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1．本研究の目的 

1.1 国土交通データプラットフォームへの対応 

 

国土交通データプラットフォームは，デジタルツインを実現することを目標としており，その背景に

は Society5.0 がある．国土交通データプラットフォームが目指す機能として，3 次元データの視覚化，

データハブ機能，情報発信機能がある． 

このプラットフォームを構築するために，行政が所有している社会インフラの諸元と，民間等が所有

しているボーリングデータ等を，3 次元地図上に表現する．3 次元地図上に構築物のデータや地盤の情

報を表示する．この 3 次元地図は，CIM モデルの広域地形モデルに該当する． 

国土交通データプラットフォームに対応可能な広域地形モデルの制作方法を開発し一般に公開する．

この広域地形モデルは，対象地区を含む広域な範囲の地形，建屋などの 3 次元モデルである． 

本研究では，国土地理院が公開している基盤地図情報を用いて広域地形モデルを制作する方法を開発

する．（国土交通省が必要としているであろう 3 次元地図の制作方法を提案する．） 

基盤地図情報とは，地理空間情報の位置を定めるための基準である．地理空間情報をシームレスに正

しく統合する．基盤地図情報は，国土地理院，基盤地図情報サイトからダウンロードできる． 

基盤地図情報を用いれば，我が国の国土全体を 3 次元の広域地形モデル化できる．構造物（道路・橋

梁・堤防・ダム etc.）データは，公共機関が所有しているデータを公開する．両者の統合により日本国

土のデジタルツインの実現に寄与する． 

基盤地図情報の数値標高モデルから地形モデルを制作する．基本項目の建築物データより建物モデル

を作成する． 

国土交通データプラットフォームの 3 次元地図に対応する．さらに，BIM/CIM および iConstruction

における情報共有にも寄与する．そのためには，国土交通省がデータ交換標準としている LandXML を

採用する．建物モデルについては，国際的な標準フォーマットである IFC ファイルを採用する． 
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1.2 3 次元都市モデルとは 

 

3 次元都市モデルとは，3 次元の仮想空間において，都市の形容を模倣するものである．都市を俯瞰

して，形態と規模の概要を直感的に把握する．地形と地物（建築物）により都市の形状を表現する． 

現実の都市空間を再現することが目的ではない．微細な信号・道路標識等や樹木は原則的に表現しな

い（ミクロ的ではない）．人や車による都市内の活動（交通状況等）は表現しない（４D ではない）． 

本研究が目指す 3 次元都市モデルの役割は，国土交通データプラットフォームにおける 3 次元地図で

ある．また，BIM/CIM における情報共有プラットフォームであり，iConstruction を推進するための

情報共有プラットフォームである． 

本研究が目指す 3 次元都市モデルが有すべき機能は，都市の形容が容易に判別可能な 3 次元モデルで

あること．汎用性が高く，加工・修正が可能なファイルフォーマットであること，土木構造物等の 3 次

元モデルとの親和性が高いファイルフォーマットである． 

本研究では基盤地図情報を元データとして 3 次元都市をモデリングする．本研究の 3 次元都市モデル

は，3 次元都市モデルとしての高い精度は求めない．基盤地図情報の基本項目「建築物」は 1／2,500

都市計画図がベースとなっている．しかし，自治体により作成年次が異なっており，最新情報を反映し

ていない．基盤地図情報には，建物の詳細なデータが記載されていない．さらに，建物用途，建物階層

といった重要なデータが含まれていない． 

都市レベルによる建物の表現方法には，詳細な建物のモデリングは必要とされない．都市の形容が直

感的に判読できることが必要である．そのためには，日本家屋を代表する傾斜屋根を持つ建物を表現す

る．建物の高さの違いや建物の連なりを表現するといったことが重要と考えられる． 
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1.3 3 次元都市モデルの制作方法の変更 

 

3 次元都市モデルの制作には，2005 年から着手している．現在の制作方法は以下のとおりである． 

1. 基盤地図情報データをシェープファイルに変換，GIS ソフトウェア〔QGIS〕に読み込み 

2. GIS ソフトウェアで属性情報の付加と編集 

⚫ 標高データの結合 

⚫ 属性データの編集 

・ 高さ（階層） 

・ 屋根データ 

➢ 陸屋根 

➢ 切妻屋根 

➢ 寄棟屋根 etc. 

➢ 屋根勾配 

➢ 流れ方向 

➢ 妻入・平入 

➢ 軒の出・けらば 

・ 建物用途 

・ 用途地域 

3. R 言語で開発したプログラムにより 3 次元化 

・ COLLADA ファイルで出力 

4. SketchUp に COLLADA ファイルを読み込み 

 

標高データの結合には，PostGIS を用いており，pgAdminⅢデータベースを作成し，Query による

空間関係関数の演算を行っている．この処理は専門性が高く複雑であり一般化が難しい． 

属性データの編集では，建物用途は住宅地図の建物名称で判断し，建物階数も住宅地図で個々に調査

している．さらに屋根種別は衛星写真で個々に確認しているため，膨大な作業量を必要としている． 

傾斜屋根については，屋根種別や屋根形状の詳細データを入力する必要があり，さらに傾斜屋根のモ

デリングは四角形に対してのみ行うことができるため，多角形の平面形状については GIS ソフトで四角

形の集合体に分割する必要がある． 

 

本研究では，3 次元都市モデルの制作方針を次のとおりとした． 

⚫ 実際の都市をリアルに再現するのではなく，都市の形容を理解できる程度に簡略化する 

⚫ 基盤地図情報のデータを編集する手順を最小化して，3 次元化プログラムで処理を自動化する 

 

よって，3 次元都市モデルの制作方法を次のように変更することとした． 

・ 標高データ結合手順の簡略化 

➢ QGIS の空間演算ツール等の利用に変更 

・ 建物高さデータ入力手順の削除 

➢ コンピュータによる演算処理 
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建物高さは，堅ろう建物（陸屋根）を対象に都市ボリュームを模倣した表現 

