード番号（1～5）を入力する． 

 ＜1.住宅，2.店舗，3.オフィスビル，4.商業ビル，5.マンション＞ 

 基本的な階高は 3.3ｍに設定しているが，商業ビルなどはこれよりも高い階高に設定する必要があ

る．なお，現ヴァージョンの Stera_R では“2_youto”は未対応であるため，空白のままでも問題は

ない．今後は，建物用途に応じて基準階の高さを変える予定である． 

3_story   － 建物の地上階層（ペントハウス除く）を入力する．階数を整数値で入力する． 

 建物階数の把握は現地調査が望ましいが，住宅地図により得られる情報で十分だと思われる． 

4_yanetype－ 屋根タイプに応じてコード番号（0～4 or 8）を入力する． 

 ＜0.陸屋根，1.切妻，2.寄棟，3.入母屋，4.片流れ，8.町家･長屋＞ 

 傾斜屋根（日本家屋）の屋根種別である．屋根タイプの判断は現地調査が望ましいが，空中写真に

よる判断でも十分だと思われる． 

5_incline － 傾斜屋根モデルの屋根勾配である．0～1.0 の数値を入力する． 

 デフォルト値は「0.45」である．地域特性を考慮して，４寸勾配～５寸勾配で設定すればよいと思

う．「4.片流れ」の場合には２寸勾配～３寸勾配で設定すればよいと思われる． 

 「0.陸屋根」にこの項目は関係ないが，データが入力されていても無視される． 

6_hiratuma－ “4_yanetype”の「1.切妻」において妻面と平面の「1.入れ換えなし」，「2. 入れ換え

あり」を指定するものである． 

 道路側（建物正面）に屋根面が見えるのが平入り，屋根面は見えずに三角の壁（妻壁）が見えるの

が妻入りである．建物前面（道路側）より切妻屋根に対する入り方向を決めるものである．現状では
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平面座標の始点によりコントロールされるため，モデリング結果を見て修正することで対応する．今

後は，平入り・妻入りの指定方法を改善する予定である． 

7_yanemuki－ “4_yanetype”の「4.片流れ」において屋根の流れ方向を指定するものである． 

 建物前面（道路側）に対する流れ方向を指定する． 

 ＜（頂点 1-2 の辺に対し）1.正方向，2.反時計回り 90°回転，3.逆方向，4.時計回り 90°回転＞ 

 現状では平面座標の始点にコントロールされるため，モデリング結果を見て修正することで対応す

る．今後は，屋根の流れ方向の指定方法を改善する予定である． 

8_hisashi － 本屋根の軒の出の深さ（長さ）を指定する．単位はｍである． 

 （hisashi としているが本来は noki とするのがが正しいようである．）デフォルト値は「0.3」であ

る．地域特性を考慮して，「0.3～0.5」（ｍ）で設定すればよいと思われる． 

9_keraba  － 本屋根の破風（妻面）側の出の長さ（厚み）を指定する．単位はｍである． 

 デフォルト値は「0.1」である．地域特性を考慮して，「0.1～0.3」（ｍ）で設定すればよいと思われる． 

10_yaneatu － 本屋根の垂木＋瓦（屋根葺き材料）の厚みである．単位はｍである． 

 デフォルト値は「0.3」である．地域特性を考慮して，「0.3～0.5」（ｍ）で設定すればよいと思われる． 

11_zoning   － 用途地域に応じてコード番号（1～12）を入力する． 

 ＜1. 第一種低層住居専用地域，2. 第二種低層住居専用地域，3. 第一種中高層住居専用地域，4. 第二

種中高層住居専用地域，5. 第一種住居地域，6. 第二種住居地域，7. 準住居地域，8. 近隣商業地域，

9. 商業地域，10. 準工業地域，11. 工業地域，12. 工業専用地域＞ 

 用途地域ごとに指定された色で建築物を着色して表示する．なお，この機能はオプションであるた

め，空白のままでも問題はない．デフォルト値の「color（1, 1, 1, 1）」で表示される． 

 

表 10.1 建物属性データのコード設定 

 

 

 建物階数については，一般的な住宅の場合，木造 2 階建てを想定して「2」とすればよいと思われる．

小屋や東屋のように小規模な建物の場合は「1」で問題ないと思われる． 

 陸屋根のビル等の場合は，3 階建て以上の建物が多いと思われる．これらについては，住宅地図によ

り階数を調べる． 

 ゼンリンの住宅地図が市販されている．また，図書館で住宅地図の閲覧やコピーが可能である．さら

に，ゼンリン住宅地図のプリントサービス（http://www.zenrin.co.jp/j-print/ 2015 年 8 月アクセス）

がある．インターネットから必要なエリアを選択・予約し，コンビニエンスストア店頭のマルチコピー

機で印刷するものである．A3 カラー，縮尺 1/1,500，1 枚 300 円（税込）である． 

 市販の住宅地図（B4 版冊子）の場合，建物階数は建物形状の右下隅等に「3F」などと書かれている

名前 用途 階数 屋根形状 屋根勾配 平入り・妻入り 流れ方向 庇・軒 けらば 屋根厚さ 用途地域
1_name 2_youto 3_story 4_yanetype 5_incline 6_hiratuma 7_yanemuki 8_hisashi 9_keraba 10yaneatu 11zoning