・ 屋根種別データ入力手順の削除 

➢ コンピュータによる演算処理 

屋根形状は，低層普通建物を対象に都市イメージを模倣した表現 

・ 建物形状データの分割手順の削除 

➢ 多角形の四角形分割をプログラムで自動化 
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2．基盤地図情報による３Ｄ広域地形モデルの制作 

2.1 LoD1.5 の 3 次元都市モデル 

(1) LOD1.5 レベル 3 次元都市モデルの提案 

LOD とは Level of Detail の略であり，直訳すると「細かさの度合い」を意味する．コンピュータ・

グラフィックスにおいては詳細度を示す用語である．視点からの距離に応じて詳細度が変更され，物体

が遠くにある程に詳細度は低く設定される．５段階の LOD を通じて様々な粒度の地物データ，地形デ

ータ，屋外地図などを統合利用できる． 

LOD の定義は以下のとおりである． 

1）LOD0 

地形モデルスケール．最も粗い広域地図レベル 

2）LOD1 

都市，地域のモデルスケール．建物がただの箱で表される．都市全体の記述に向けたレベル． 

3）LOD2 

市街地のモデルスケール．建物の形や屋根の形状が最低限分かるレベル． 

4）LOD3 

建築モデルの外観やランドマークのモデルスケール．開口部（ドアや扉）や屋根が詳細に表される． 

5）LOD4 

建築モデルの屋内やランドマークのモデルスケール．建物内で歩行空間が認識できるレベル． 

 

 

図 2-1 LOD レベルの違い 

 

LoD は，レベル 0～４の５段階，レベル０は地形モデル，レベル１は建物の形状を表現する（箱モデ

ル），レベル２は建物壁面・屋根形状を表現する，レベル３は建物の具体的な外観（窓・出入口等）を

表現する，レベル４は建物の内部を表現する． 

本研究では，LoD1.5 レベルの 3 次元都市モデルを提案する．都市レベルで建物を記述する LOD1 に

対し，傾斜屋根を持つ建物の屋根形状を記述する詳細度を LOD1.5 と定義する．レベル１の箱モデルよ

りも都市の形容表現の詳細度が高い．レベル２までの詳細度は持たない（マッピングによる窓を表現し

ない）．我が国の低層傾斜屋根建物による都市の様相が表現できる． 

 

(2) LOD1.5 レベル 3 次元都市モデルの生成 

通常の白モデル（箱モデル）と云われる 3 次元都市モデルは，LOD1.0 レベルの 3 次元都市モデルで

ある．これに低層の日本家屋に傾斜屋根を掛けてモデリングしたものを，LOD1.5 レベルの 3 次元都市

モデルと定義する．開発済みのプログラムでは，平面形状が四角形であれば傾斜屋根をモデリングでき
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る．しかし，実際はもっと複雑な建物形状で傾斜屋根が使用されており，これに対応する必要がある． 

実際に，どのような平面形状において，どのように屋根が掛かっているのかを調査する．そして，ど

のような平面形状では屋根が掛からないのかを明らかにする． 

  



－7－ 

 

2.2 3 次元都市モデルに関するアンケート調査 

(1) 調査内容 

３種類の 3 次元都市モデルを提示し，傾斜屋根の有無や建物の高さ表現について，「良い」から「悪

い」の５段階で評価させる． 

(2) 対象者 

本校学生を対象として実施した．令和 2 年度は，１年５組（35 名），２年社会基盤工学科（39 名），

３年社会基盤工学科（30 名），４年社会基盤工学科（23 名），５年社会基盤工学科（27 名），合計 154

名である．令和３年度は，１年１組（16 名），１年２組（35 名），１年３組（38 名），１年４組（17 名），

１年５組（34 名），合計 140 名である． 

(3) 調査方法 

アンケート調査には，Forms（Microsoft）を用いた． 

 

 

図 2-2 アンケート調査票 

 

このアンケート調査では，３つの 3 次元都市モデルを提示した．1) 函館の五稜郭公園前地区の箱モ

デル（白モデル）と 2) 札幌駅前地区の箱モデル（白モデル），3) 江差町いにしえ街道のテクスチャ付

き傾斜屋根モデルである．1)と 2)の違いは，札幌駅前地区のモデルでは，建物高さの違いが表現されて

いることである．1)から 3)になるほどリアリティが高いといえる．３種類のモデルに対する評価は，3)，

1)，2)の順で「良い」という結果であった． 

3 次元都市モデルに傾斜屋根を表現するべきかと云う問いには，５段階評価の平均値で 4.05 で「そう

思う」という回答であった．また，3 次元都市モデルに建物の高さを表現するべきかと云う問いには，
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５段階評価の平均値で 4.69 で「そう思う」という回答であった． 

 

 

図 2-3 アンケート調査結果 

 

箱モデルよりも，傾斜屋根があった方が良いという結果であり，建物の高さの違いは表現した方が良

いという結果であった． 
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2.3 基盤地図情報データの利用方法 

(1) 2 次元データの 3 次元都市モデル化 

デジタル地図の普及が進んでいることを踏まえ，平面座標を持つ 2 次元地図データに高さのデータを

与えて，3 次元の仮想都市を生成する． 

デジタル地図は国土地理院が公開する「基盤地図情報」を用いる．建物モデルは，定性的な検討に基

づき高さデータを付与して，プログラムにより 3 次元モデルを自動生成する．地形モデルは DEM デー

タに基づいて TIN モデルを作成する． 

 

(2) 基盤地図情報データ 

基盤地図情報の基本項目（「測量の基準点」，「海岸線」，「行政区画の境界線及び代表点」，「道路縁」，

「軌道の中心線」，「標高点」，「水涯線」，「建築物の外周線」，「市町村の町若しくは字の境界線および代

表点」，「街区の境界線及び代表点」，）のうち，「建築物の外周線」を使用する．「建築物の外周線」は，

建築物の外周線の場所を示している．主に，都市計画図(都市計画区域：縮尺 1／2,500 相当)を元にして

作成されている． 

基本項目の「建築物の外周線」はマルチライン（線）データである．建築基準法（第二条第一号）に

規定する建築物の外周線である．属性データの範囲（GM_Surface）は，建築物の屋根の外周線の場所

を示す．種別（建物種別）は，普通建物・堅ろう建物・普通無壁舎・堅ろう無壁舎・その他，不明であ

る．普通建物は，3 階未満の建物および 3 階以上の木造等で建築された建物のことである．堅ろう建物

とは，鉄筋コンクリート等で建築された建物で，地上 3 階または 3 階相当以上の建物のことである． 

 

 

図 2-4 基盤地図情報のデータ 

 

基本項目の「建築物」はマルチポリゴン（面）データである．建築物の外周線によって示された建築

物の範囲を示す．属性データの範囲（GM_Surface）は建築物の範囲である．種別（建物種別）は建築

物の種別である．主に都市計画図を元にして作成されている． 
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(3) 基盤地図情報の利用方法 

基盤地図情報ダウンロードサイト（https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php）から，「基本項目」と

「数値標高モデル」を選択してダウンロードする．基本項目には，「測量の基準点」から「街区の境界

線及び代表点」まで 10 項目が含まれている． 

 

 

図 2-5 基盤地図情報のダウンロード画面 

 

基本項目と DEM を選択する．同一メッシュを１メッシュずつ選択する．メッシュ単位は 2 次メッシ

ュであり，このメッシュ単位でファイルを一括ダウンロードすることになる． 

そして，基本項目 10 項目と数値標高 DEM データの全てのファイルをダウンロードする． 

（FG-GML-6240-55-DEM5A.zip，FG-GML-6240-55-DEM5B.zip，FG-GML-624055-ALL-20200401.zip） 
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図 2-6 基盤地図情報のメッシュ選択画面 

 

ダウンロードした圧縮ファイルを，基盤地図ビューアで表示する．表示された基本項目のうち，建築

物，道路構成線，道路縁を表示する．１回の操作でモデリングする範囲を DM 図郭領域の範囲とし，

DM 図郭領域ごとに分割表示する．そして DM 図郭領域を 1 つ選択する． 

1 次メッシュは，緯度（東西）が 1 度，経度（南北）が 40 分（2／3 度）である．2 次メッシュは，1

次メッシュの縦横 8 等分の 64 分割（約 10km×約 10km）であり，1／2.5 万地形図の刊行単位である． 

DM 図郭領域とは国土基本図郭であり，平面直角座標系に対応している．平面直角座標系は，日本全

体を 19 の原点を中心として，南北にそれぞれ 300km，東西にそれぞれ 160km の領域に分割している．

そして，地図情報レベル 50000 は，この領域を縦方向 20 個，横方向 8 個に分割した，縦 30km×横 40km

の長方形である．地図情報レベル 2500 は横 1.5km，縦 2km の領域である． 

選択したメッシュ（2 次メッシュ）は，地図情報レベル 2500 の DM 図郭領域で概ね縦 6×横 6 に区

画されている． 

3 次元都市モデルに必要なデータは，建築物と標高メッシュである．なお，位置確認のために道路構

成線と道路縁のデータも出力する．建築物，道路構成線，道路縁をシェープファイルへ変換してエキス

ポートする．次いで，標高メッシュをシェープファイルにエキスポートする． 
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図 2-7 基盤地図情報ビューアーの DM 図郭表示 

 

変換したシェープファイルを QGIS に読み込む．建築物の属性データに標高データを結合する．そし

て建築物を GeoJSON 形式で出力する．さらに，標高メッシュを GeoJSON 形式で出力する． 

 

図 2-8 QGIS での読み込み結果 
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3．屋根種別の決定要因に関する検討 

3.1 屋根形式の調査 

(1) 対象エリアの抽出 

日本全国（北から南まで）を対象とし，東京を除く政令指定都市から，札幌市，横浜市，名古屋市，

大阪市，福岡市を対象都市とした． 

対象地区は，市役所等が位置する行政中心地からさほど離れていない（10km 圏内）住居系地域とす

る．用途地域としては，第１種住居地域，第２種住居地域，準住居地域，近隣商業地域の何れかもしく

は複数が主体となって形成される地区とする．具体的な抽出方法及び抽出範囲は次のとおりである． 

当該都市の用途地域図を参照しつつ，基盤地図情報データのメッシュを選択し，データをダウンロー

ドした．そして，基盤地図情報ビューアで，中心市街地の住居系地区と判断されるエリアを 1／2,500

の図郭単位で抽出した， 

 

 

図 3-1 札幌市対象エリア（12NC512） 
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図 3-2 横浜市対象エリア（10ZAB823） 

 

 

図 3-3 名古屋市対象エリア（07ND041） 
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図 3-4 大阪市対象エリア（06OC793） 

 

 

図 3-5 福岡市対象エリア（02HC854） 
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(2) 調査結果  

各都市の対象エリアを QGIS に読み込み，QGIS の機能で衛星写真を重ね合わせて表示した．そして，

レイヤ表示を切り替えながら，普通建物の屋根形式を個々に目で見て判断した．その結果は次のとおり

である． 

5 都市合計の普通建物数は 27,675 件である．うち傾斜屋根建物は 24,532 件（88.6％）を占めている．

また，切妻屋根建物は 21,007 件であり普通建物の 75.9％を占めている．そして，陸屋根建物は 3,143

件（11.4％），寄棟屋根建物は 3,224 件（11.6％）と両者とも 1 割を占めている． 

 

表 3-1 対象 5 都市／屋根種別調査結果 

 

 

地域性についてみると，札幌市と福岡市は他の 3 都市と比べて傾斜屋根比率が低い．札幌市は降雪へ

の対応のため無落雪屋根（陸屋根）が多いと思われる．福岡市の場合，切妻屋根は 1,617 件（48.1％），

寄棟屋根が 847 件（25.2％）であり，切妻屋根の比率が低く，寄棟屋根の比率が高い．一般に台風の襲

来が多い西日本では寄棟屋根が多いとされている．こうしたことから福岡市では，陸屋根の比率が他都

市よりも高く，傾斜屋根建物においても寄棟屋根の比率が高くなっていると考えられる． 

切妻屋根を主体とした屋根分布が日本の低層家屋の特徴である．全ての普通建物の屋根形式を切妻屋

根とすることも考えられる．しかし，上記の屋根比率に応じて屋根種別を設定した方が，都市の形容を

より豊かに表現できると考えられる．よって，上記の屋根比率により設定した屋根種別を無作為（乱数）

で設定する方法を採用する．なお，屋根種別の比率を設定する場合，北海道と九州については地域性を

考慮する必要があるといえる． 

切妻屋根以外の屋根形式は，均等に分散しているのではなく，ある程度のまとまりを持って分布して

いる．殊に寄棟屋根において，その傾向が顕著であることが屋根種別の調査の中で確認できた．そこで，

寄棟屋根等の分布パターンが「偶然」発生したものか，あるいは何らかの原因によって発生したものか

を，統計的検定手法により確率的に判断することを検討する． 
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3.2 最近隣距離法による空間解析 