1 住宅 0 陸屋根 0.45 1 入れ換えなし 1 頂点1-2方向へ流れ落ちる 0.3m 0.1m 0.3ｍ 1 第一種低層住居専用地域

2 店舗 1 切り妻 2 入れ換えあり 2 頂点2-3方向へ流れ落ちる 2 第二種低層住居専用地域

3 オフィスビル 2 寄せ棟 3 頂点3-4方向へ流れ落ちる 3 第一種中高層住居専用地域

4 商業ビル 3 入母屋 4 頂点4-1方向へ流れ落ちる 4 第二種中高層住居専用地域

4 片流れ 5 第一種住居地域

8 町家・長屋 6 第二種住居地域

7 準住居地域

8 近隣商業地域

9 商業地域

10 準工業地域

11 工業地域

12 工業専用地域
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場合が多い．こうした情報と共に，住宅地図の巻末にある「別記」を見れば詳しい階数を知ることがで

きる．これに対してゼンリン住宅地図のプリントサービスでは，建物階数を地図上から詳しく知ること

ができる． 

 

 “QGIS”における建物属性データの編集について説明する． 

 レイヤで，建物属性データと平均標高が入力された「建築物の外周線」を選択する．「レイヤ」メニ

ューで「編集モード切替」を選択する． 

 「ビュー」メニューの「地物情報表示」を選択する．そして，建物属性データを編集する建築物（地

物）を選択する． 

 「地物情報」のダイアログに属性情報が表示される．「（アクション）」の左側の「＋」ボタンをクリ

ックして「地物編集フォーム」を表示する．この「地物編集フォーム」をクリックすると，「地物属性」

というダイアログが表示される．必要な項目を修正して「OK」ボタンを押す． 

 全ての修正作業を終えたら，「レイヤ」メニューの「レイヤ編集の保存」をクリックする．Shape フ

ァイルが書き換えられる． 

 

図 10.1 地物編集フォームによる建物属性データの編集 
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10.2 空中写真の利用方法 

 屋根形状や屋根の流れ方向については，空中写真により知る方法がある． 

 簡易的に使える空中写真としては，YAHOO!地図，Bing 地図などの他，“Google Earth”がある．こ

れらの空中写真（航空写真）を片方に見ながら，“QGIS”において建物属性データの修正を行うという

やり方である． 

 一方，“QGIS”に空中写真を読み込む方法がある．空中写真と基盤地図情報の地図データをピッタリ

と位置合わせをすれば，レイヤの表示切替や透明度設定により大きな視線移動を伴わずに建物属性デー

タの修正が可能になる． 

 空中写真の入手方法として手軽なのは，国土地理院の Web サイト（http://mapps.gsi.go.jp 

/maplibSearch.do 2015 年 8 月アクセス）からダウンロードする方法である． 

 

図 10.2 空中写真のダウンロードサイト 

 
 

 近年の航空写真はカラーであるが，年次の古いものはモノクロである．対象地域に対して年次の新し

い航空写真が入手できない場合があるかも知れない．また，インターネットでダウンロードできる航空

写真の解像度は決して高くない．1,200dpi の高解像度版はインターネットから購入が可能である．なお，

提供媒体は印画紙であり，1 枚 2,983 円で別途送料が必要である． 
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図 10.3 空中写真のダウンロード 

 
 

 YAHOO! 地図等を読み込むことも可能である．YAHOO!地図等をモニターの画面一杯に表示して，

PrintScreen キーを押す．これを“Photshop”等の画像処理ソフトで新規書類にペーストし，JPEG フ

ァイル等に加工して保存する方法である． 

 なお，この方法については著作権の問題がクリアにならないため，商用利用（業務目的）は無理だと

思われる． 

 “QGIS”へ空中写真を読み込むためには，「ラスタ」メニューの「Georeferencer」－「Georeferencer」

を使う．“ジオリファレンサー”が起動したら，「ファイル」メニューの「ラスタを開く」を選択し，ダ

ウンロードした空中写真を指定する．「空間参照システム選択」のダイアログが表示されるので，適切

な CRS を選択して「OK」ボタンをクリックする． 

 “ジオリファレンサー”の画面に空中写真が読み込まれる．次に，「編集」メニューから「ポイント

の追加」を選択する．空中写真と“QGIS”の地図との位置合わせをするためにポイントを選んで指定

する．まず，空中写真において目印となるポイントを指定する「地図座標を入力」というダイアログが

現れる．「マップキャンパスより」というボタンをクリックする．“QGIS”の地図の画面が現れるので，

空中写真で指定したポイントに対応する点をクリックする．「地図座標を入力」というダイアログに戻

るので，「OK」ボタンをクリックする． 

 同様の作業を空中写真のほぼ四隅で行う．ポイントが多いほど精度は増すようである．ポイントの指

定が終わったら，「設定」メニューから「変換の設定」を選択する． 
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図 10.4 ジオリファレンサー（ポイントの指定） 

 

 

 「変換タイプ」は線形が一般的なようだが，投影変換の方が良い結果が出た．「再サンプリング手法」

は 近傍が一般的なようだが，キュービックスプラインの方が良い結果が出た．「圧縮方法」は NONE

とする．「ターゲット SRS」は変換先の座標参照系と同じ座標参照系を指定する．そして，「OK」ボタ

ンをクリックする． 

図 10.5 ジオリファレンサー（変換の設定） 
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 「ファイル」メニューから「ジオレファレンシングの開始」を選択する．空中写真と同じフォルダに