 

屋根形式の分布における特徴を把握することを目的として，最近隣距離法による空間解析を行った． 

この空間解析には QGIS の機能を用いた．各都市ごとに普通建物を屋根種別ごとに中心座標を点デー

タに変換した．そして，点の分布を「分散型」「集中型」という観点から分類した． 

 

表 3-2 対象 5 都市／切妻屋根・陸屋根・寄棟屋根別件数 

 

 

平均最近隣距離（＝W）とは，各点から最も近い点までの平均距離を，以下の方法により屋根種別ご

とに算出（分析）した． 

 

平均最近隣距離の期待値 E[W]は以下のとおりである． 

 

 

表 3-3 対象 5 都市／平均最近隣距離及び期待値 

 

 

切妻屋根は 5 都市とも集中している．陸屋根は札幌・福岡市を除き集中している．札幌・福岡市は集

中しているとは言い難い．寄棟屋根は札幌市を除き集中している．札幌市はランダムに分布している． 

このことから屋根形式の調査で見たように，屋根種別の分布には地域性があるといえる．札幌市の陸

屋根・寄棟屋根，福岡市の陸屋根は，他の 3 都市と比べて集中する傾向は見られず，ランダムに分布し

ているといえる． 

  

（単位：件） 
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3.3 平均相互最近隣距離による空間解析の結果 

(1) 平均相互最近隣距離による分析 

同じ形式の屋根どうしが集まり，違う形式の屋根とは避けあうといいう仮説を立てて，平均相互最近

隣距離による空間解析を行った． 

異なる２種類のオブジェクト（屋根形式）が，同一地域内に分布している場合における，それらの分

布の類似性を検討する．2 つの分布が互いに接近しているのか，互いに避け合っているのか，そのどち

らでもないのかということに焦点を当てて検討する．2 つの分布の類似性は，相互の因果関係や同一の

原因を示す． 

分析領域内に，A，B という２種類の点分布が存在し，それぞれの点の個数をｎa，ｎb，密度をλa，

λb とする．それぞれの種類のすべての点について，多種の最近隣点までの距離の平均値（平均相互最

近隣距離）を計算する．平均相互最近隣距離（＝D）は以下の式のより求めた． 

 

 

 

そして，２種類の点がいずれも無限平面上でランダムに分布する場合，平均相互最近隣距離 D の期待

値（＝E[D]）は以下の式により求める． 

 

 

 

 

 

従って，D と E[D]を比較することにより，２種類の点が互いに接近しているのか，互いに避け合っ

ているのかを判断できる． 
★段落間隔-固定 7pt 程度 

点分布がランダムな場合のD の確率分布は， 
★段落間隔-固定 7pt 程度 

𝑁((
1

𝑚𝑎 +𝑚𝑏
(
𝑚𝑎

2√𝜆𝑏
+

𝑚𝑏

2√𝜆𝑎
) ,
𝑚𝑎𝜆𝑎(4 − 𝜋𝑚𝑎) + 𝑚𝑏𝜆𝑏(4 − 𝜋𝑚𝑏) + 2𝜋𝑚𝑎𝑚𝑏√𝜆𝑎𝜆𝑏

4𝜋𝜆𝑎𝜆𝑏(𝑚𝑎 −𝑚𝑏)
2 ) 

★段落間隔-固定 7pt 程度 

となり，正規分布に基づく検定ができる． 
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表 3-4 対象 5 都市／平均相互最近隣距離及び期待値 

 

 

なお点の数が少ない場合は，平均相互最近隣距離D の確立分布は明らかでない．そのため検定はモンテ

カルロシミュレーションによらざるを得ない．平均相互最近隣距離の期待値は，陸屋根・切妻屋根のデ

ータ数が少ないためモンテカルロシミュレーションにより算出した． 

 

(2) モンテカルロシミュレーション 

モンテカルロシミュレーションとは，「確率変数のサンプリングを，コンピューターを用いて行うことで，

数学的問題を（主として数理統計学における意味で）数値的に解く手法」のことである．つまり，システ

ムを用いてある確率分布に基づく疑似乱数を発生させることと，それに基づく計算（割合，平均，分散な

ど）を数百回，数千回，数万回と試行することで解が一定の値に収束していき（大数の法則），近似解を得

られるという考え方のもと作られた手法である． 

下の画像はモンテカルロシミュレーションの一例である，サイコロを振ったときの出目の平均値を求め

たグラフである． 

 

  

図3-6 サイコロを１回振ったとき   図3-7 サイコロを 10回振ったとき 
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図3-8 サイコロを 1000回振ったとき 

 

 試行回数が増えるごとにサイコロの出目のばらつきは小さくなり，3.5 周辺に出目が集中していることが

判る．さらに試行回数を増やすと，平均値周辺以外は無視できるほどしか発生しなくなる．これがモンテ

カルロシミュレーションである． 

 

(3) 正規分布による検定 

正規分布に基づく検定を行うにあたって，点の数が少ないために不明確な平均相互最近隣距離D の確率

分布を，システム的に乱数を発生させるモンテカルロシミュレーションによって明らかにさせる． 

モンテカルロシミュレーションを行うことで期待値 μ と分散 σ2が求まる．まず μ と σ2から正規分布の

範囲であるμ±2σを求め，平均相互最近隣距離 D が正規分布の内に収まっているかを確認する．もし範

囲外にD が存在した場合，その都市の対象範囲は設定を間違っていたとして，再設定を行う．正規分布に

収まっていた場合，そのサンプルはその都市を代表する値として問題ない．その後明らかになった期待値

μ とD を比較して，５都市の屋根が互いにどう影響し合っているかを判断する． 

今回の調査では５都市全てで寄棟屋根と陸屋根のサンプル数が少ないと判断し，明確な母集団の推定

値を求めるため、モンテカルロシミュレーションを用いて正規分布による検定を行った． 
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表 3-5 対象 5 都市／期待値算出結果（1000 回） 
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表 3-6 対象 5 都市／期待値算出結果（5000 回） 

 

 

 

モンテカルロシミュレーションの試行回数は 1,000 回と 5,000 回．それによって求まった期待値μと

分散σ2 より正規分布の範囲μ±2σを算出し，平均相互最近隣距離 D が範囲内にあるか確認した（表

3-5，3-6）．その結果，全ての都市において D が正規分布の範囲内に収まったため，各都市を代表する

値として問題ない． 

平均相互最近隣距離 D とその期待値μを比較した．5 都市とも切妻屋根と陸屋根は D/μ≪1 であり互

いに近接している．また，5 都市とも切妻屋根と寄棟屋根は D/μ≪1 であり互いに近接している． 

これらより，違う屋根形式の屋根は互いに避け合っているという仮説は棄却されたといえる．よって，

切妻屋根と陸屋根は互いの分布に影響しておらず，切妻屋根と寄棟屋根も互いの分布に影響していない

ことが判った． 

なお，各都市の切妻屋根の平均最近隣距離（＝W）と上記の平均相互最近隣距離を比較すると，切妻

屋根と陸屋根の平均相互最近隣距離（＝D）は，５都市とも切妻屋根の平均最近隣距離（＝W）より大

きい（W≪D）． 

そして，切妻屋根の寄棟屋根の平均相互最近隣距離（＝D）は，５都市とも切妻屋根の平均最近隣距
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離（＝W）より大きい（W≪D）．特に札幌市と名古屋市はその差が大きい．よって相互集塊というより

も相互独立の状態にあると考えた方が正しいといえる． 

また，切妻屋根と陸屋根の平均相互最近隣距離（＝D）は，陸屋根の平均最近隣距離とほぼ近い（D

≒W）．切妻屋根と寄棟屋根の平均相互最近隣距離（＝D）は，名古屋市を除き寄棟屋根の平均最近隣距

離とほぼ近い（D≒W）． 

 

表 3-7 対象 5 都市／平均最近隣距離と平均相互最近隣距離の比較 

 札幌市 横浜市 名古屋市 大阪市 福岡市 

切妻屋根（W） 12.60 9.25 10.41 7.88 15.75 

切妻・陸屋根（D） 27.76 27.13 48.30 44.34 28.72 

陸屋根（W） 25.60 24.23 32.66 32.16 26.96 

切妻・寄棟屋根（D） 121.73 18.79 90.46 34.93 24.04 

寄棟屋根（W） 111.29 15.64 68.76 26.77 22.83 

 

 

従って，陸屋根と寄棟屋根は，切妻屋根が分布している中にあって，切妻屋根との最近隣距離は，陸

屋根，寄棟屋根それぞれの平均最近隣距離を保って分布するという特徴があるといえる． 

切妻屋根を主体とした屋根形式が市街地全体を覆っている分布の中において，陸屋根及び寄棟屋根は

ある程度の塊を伴いつつ，切妻屋根と避け合うことなく分布しているが，その傾向は北日本よりも東日

本・西日本の方が強い傾向にあると考えられる． 
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4．建物高さの決定方法に関する検討 

4.1 空間的自己相関分析の方法 

(1) 空間的自己相関による建物高さの分析 

空間的自己相関とは，空間的近接性（近くに位置するかどうか）と属性の類似性（似ている，もしく

は似ていない）の関係を記述する概念である．正の空間的自己相関があるときは，空間的に近いもの同

士ほど類似した属性を持つ（似たもの同士が集まっている）状態をいう．逆に負の空間的自己相関があ

るときは，空間的に近いもの同士ほど異なる属性を持つ（似たもの同士が避けあっている）状態をいう． 

同じ高さの建物同士が集まり，異なる高さの建物と互いに避けあって立地している場合，建物高さは

統一的であり，空間的自己相関が見られるといえる． 

建物高さの決定方法を検討するにあたり，高さの似かよった（属性類似性）建物が集まる（空間的近

接性）のではないかという仮説を立てた．いわゆる建物の近接性と建物高さの類似性に正の相関関係が

あると設定した． 

分析対象は，函館駅前中央地区（建物件数 2,869 件／3 階建て以上 323 件），札幌駅前通地区（建物

件数 1,990 件／3階建て以上 359 件）とした．両地区とも 3階建て以上の堅ろう建物を 100件抽出した． 

また，建物高さの変化を導いているその他の要因として以下のとおり設定した． 

・ 前面道路幅員：建物個別に GISソフトで図上計測 

・ 主要駅からの距離：函館・札幌駅の中心座標から建物中心座標までの距離を GISソフトの機能で

算出（分析には逆数を使用） 

・ 建物面積（建築投影面積）：GISソフトの関数で建物個別に算出 

 

(2) 空間的自己相関モデルの定式化 

建物の近接性と建物高さの類似性のほかに建物の高さの変化を導いている要因を解明するために，建

物高さと相関関係にあると思われる属性を設定する．被説明変数に建物高さを，説明変数に建物の諸属

性を用い，建物高さを決定している要因を明らかにする．説明変数と被説明変数の間に線形重回帰関係

が成り立つと仮定した． 

建物階数について，空間重み付けをもつ建物高さ（階数）を自己相関項とした多変量解析のモデルを

次のように定式化した．建物高さを個々の建物の属性で説明する一般的な回帰モデルに，個々の建物高

さに空間的自己相関を仮定した空間的自己相関項を加えたモデルとした． 

Y=𝜌wY+X𝛽+e … (1) 
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式(1)を行列形式で表記すると以下のようになる． 