指定したファイルが出力されていることを確認する．そして，“ジオリファレンサー”を終了する． 

 “QGIS”に戻ると「レイヤ」メニューから「ラスタレイヤの追加」を選択する．ジオレファレンシ

ングを適用して出力したファイルを指定する． 

 読み込まれた空中写真を右クリックして「プロパティ」を表示し，「透過性」タグで「全体の透過率」

を 50％程度に指定するか，建物属性データの修正を行う「建築物の外周線」ファイルの下のレイヤに移

動させる． 

 空中写真と地図データとのずれが大きい場合は，ジオレファレンシングをやり直す．ポイントを増や

したり，「変換タイプ」，」「再サンプリング手法」を変更してみるのも一つの方法かもしれない． 

 

図 10.6 空中写真の読み込み結果 
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10.3 建物図形の編集方法 

 建物属性データの編集に伴って図形の修正が必要になる．傾斜屋根モデルの場合は，頂点数を 4 頂点

にする必要がある．5 頂点以上の場合は不要なノードを削除して単純化する必要がある． 

 建物属性データの編集と同様に，「レイヤ」メニューで「編集モード切替」を選択する． 

 「編集」メニューから「ノードツール」を選択する．そして，修正する建築物（地物）をクリックす

る．ノード（頂点）を移動もしくは削除して図形を修正する．ノードの削除はノードをクリックして選

択し BackSpace キーを押す．また，端点のノードをダブルクリックすることによりノードを追加する

ことができる． 

 図形を修正する際には，始点と終点の両端点が必ず一致するように気を付ける必要がある．「設定」

メニューの「スナップオプション」を選択する．「スナップモード」でカレントレイヤを選択し，「スナ

ップ先」は頂点に，「許容範囲」を 1.0 程度の地図単位に設定すれば，ノードが自動的にスナップされて

重なる． 

 

図 10.7 スナップオプションの設定 
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11．３次元化プログラムによる基盤地図情報の３次元化 

11.1 GeoJSON 形式による地図データの出力 

建物データの編集作業が終了したなら，「GeoJSON」形式で地図ファイルを出力する．「レイヤ」パ

ネルでファイル名を右クリックし，「名前をつけて保存」を選択する． 

 「ベクタレイヤに名前をつけて保存する」のダイアログで，「形式」を「GeoJSON」とし，「ブラウ

ズ」ボタンを押して，ファイル名を付けて保存する． 

 

図 11.1 GeoJSON ファイルの出力 
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11.2 Excel による不要データの削除 

 “RStudio”を起動する前に，“QGIS”から出力した GeoJSON ファイルを“Excel”で前処理して

CSV ファイルを作成する． 

 “Excel”を起動する．「ファイル」メニューの「開く」をクリックする．「ファイルを開く」ダイア

ログが表示されたら，右下のプルダウンメニューを「全ての Excel ファイル」から「全てのファイル」

に変更する．そして，“QGIS”から出力した GeoJSON ファイルを選択して開く． 

 

図 11.2 Excel による GeoJSON ファイルの読み込み 

 

 

 「テキスト ファイル ウイザード」のダイアログが表示される．「元のデータの形式」は「カンマや

タブなどの区切り文字によってフィールドごとに区切られたデータ」を選ぶ．「次へ」をクリックする． 
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図 11.3 GeoJSON ファイルの読み込み設定(1) 

 
 

 「区切り文字」はカンマ，スペース，その他にチェックマークを付け，その他のテキストボックスに

「コロン（：）」を入力する．「次へ」をクリックする．「列のデータ形式」は「Ｇ/標準」とし「完了」

をクリックする． 

 

図 11.4 GeoJSON ファイルの読み込み設定(2) 

 
 

 GeoJSON ファイルが“Excel”に読み込まれたら，不要なデータを行単位ならびに列単位で削除する． 

1）1 行目から 5 行目までを削除する．次いで， 終行とその 1 つ前の行を削除する．削除方法は，行

番号を Shift キーを使って複数行選択したうえで，右クリックで表示されるコンテクストメニューか

ら「削除」を選ぶのが簡単な方法だと思う． 

2）1 列目から 7 列目まで（hyoukou の前まで）を選択して削除する．削除後の列 A から列 X までの 24

列は必要なデータである．列 Y から列 AG までの 9 列を削除する． 

3）削除後の列 W 以降に座標データが続いている．角括弧（ブラケット）及び波括弧（ブレース）は不

要である． ］と［ のように 2 個ペアになっているからその列を 2 列ずつ選択して削除する． 

4）一番右側まで ］と［ の 2 個ペアを削除すると， もデータ数が多い（頂点数が多い）データの右
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端に，] ，] ，] ，} ，} の 5 つが残る．これを削除したうえで， も右端のデータが入っている列の

番号をメモしておく． 

5）その他のデータの右端には，] と } の 2 つが残っていると思う．「ホーム」メニューの「置換」を選

択する．「検索する文字列」に ] もしくは } を入力し，「置換後の文字列」には何も入力しない．「す

べて置換」をクリックする．これで不要なデータがすべて削除される． 

6） 後に頂点数を計算する．列 W を選択して右クリックし，コンテクストメニューから「挿入」を選

ぶ．先頭行の空白セルを選択して，「=COUNT(X1:**1)」と入力する．**には先ほどメモした 終列

の列番号が入る．この計算式の意味は，頂点座標データが入力されているセルの数を数えて頂点デー

タ数（X 座標数＋Y 座標数）を求めるものである．計算式を入力したらこれを 終行までコピー＆ペ

ーストする． 

 

図 11.5 Excel における編集結果 

 

 