 

 

 

空間重み付け行列の要素 Wij は地点 j の値が地点 i の値に影響を及ぼす割合を示す．空間重み付け行

列は，２パターンで分析した．①建物中心間距離テーブルは，距離が短いほど近接性が高いと設定した．

分析には建物中心間の距離の逆数を用いた．②隣接行列マトリックスは，近接状態にあれば[ 1 ]なけれ

ば[ 0 ]と設定した．さらに対角成分は 0，行方向の和は 1 となるように行列を正規化した． 

被説明変数を空間重み付け行列に掛け合わせることにより，隣接する建物高さが当該建物の高さに及

ぼす影響を表す．空間的自己相関パラメータρは空間的自己相関の強度を示す係数である．被説明変数

の値が空間的にまとまった値を示す場合は正の相関があることとなり，完全にランダムな場合は 0 とな

る．さらに有意な値を示す回帰係数βより建物高さの決定要因を分析する． 

 

(3) 分析データの作成方法 

函館駅前地区を例として，分析データの作成方法を示す．札幌駅前地区についても作成方法は同様で

ある． 

函館駅前地区の GIS データから，堅ろう建物を 100 件抽出した．まず，QGIS の機能である「ポリゴ

ン重心」を使用し，建物の中心座標を設定した． 

 

 

図 4-1 QGIS 画面・ポリゴン重心 
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次に，QGIS の機能である，「距離マトリックス」を使用し，建物中心間の距離テーブルを作成した． 

 

 

図 4-2  QGIS 画面・距離マトリックス作成 

 

 

図 4-3 距離テーブルの作成結果 

 

また，建物高さと相関関係にあると思われる属性として， 

・建物面積（建築投影面積） 

・中心駅（函館駅）からの距離 

・前面道路幅員 

を設定した． 



－27－ 

 

建物面積（建築投影面積）については，QGIS の機能である「フィールド計算機」によって新しいフ

ィールドを作成し，area 関数で作成した． 

 

図 4-4 QGIS 画面・フィールド計算機 

 

 

図 4-5 フィールド計算機によって求めた面積データ 

 

また，中心駅（函館駅）からの距離については，中心駅（今回の場合は函館駅）の中心座標を設定し，

建物間との距離テーブルを作成した．次に示す図の「Distance」の項目が，函館駅の中心からの距離で

ある． 
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図 4-6 函館駅からの距離の算出結果 

 

前面道路幅員については，個々の建物について，QGIS の機能「測定（線の長さを測る）」を用いて計

測した． 

 

 

図 4-7 QGIS 画面・測定 
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4.2 空間的自己相関分析の結果 

(1) 函館駅前地区の分析結果 

建物中心間距離テーブルを空間重み付け行列とした函館駅前地区の分析結果は表 4-1 のとおりである．

重相関係数は 0.313，決定係数 1)は 0.098 となった．これは建物の高さを直接的ではないが約 30%説明

しているといえる．ゆえに，これらの説明変数だけでは十分な結果は得られないことを示している．空

間的自己相関パラメータρの推計結果は-1.200 であった．これは同じ高さの建物が互いに避けあってい

る（係数がマイナス）ことを示している． 

有意Ｆは 5%以下 2)であり，この分析結果は信頼できる．ｐ値の有意水準を約 5%とした場合 3)，有意

な説明変数は「建物面積」と「函館駅からの距離」である．建物面積の回帰係数は正であり，大きくな

ればなるほど建物の高さに関係するということである．駅からの距離の回帰係数は負である．距離の逆

数を用いていることから，駅からの距離が近いほど建物の高さに関係するということが判った． 

 

表 4-1 函館駅前地区の重回帰分析の結果 ①建物中心間距離テーブル 

 

1) 自由度修正済み決定係数＝回帰の変動÷合計の変動，回帰の変動とは回帰モデルで説明できる変動の大きさ，残

差の変動とは回帰モデルで説明できな変動の大きさである． 

2) 「母重相関係数は 0 である」という帰無仮説を検定する．重回帰式より説明できる目的変数の変動が統計的検定

により棄却された． 

3) 係数の欄のｔ値，Ｐ値は「係数が 0 である」という帰無仮説を検定する．Ｐ値が優位水準を下回る場合，帰無仮

説は棄却され有意な変数と言える． 

 

次いで，建物中心間距離テーブルを空間重み付け行列とした函館駅前地区の分析結果は表 4-2 のとお

りである．重相関係数は 0.289，決定係数は 0.083 となった．これは建物の高さを直接的ではないが約

29%説明しているといえる．ゆえに，これらの説明変数だけでは十分な結果は得られないことを示して

いる．空間的自己相関パラメータρの推計結果は 0.040 であった．これは建物高さの相関関係が殆どな

いことを示している． 

概要

回帰統計

重相関 R 0.313

重決定 R2 0.098

補正 R2 0.060

標準誤差 2.275

観測数 100

分散分析表

自由度 変動 分散 観測された分散比 有意 F

回帰 4 53.221 13.305 2.572 0.043

残差 95 491.529 5.174

合計 99 544.750

係数 標準誤差 t P-値 下限 95% 上限 95% 下限 95.0% 上限 95.0%

切片 15.118 6.105 2.476 0.015 2.998 27.238 2.998 27.238

自己相関項 -1.200 0.901 -1.332 0.186 -2.988 0.588 -2.988 0.588

道路幅員 -0.009 0.015 -0.627 0.532 -0.039 0.020 -0.039 0.020

函館駅からの距離 -0.003 0.001 -2.508 0.014 -0.006 -0.001 -0.006 -0.001

面積 0.001 0.000 1.978 0.051 0.000 0.001 0.000 0.001
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有意Ｆは 5%以上であり，この分析結果は信頼できない．ｐ値の有意水準を約 5%とした場合，有意な

説明変数は「建物面積」と「函館駅からの距離」である．建物面積の回帰係数は正であり，大きくなれ

ばなるほど建物の高さに関係するということである．駅からの距離の回帰係数は負である．距離の逆数

を用いていることから，駅からの距離が近いほど建物の高さに関係するということが判った． 

 