 不要文字列の削除と頂点数の追加を行うことにより，データ・ファイルの基本的な準備は整った．さ

らに，プログラムの実行におけるエラーを削減するために次のことを行う． 

 “Excel”の「データ」メニューから「並べ替え」を選択し，「 優先されるキー」は頂点数を計算（入

力）した列 Y として並び替えを行う．並び替えの結果，頂点数が 6 未満のデータは３次元化に適さない

ためエラーになるため削除する．ちなみに，4 頂点の四角形の場合，頂点数は 10 となる． 

以上が，“Excel”による地図データの前処理である．作業が終わったら CSV ファイル形式で名前を

つけて保存する．なお，“RStudio”は，パス名，ファイル名に 2 バイト文字があると読み込みができな

いようである．よって，ファイル名は英数文字のみとし，保存先は C:¥とするのが良いと思われる． 

 単調な作業であるが，慎重に行う必要がある．３次元化プログラムにおいてエラーが発生する原因の

ほとんどがデータの不備（余計なデータの列がある，もしくは不足している）にある． 
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11.3 R 言語プログラムによる建物データの３次元化 

 先ず“R”ならびに“RStudio”をインストール方法について説明する． 

 “R”のダウンロードサイトにアクセスする．（http://cran.ism.ac.jp/ 2015 年 8 月アクセス）

「Download and Install R」からそれぞれの OS に対応したヴァージョンをダウンロードする．Windows

の場合は，３行目の「Download R for Windows」をクリックする． 

 

図 11.6 Ｒのダウンロードサイト(1) 

 

 

 「R for Windows」の画面では「base」をクリックする．表示された画面の上方に例えば「Download 

R 3.2.2 for Windows」と表示された個所をクリックする． 

 

図 11.7 Ｒのダウンロードサイト(2) 
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図 11.8 Ｒのダウンロードサイト(3) 

 

 

 ダウンロードしたファイルをダブルクリックしてインストールする．「コンポーネントの選択」のダ

イアログでは，使用するマシン（PC）に合わせて「32-bit Files」か「64-bit Files」を選ぶ．「起動時オ

プション」の画面では「はい（カスタマイズする）」を選ぶ．「表示モード」では SDI（複数のウインド

ウを使用して表示）を選ぶ．「ヘルプの表示方法」は HTML ヘルプを選ぶ． 

 

図 11.9 コンポーネントの選択 
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 次いで，“RStudio”のダウンロードサイトにアクセスする． 

（http://memorandum2015.sakura.ne.jp/index_rstudio.html 2015 年 8 月アクセス） 

 

図 11.10 RStudio のダウンロードサイト 

 

 

 「Download RStudio」というボタンをクリックする．次いで「Download RStudio Desktop」をクリ

ックする．ページ中段の「Installers for Supported Platforms」からそれぞれの OS に対応したヴァー

ジョンをダウンロードする．Windows の場合は，一番上の行の「RStudio 0.99.*** - Windows 

Vista/7/8/10」になる．ダウンロードしたファイルをダブルクリックしてインストールする． 

 

図 11.11 RStudio の選択画面(1) 
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図 11.12 RStudio の選択画面(2) 

 

 

 デスクトップに作られた R 言語のショートカットを右クリックして，「プロパティ」を表示する．「互

換性」タブをクリックし，「特権レベル」の「管理者としてこのプログラムを実行する」にチェックマ

ークを入れる． 

 「RStudio」についても同様である．デスクトップに作られた「RStudio」のショートカットを右ク

リックして，「プロパティ」を表示する．「互換性」タブをクリックし，「特権レベル」の「管理者とし

てこのプログラムを実行する」にチェックマークを入れる． 

 

図 11.13 特権レベルの設定 
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 以上は「R で学ぶプログラミングの基礎の基礎 (1)R と RStudio のセットアップ」 

（http://www.cwk.zaq.ne.jp/fkhud708/files/R-prg-intro/R-prg-intro_01.pdf 2015 年 8 月アクセス）が

参考になると思う． 

 

 では“RStudio”を起動する．“Stera_R”のプログラムファイルを読み込む．（2015 年 8 月 20 日時

点のヴァージョンは 2.6 である．2015 年 9 月 1 日に筆者のホームページ＜http://lisa9500jp.wix.com 

/upcs＞で公開した．） 

 

図 11.14 RStudio の起動画面 

 
 

 右上画面の「Environment」タブをクリックし，タブの下に並ぶ「Import Dataset」をクリックし，

プルダウンメニューから「From Text File」を選ぶ．「Select File to Import」で“QGIS”から出力し

た GeoJSON ファイルを，さらに“Excel”で前処理した CSV ファイルを指定する．「Import Dataset」

のダイアログでは，「Encoding」が Automatic，「Separator」が Comma，「Decimal」が Period，「Quote」

が Double quote(")となっていることを確認する．ほぼデフォルト値のままで問題ないはずである．

「Import」ボタンをクリックする． 
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図 11.15 CSV ファイルの読み込み設定 

 
 

 左上画面に読み込んだデータが表示される．“Stera_R”で使用するのは，V2 の標高データと，V8～

V24 までの偶数番号の列の屋根形状のデータと，V25 の頂点数のデータ及び V26 以降の頂点座標のデ

ータである．問題なく読み込まれていることを確認する． 

 

図 11.16 CSV ファイルの読み込み結果 
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 「Tools」メニューの「Global Options」を選択する．「Options」ダイアログの「General」パネルに

ある「Default working directory」で出力ファイルの保存先を指定する．デフォルトでは「ドキュメン

トライブラリ」となっているようである． 

 読みこんだデータを確認したら，左上画面のプログラム（Stera_R）のタブをクリックする．そして，

タブの下右側の「Source」をクリックする．「ファイルを選択」のダイアログが表示されるので，先程

読みこんだファイルをもう一度指定する． 

 計算が終了しファイル出力が完了すると，「Default working directory」に fileoutput.dae という名

前のファイルができている． 

 

図 11.17 プログラムの実行結果 
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11.4 R 言語プログラムによる地形データの３次元化 

 “QGIS”の「レイヤ」パネルで数値標高モデル（10ｍメッシュ or 5ｍメッシュ）の Shape ファイル

を選択して右クリックする．「名前をつけて保存」を選択し，「形式」は「GeoJSON」とし，「ブラウズ」

ボタンを押してファイル名を付ける．「CRS」はレイヤ CRS である．その他の項目はデフォルトのまま

で問題ない．「OK」ボタンをクリックする． 

 

図 11.18 GeoJSON ファイルの出力設定 

 
 

 次に“Excel”を起動する．“QGIS”で出力した GeoJSON ファイルを開く．「元のデータ形式」は「カ

ンマやタブなどの区切り文字によってフィールドごとに区切られたデータ」とし，「区切り文字」はカ

ンマ，スペース，その他（：）とする． 

 

 読み込んだファイルから不要なデータを行単位ならびに列単位で削除する． 

1）1 行目から 5 行目までを削除する．次いで， 終行とその 1 つ前の行を削除する． 

2）1 列目，5 列目，8 列目，10 列目，14 列目と 18 列目から 20 列目までを削除する．いずれも，角括

弧（ブラケット）や波括弧（ブレース）が縦に並ぶ列である． 
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図 11.19 Excel による GeoJSON ファイルの編集 

 

 

 作業が終わったら CSV ファイル形式で名前をつけて保存する．ファイル名は英数文字のみとし，保

存先は C:¥とするのが良いと思われる． 

 では“RStudio”を起動する．“DEM2Geo”のプログラムファイルを読み込む．（2015 年 8 月 20 日

時点のヴァージョンは 3.0 である．2015 年 9 月 1 日に筆者のホームページ＜http://lisa9500jp.wix.com 

/upcs＞で公開した．） 

 

図 11.20 R における CSV ファイルの読み込み 

 
  



106 
 

 左上画面のプログラム（DEM2Geo）のタブをクリックする．そして，タブの下右側の「Source」を

クリックする．「ファイルを選択」のダイアログが表示される，先程保存したファイルを指定する． 

 計算が終了しファイル出力が完了すると，「Default working directory」に fileoutput.dae という名

前のファイルができている． 

 

図 11.21 プログラムの実行結果（DEM2Geo） 
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12．SketchUp による景観シミュレーション 

12.1 建物モデルの読込 

  “SketchUp”に３次元化したファイルを読み込む．先ず“SketchUp”をダウンロードしてインス

トールする． 

 “SketchUp”のダウンロードサイト（http://www.sketchup.com/ja/download 2015 年 8 月アクセ

ス）にアクセスする．「SketchUp の使用目的」，「メールアドレス」，「職業/関心事」，「名」，「姓」，「学

校名」などを適切に入力し，オペレーティングシステムを選択して「ダウンロード」ボタンをクリック

する． 

 

図 12.1 SketchUp のダウンロードサイト 

 
 

 ダウンロードしたファイルをダブルクリックする．デスクトップの“SketchUp”のアイコンをダブ

ルクリックして“SketchUp”を起動する．「テンプレートを選択」のボタンをクリックして，「都市計

画－メートル」を選択する．そして，「SketchUp を使い始める」をクリックする． 
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図 12.2 SketchUp の起動画面 

 

 

 “SketchUp”が起動したら「ファイル」メニューから「インポート」を選択する．「ファイルの種類」

を COLLADA ファイルに変更し，fileoutput.dae を選択して開く．「オプション」の「Dae ファイルを

検証する」にチェックマークを付ける．「同一平面上の面をマージする」のチェックマークは外す． 

 

図 12.3 COLLADA ファイルの読み込み設定 
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 インポートに成功すると，“SketchUp”のカーソルが「移動」に変わる．画面内で原点をクリックし

た後，「カメラ」メニューの全体表示を選択する．この時，必ず原点をクリックする．そのためにはイ

ンポートを行う前に，3 軸の交点である原点が表示されるように画面を調整しておく必要がある． 

 

図 12.4 COLLADA ファイルの読み込み結果 

 
 

 インポートに失敗する場合は，CSV ファイルのデータをチェックする．先ず，データ件数が 1,000

件を超える場合が多いと思うが，半分の 500 件程度にファイルを分割することを考える．その際に，頂

点数が 10 以下のデータと 12 以上のデータというように分割する．また，屋根タイプが陸屋根であるデ

ータとそれ以外というように分割する．プログラムのバグかも知れないが，陸屋根と傾斜屋根が混在す

るとエラーが発生しやすいようである． 

 データを細かく分割して読み込みを行えば，エラーが発生する原因を絞りやすくなる．例えば 2 分割

したデータの片方でエラーが発生するのであれば，それをさらに分割してエラーの原因を絞り込むとい

った方法がある． 

 次いで，インポートには成功するがモデル形状が歪な場合である．特に多いのが一部の頂点データの

座標値が原点（0，0，0）や外れ値になってしまっている場合である． 

 CSV ファイルを“Excel”で開いて， ［ などの不要なデータの削除漏れがないかを調べる．また，

COLLADA ファイルはテキストファイルであるので，テキストエディターで開くことができる．（0，0，

0）等の異常なデータを見つけることで問題のある箇所を特定することができると思われる． 

 さらに，インポートに失敗する場合と同様に，ファイルを分割して問題を探り出すことも必要になる

かも知れない． 
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12.2 地形モデルの読込と空中写真のマッピング 