表 4-2 函館駅前地区の重回帰分析の結果 ②隣接行列マトリックス 

 

 

(2) 札幌駅前地区の分析結果 

建物中心間距離テーブルを空間重み付け行列とした札幌駅前地区の分析結果は表 4-3 のとおりである．

重相関係数は 0.337，決定係数は 0.114 となった．これは建物の高さを直接的ではないが約 34%説明し

ているといえる．ゆえに，これらの説明変数だけでは十分な結果は得られないことを示している．空間

的自己相関パラメータρの推計結果は-1.524 であった．これは同じ高さの建物が互いに避けあっている

（係数がマイナス）ことを示している． 

有意Ｆは 5%以下であり，この分析結果は信頼できる．ｐ値の有意水準を約 5%とした場合，有意な説

明変数は「建物面積」と「札幌駅からの距離」である．建物面積の回帰係数は正であり，大きくなれば

なるほど建物の高さに関係するということである．駅からの距離の回帰係数は負であり，説明変数は距

離の逆数であることから駅からの距離が近いほど建物の高さに比例するということが判った． 

  

概要

回帰統計

重相関 R 0.289

重決定 R2 0.083

補正 R2 0.045

標準誤差 2.293

観測数 100

分散分析表

自由度 変動 分散 観測された分散比 有意 F

回帰 4 45.384 11.346 2.158 0.080

残差 95 499.366 5.256

合計 99 544.750

係数 標準誤差 t P-値 下限 95% 上限 95% 下限 95.0% 上限 95.0%

切片 6.716 0.987 6.808 0.000 4.757 8.674 4.757 8.674

自己相関項 0.040 0.079 0.506 0.614 -0.117 0.198 -0.117 0.198

道路幅員 -0.003 0.015 -0.226 0.821 -0.033 0.026 -0.033 0.026

函館駅からの距離 -0.002 0.001 -1.912 0.059 -0.004 0.000 -0.004 0.000

面積 0.001 0.000 2.034 0.045 0.000 0.001 0.000 0.001
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表 4-3 札幌駅前地区の重回帰分析の結果 ①建物中心間距離テーブル 

 

 

次いで，建物中心間距離テーブルを空間重み付け行列とした札幌駅前地区の分析結果は表 4-4 のとお

りである．重相関係数は 0.356，決定係数は 0.127 となった．これは建物の高さを直接的ではないが約

36%説明しているといえる．ゆえに，これらの説明変数だけでは十分な結果は得られないことを示して

いる．空間的自己相関パラメータρの推計結果は-0.180 であった．これは建物高さの相関関係が殆どな

いことを示している． 

有意Ｆは 5%以下であり，この分析結果は信頼できる．ｐ値の有意水準を約 5%とした場合，有意な説

明変数は「建物面積」と「札幌駅からの距離」である．建物面積の回帰係数は正であり，大きくなれば

なるほど建物の高さに関係するということである．駅からの距離の回帰係数は負であり，説明変数は距

離の逆数であることから駅からの距離が近いほど建物の高さに比例するということが判った． 

  

概要

回帰統計

重相関 R 0.337

重決定 R2 0.114

補正 R2 0.076

標準誤差 3.025

観測数 100

分散分析表

自由度 変動 分散 観測された分散比 有意 F

回帰 4 111.471 27.868 3.046 0.021

残差 95 869.119 9.149

合計 99 980.590

係数 標準誤差 t P-値 下限 95% 上限 95% 下限 95.0% 上限 95.0%

切片 21.435 7.977 2.687 0.009 5.598 37.272 5.598 37.272

自己相関 -1.524 0.971 -1.570 0.120 -3.451 0.404 -3.451 0.404

道路幅員 0.045 0.056 0.808 0.421 -0.065 0.155 -0.065 0.155

札幌駅からの距離 -0.003 0.001 -2.311 0.023 -0.005 0.000 -0.005 0.000

面積 0.001 0.001 2.172 0.032 0.000 0.003 0.000 0.003
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表 4-4 札幌駅前地区の重回帰分析の結果 ②隣接行列マトリックス 

 

 

(3) 分析結果のまとめ 

建物中心間距離テーブルを空間重み付け行列とした場合について考察する．函館駅前地区の空間的自

己相関係数ρは-1.200 となった．これは函館駅前の建物高さが不揃い（係数がマイナス）なことを表し

ている．また，札幌駅前地区の空間的自己相関係数ρは-1.524 となった．これは函館と同様にもしくは

それ以上に札幌駅前の建物高さが不揃いなことを表している．両地区とも，空間的自己相関は見られな

かった．似かよった高さの建物が集まるという仮説は棄却された．両地区ともに駅前の建物高さが不揃

いであり，景観面にも悪い影響を与えていると捉えられる． 

 

建物高さに影響を与える，その他の要素について考察する．函館駅前地区の建物面積の p 値は 0.05，

函館駅からの距離の p 値は 0.01 となっている．これは有意水準を約 5%にした場合にこの両者の説明変

数は有意な説明変数といえることができる．対して，前面道路幅員の p 値は 0.53 となっているので有

意な説明変数とはいえない． 

 

表 4-5 函館駅前地区分析結果 ①建物中心間距離テーブル 

 

 

概要

回帰統計

重相関 R 0.356

重決定 R2 0.127

補正 R2 0.090

標準誤差 3.002

観測数 100

分散分析表

自由度 変動 分散 観測された分散比 有意 F

回帰 4 124.294 31.073 3.447 0.011

残差 95 856.296 9.014

合計 99 980.590

係数 標準誤差 t P-値 下限 95% 上限 95% 下限 95.0% 上限 95.0%

切片 10.584 1.398 7.569 0.000 7.808 13.360 7.808 13.360

自己相関 -0.180 0.091 -1.981 0.051 -0.360 0.000 -0.360 0.000

道路幅員 0.041 0.055 0.735 0.464 -0.069 0.150 -0.069 0.150

札幌駅からの距離 -0.003 0.001 -2.441 0.017 -0.005 -0.001 -0.005 -0.001

面積 0.001 0.001 1.500 0.137 0.000 0.002 0.000 0.002
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札幌駅前地区の建物面積の p 値は 0.03，札幌駅からの距離の p 値は 0.02 となっている．函館と同様