 これまでの作業の結果により，“SketchUp”に３次元化した建物モデルが読み込まれた．後は地形モ

デルを“SketchUp”に読み込ませて３次元都市モデルを完成させる． 

 

 “SketchUp”が起動したら「ファイル」メニューから「インポート」を選択する．「ファイルの種類」

を COLLADA ファイルに変更し，fileoutput.dae を選択して開く．「オプション」の「Dae ファイルを

検証する」にチェックマークを付ける．「同一平面上の面をマージする」のチェックマークは外す． 

 

図 12.5 SketchUp における COLLADA ファイルの読み込み 

 
 

 インポートに成功すると，“SketchUp”のカーソルが「移動」に変わる．画面内で原点をクリックし

た後，「カメラ」メニューの全体表示を選択する．この時，必ず原点をクリックする．そのためにはイ

ンポートを行う前に，3 軸の交点である原点が表示されるように画面を調整しておく必要がある． 
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図 12.6 SketchUp における COLLADA ファイルの読み込み結果 

 
 

 続いて，読み込んだ地形モデルに航空写真を貼りつける． 

 インポートされた地形モデルはコンポーネント化されているので，右クリックしコンテクストメニュ

ーから「分解」を選択する．「分解」には時間が掛かる．「分解」が完了したら，ファイル名をつけて保

存しておく． 

 

図 12.7 SketchUp におけるモデルの分解 
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 「表示」メニューの「エッジスタイル」で「エッジ」にチェックを入れる．また，「面スタイル」で

「ワイヤーフレーム」にチェックを入れる． 

 

図 12.8 SketchUp における表示設定の変更 

 
 「選択」ツールでエッジを 1 箇所選択し，「編集」メニューから「すべて選択」を選ぶ．そして，エ

ッジの上で右クリックし，コンテクストメニューから「エッジをソフトニング / スムージング」をクリ

ックする． 

 「エッジをソフトニング」のダイアログが表示されたら，「法線をスムージングする」と「同一平面

をソフトニングする」にチェックマークを付ける．「法線間の角度」は 60 度程度にする． 

 

図 12.9 SketchUp におけるソフトニング設定 
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 次いで，「カメラ」メニューから「平行投影」を選択し，「標準ビュー」から「平面」を選ぶ．そして，

「ツール」メニューの「メジャー」を選択し，横方向と縦方向の大きさを計測する． 

 

図 12.10 SketchUp における標準ビューの平面表示 

 
 

 「表示」メニューの「面スタイル」を「テクスチャ付きシェーディング」に変更する．地形モデルと

重ならない位置に，計測した値に基づいて，「描画」メニューの「形状」－「長方形」ツールで四角形

を作成する．四角形の寸法は 10 キーから数値を入力する． 

 

図 12.11 SketchUp における四角形平面の作成結果 
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 作成した四角形全体を選択（ダブルクリック）し，右クリックで表示されるコンテクストメニューか

ら「グループを作成」を選ぶ． 

 四角形を選択して，「ツール」メニューの「移動」ツールを使って，地形モデルの上方へ平面位置が

ピッタリと一致するように移動する． 

 

図 12.12 SketchUp における四角形平面の移動結果 

 
 

 次に，四角形を右クリックしてコンテクストメニューから「分解」を選択する．そして，四角形の面

をクリックして，「ファイル」メニューのインポートを選択する．「ファイルを開く」のダイアログで「フ

ァイルの種類」を「すべてのイメージ形式」に変更し，“QGIS”に読み込んだ空中写真のファイルを指

定して，「テクスチャとして使用する」のラジオボタンをクリックしたうえで読み込む． 
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図 12.13 SketchUp における空中写真の読み込み設定 

 

 カーソルが「バケツ」ツールに変化し，空中写真がカーソルの横に表示される．四角形の面の左下を

クリックした後，右上のエッジをクリックして空中写真を貼りつける． 

 空中写真を貼りつけた面の上で右クリックして，コンテクストメニューから「テクスチャ」－「投影」

にチェックを入れる． 

図 12.14 SketchUp における空中写真の読み込み結果 

 
 

 「ツール」メニューの「ペイント」を選択する．Alt キーを押すとカーソルがスポイトに変化する．

このスポイトで空中写真の面をクリックする．カーソルがバケツに戻るので，そのカーソルで地形モデ

ルをクリックする．航空写真が地形モデルに貼り付けられる．空中写真を貼りつけた四角形は削除して

も問題ない． 
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図 12.15 SketchUp における地形モデルへの空中写真の投影結果 

 
 

 続いて，３次元都市モデルを完成させる．「ファイル」メニューの「インポート」を選択する．「ファ

イルを開く」のダイアログで「ファイルの種類」を SketchUp ファイルに変更する．作成済みの建物モ

デルを選択する．カーソルが「移動」ツールに変化するので，このカーソルで原点をクリックする． 

 

図 12.16 SketchUp における３次元都市モデルの作成結果 

 
 

 地形モデルの上に建物モデルが正確にレイアウトされる．以上で，３次元都市モデルの完成である． 
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12.3 景観対象構造物の読込 

 本システムでは，BIM や CIM により作成された予備設計段階の概形モデルを用いることを前提とし

ている．その際のモデル形式は，“SketchUp”で読み込みが可能な 3DCG ソフトウェア（3ds Max／

Autodesk 社）のファイル形式.3ds で読み込むことを想定している． 

 当該モデルが平面直角座標系による座標値を持っていれば，“SketchUp”に読み込んだ際に正確な位

置に配置されると考えられる． 

 また，“SketchUp”のジオロケーションの機能を用いてモデルを配置することも可能である． 

 「ファイル」メニューの「ジオロケーション」－「場所を追加」を選択する．「場所を追加」のダイ

アログが表示され，GoogleEarth の衛星地図が画面内に表示される． 

 左上のテキストバックス内に住所を入力し「検索」ボタンをクリックする． 

 

図 12.17 SketchUp「ジオロケーション」における住所検索 

 
 

 入力した住所の拡大された衛星地図が表示される．「ズームイン（+）」，「ズームアウト（－）」ボタン

を使って適切な範囲が表示されるように調整する． 

 右上の「地域を選択」ボタンをクリックし，四隅の青色のピンで範囲の微調整を行ってから，右上の

「グラブ」ボタンをクリックする． 
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図 12.18 SketchUp「ジオロケーション」によるエリア選択 

 
 

 “SketchUp”の画面内に“GoogleEarth”の衛星写真が取り込まれる．ここにモデルを読み込み，

衛星写真を頼りに位置合わせを行う． 

図 12.19 SketchUp に読み込んだ対象地域の衛星写真 
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 計画・設計の初期段階における景観検討や関係者間の合意形成に本システムを利用するのであれば，

精緻な位置合わせは必要ないと考えられる． 

 

図 12.20 SketchUp へのモデルの読み込みと位置合わせ結果 

 
 

 また，“SketchUp”において「ファイル」メニューの「GoogleEarth でプレビュー」を選択すること

により，“SketchUp”でモデルを表示することも可能である． 

 

図 12.21 GoogleEarth でプレビューによる表示結果 
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 “SketchUp”に取り込んだモデルを，「ファイル」メニューの「名前を付けて保存」から SketchUp

モデル(.skp)形式で保存する． 

 “SketchUp”で作成済みの３次元都市モデルを開く．そして，「ファイル」メニューの「インポート」

から SketchUp モデル(.skp)形式で保存したモデルを読み込む．そして，読み込んだモデルの衛星写真

の３次元都市モデルの地形データならびに空中写真を手掛かりに，両者の位置合わせを行う．その際，

「カメラ」メニューから「平行投影」と「標準ビュー」－「平面」を選択する．これは，位置合わせに

おいて読み込んだモデルを上下方向に移動させずに作業を行うためである． 

 そして，読み込んだモデルの衛星写真は，「ウインドウ」メニューの「レイヤ」パネルにおいて「Google 

Earth Terrain」を非表示（「可視」のチェックマークを外す）とする． 

 

図 12.22 ３次元都市モデルにおける構造物モデルの配置結果 
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12.4 景観シミュレーションの方法 

 本システムにおける景観シミュレーションは，“SketchUp”の「カメラ」の機能を用いて行う． 

 先ず「カメラ」メニューから「遠近法」を選択する．次いで，「カメラ」メニューの「カメラを配置」

を選択する．画面右下の「高さオフセット」に視点高の 1.5ｍを入力する．そして，人型のマウスカー

ソルで視点場とする点をクリックする．マウスカーソルが目の形に変わる． 

 これで視点場に視点高 1.5ｍで視点が設定された．左クリックした状態でマウスを動かすことで視線

方向が変化する．また，視点を設定した後，マウスボタンを押さえたまま目標物までドラッグしてボタ

ンを離すと，その位置に注視点が設定される． 

 視野に関しては，「カメラ」メニューの「ズーム」を選択し，キーボードから値を入力することで画

角または焦点距離を設定できる．「45 deg」と入力すると画角が 45 度になり，「50 mm」と入力すると

カメラの焦点距離が 50mm になる． 

 さらに「カメラ」メニューの「ウォーク」を選択する．マウスカーソルが靴の形に変わる．左クリッ

クした状態でマウスを動かすと，３次元都市モデル内をウォークスルーすることができる．その際，Shift

キーを押すと上下方向に移動し，Ctrl キーを押すと移動速度が速くなる．また，建物等の障害物にぶつ

かると移動できなくなるが，Alt キーを押すと突き抜けることができる． 

 

図 12.23 ３次元都市モデルにおける景観シミュレーション 
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13．おわりに 

 2005 年より開発を始めた本システムであるが，2012 年 12 月に GeoJSON ファイルへの対応を果た

した“Stera_CS2”のプログラミングを終えた後，開発を中断していた．理由を一言で云えば研究の方

向性を見失ったためである． 

 システム開発当初の『商店街のオッチャンでも使えるシステム』という目標を達成することは難しく，

このまま開発を続けても誰にも使われないまま埋もれてしまうと思われたため，開発を続ける意欲を失

っていた． 

 2013 年 9 月，ふとしたことから「CIM」のことを耳にした．札幌のコンサルタント会社の副社長の

方から，「CIM の流れに対応するのに苦慮している」といった主旨の言葉をお聞きした．その後，「CIM」

のことは永らく気に掛っていた． 

 2014 年 6 月，「CIM」について調べ始めた．調べてみると，国土交通省は 2012 年より「CIM」の導

入に向けた取り組みを実施していた．土木分野において 3DCG の活用を推進し，建設生産システムの効

率化・高度化を目指していた．業界においても研究会などを立ち上げて，「CIM」に対応しようという

機運が盛り上がっていることを知った． 

 筆者としては，自分がこれまでにやってきたことを「CIM」に活用できるのではないかと考え，中断

していたシステムの開発を再開しようと考えた． 

 開発を再開するうえで も重要であった課題は，「COLLADA」形式への対応である．モデリング言

語としての「COLLADA」の可能性は以前より気になっていた．開発を再開するのであれば，「COLLADA」

への対応が 重要と考えたわけである．ちなみに，「COLLADA」は“SketchUp”で読み込み（インポ

ート）可能な「dae ファイル」のフォーマットである． 

 もう一つの課題が，プログラム言語を R 言語に変更することである．R 言語への 大の変更理由は，

R 言語が無償配布のソフトウェアであることである．無償であれば誰でもダウンロードしてインストー

ル可能である． 

 筆者が作成した稚拙なプログラムであっても，それをソースで公開すれば優秀なプログラマー（技術

者）がそれを改良してくれることが期待できる． 

 また，それまでのプログラムの経験では，エラーが発生する要因の大半はデータ側にあった．そのデ

ータに合わせてプログラムを変更する場面も多かったわけである． 

 実行形式でプログラムを配布していては，個別のバグに対応することは困難である．であればソース

で配布して個別に対応してもらう方が現実的であると考えたわけである． 

 こうした開発再開の準備を進めている時に，一般財団法人日本建設情報総合センター（JACIC）によ

る研究助成の公募を知った．この研究助成に採択されれば，開発に弾みがつきモチベーションも維持で

きると思ったわけである． 

 本システムの開発が，また現在進めている研究が，はたしてどのように「CIM」に寄与することがで

きるのかはやってみないと判らないが，それを判断するのは業界関係者になるのだろうと考えている． 
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【研究目的】 

都市景観シミュレータとしてGoogle Earth

の有用性は高い．かつては，都市景観のシミ

ュレーションには，高機能なパソコンと高価

なソフトウェアを必要とした．しかし，Goog

le Earthは無償のソフトウェアであり，一般

的な低価格のパソコンでこうしたシミュレー

ションを行うことができれば，近年の景観意

識の高まりを反映した景観検討を一般化する

ことが可能になる．しかしながら，Google E

arthにおける３次元データの互換性は一方向

であり，その操作性は必ずしも高いとは言え

ない． 

本研究は，景観シミュレータとしてのGoog

el Earthの有用性を検証し，その問題点と課

題を明らかにする．その上で，基盤地図情報，

オープンソースGIS，SketchUp等を活用した，

実用的な景観シミュレータ構築のためのデー

タ活用方法を提案する．本研究では，一般的

な利用が想定される10万円以下のデスクトッ

プパソコンを使用し，高価格なソフトウェア

を用いず，フリーウェアやオフィスソフトに

より景観シミュレータを構築することを目指

す． 

 

【研究手順】 

(1) Google Earth 7を景観検討ツールとし

て利活用する方法を，事例都市における仮想

の土木構造物を対象として検討し，その問題

点と課題を明らかにする． 

(2) (1)により得られた課題を解決するた

めの方策を，以下の視点から検討する． 

①国土地理院が無償で提供する基盤地図情報

を活用して，建物データ，地形データ，座標

データ等を取得する． 

②オープンソースGIS(QGIS･PostGIS)を活用

して，①のデータより３次元都市モデルを構

築するためのデータ整備方法を検討する． 

③地形データ（DEMデータ）による地形表現の
精緻化方法を検討する． 

④３次元都市モデルのモデリング方法（プロ

グラミング方法）を検討する． 

⑤３次元都市モデルの可視化ツール並びにモ

デリングツールとして，SketchUpの活用方法

を検討する． 

⑥３次元都市モデルへのCIMデータの取込方

法（連携方法）を検討する． 

(3) Google Earth 7に代替する景観検討シ

ステム構築のためのデータ活用方法と，３次

元都市モデルのモデリングツール（プロトタ

イプ）を提案する． 

 

【研究成果】 

Google Earthは景観ビューアとしては有効

である．しかしGoogle Earthには地形の高低

差を正確に表現できない，視点高さを1.5ｍに

設定できない，視点の焦点距離や視野を設定

できないという問題点がある．これに対し本

研究が提案するシステムは，これらの問題点

を全て解決することが可能である． 

本研究では基盤地図情報を活用して３次元

の都市モデルを構築する方法と景観シミュレ

ーションの方法を取りまとめた．「建築物の

外周線」データ(XML形式)をシェープファイル

に変換した後，GISソフト(QGIS)に読み込む．

GISソフトでこの建物データに階数などの属

性情報を付加し，アスキー形式の地図データ

フォーマット(GeoJSON)で出力する．自作プロ

グラムでこのデータを３次元化し，汎用３次

元データフォーマット(COLLADA)で出力する．

出力した３次元データは，入手が容易な3DCG

アプリ(SketchUp)などにより読み込みが可能

である．SketchUpのカメラ機能により景観シ

ミュレーションが可能である． 

 

【研究の新規性、研究成果の活用】 

無償の地図データ，GISソフト，プログラム

言語，3DCGアプリの活用により，CIM導入時に

おけるコストを下げ，CIMの裾野を拡げること
ができる． 
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