にこの二つは有意な説明変数だといえる．また，札幌駅前地区も前面道路幅員の p 値も 0.42 となって

いるので函館と同様に有意な説明変数とはいえない． 

 

表 4-6 札幌駅前地区分析結果 ①建物中心間距離テーブル 

 

 

次いで，隣接行列マトリックスを空間重み付け行列とした場合について考察する．函館駅前地区の空

間的自己相関係数ρは 0.040 となった．これは函館駅前の建物高さに殆ど相関関係が見られないことを

表している．また，札幌駅前地区の空間的自己相関係数ρは-0.180 となった．これは函館と同様に札幌

駅前も建物高さに殆ど相関関係が見られないことを表している．両地区とも，空間的自己相関は見られ

なかった．似かよった高さの建物が集まるという仮説はやはり棄却されたと言える． 

 

建物高さに影響を与える，その他の要素について考察する．函館駅前地区においては，有意水準を約

5%にした場合に有意な説明変数は見当たらない．建物面積，函館駅からの距離，前面道路幅員の何れも

有意な説明変数とはいえない． 

 

表 4-7 函館駅前地区分析結果 ②隣接行列マトリックス 

 

 

札幌駅前地区においては，有意水準を約 5%にした場合に有意な説明変数は見当たらない．建物面積，

函館駅からの距離，前面道路幅員の何れも有意な説明変数とはいえない． 
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表 4-8 札幌駅前地区分析結果 ②隣接行列マトリックス 

 

 

建物高さを推計する良好なモデルは得られなかった．回帰モデルの当てはまり具合が低く良好な結果

が得られていない（決定係数が低い）．建築投影面積の大きさや主要駅からの距離の遠さが影響するこ

とが示唆される（P 値が 0.05 以下）が，大きな要因であるとは言い難い（係数の値が小さい）． 

 

結論として，建物高さを決定する要因が見当たらなかった．よって，建物の高さをランダム（無作為）

に設定する方法について検討する．建物高さが不揃いな状況は，国内の多くの都市で共通していると考

えられ，建物高さはランダムに分布していると設定して問題ないと考えられる． 

建物高さの決定方法として，建物階層別ヒストグラムより分布曲線を作成する方法が考えられる．普

通建物は１階建て及び２階建てとし，堅ろう建物は３階建て以上とする．そして，建物階層の最大値を

都市規模に応じて任意に設定することを検討する． 
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5．建築物データへの数値標高の結合 

5.1 PostGIS による地理空間情報の演算 

 

PostGIS とは，PostgreSQL データベースで地理空間情報を扱うための拡張である． 

PostGIS による建築物データへの数値標高の結合手順は以下のとおりである． 

1. pgAdmin によるデータベースの作成 

2. PostGIS Shapefile and DBF Loader によるシェープファイルの読み込み 

・ 建築物 

・ 数値標高 

3. Query により PostGIS の空間関係関数により演算 

・ 建築物ごとに数値標高データを結合 

 

この方法によるデメリットは以下のとおりである． 

⚫ PostgreSQL のインストール 

・ 専門性が高く煩雑（パスワード・ポート番号） 

・ スタックビルダによる PostGIS のインストール（手順が多く複雑） 

⚫ pgAdmin の操作 

・ サーバー接続，データベース作成（設定が複雑） 

・ クエリー操作による PostGIS ファイルの作成（専門性高く判り難い） 

・ 別プログラムによるシェープファイルの読み込み（エラーが起こり易い） 

⚫ Query の操作 

・ SQL エディタに SQL ファイル読み込み，クエリー実行 

⚫ QGIS による PostGIS ファイルの操作 

・ PostGIS ファイル読み込み，名前を付けて保存 

 

 

  



－36－ 

 

5.2 QGIS による数値標高データの結合 

(1) 数値標高データ結合方法の変更 

建築物のデータに，標高（地盤高さ）のデータを結合する必要がある．しかし，この作業は設定が複

雑であり手順が煩雑である．よって，PostGIS による数値標高データの結合方法を，QGIS のみによる

結合方法に改善する． 

QGIS による改善方法のポイントは次の 2 点である． 

・ QGIS の空間演算ツールの利用 

・ データマネジメントツールの利用 

手順は次のとおりであり，3 ステップの操作で完了する． 

1) 空間演算ツールによるバッファ作成 

2) データマネジメントツールによる属性結合 

3) レイヤパネル[プロパティ]による標高データの結合 

この方法のメリットは，単一のソフトウェアで処理が完了でき判りやすいことである． 

 

上記の手順により卒業研究において，オンラインで指導することができた．対面授業においては，PDF

ファイル化したマニュアルで指導することができた．今後は動画によるオンデマンド教材としての使用

を試行したいと考えている． 

 

(2) 数値標高データ結合手順 

① レイヤ[建築物]の作成 

⚫ [レイヤパネル]でオリジナルの「建築物」データを選択 

⚫ 右クリック－[名前を付けて保存する] 

• 形式で「ESRI Shapefile」を選択した際に，エンコーディングを「UTF-8」のままにし

ておくと，２バイト文字が文字化けする． 

• この時，エンコーディングを「System」（Shift_JIS）とすると文字化けしない． 

• 形式に「GeoJSON」を選択すると，エンコーディングは「UTF-8」のままとなり変更

できない．なお，文字化けは起こらない． 

② [ベクタ]－[空間演算ツール]－[固定距離バッファ] 

• 入力レイヤ 「建築物」 

• 距離  1.5～2.0 

• 線分別  5 

⇒レイヤ「バッファ」作成 

③ [ベクタ]－[データマネジメントツール]－[属性の結合] 

• 対象ベクタレイヤ 「バッファ」 

• ベクタレイヤを結合する 「標高メッシュ」 

• ジオメトリの述語：含む 

• 精度：0.000000 

• 属性値の概要：交差するすべての地物の属性を統合して利用する 

• 統合サマリー：median 
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• 統合されるテーブル：マッチしたレコードのみ残す 

⇒レイヤ「統合されるレイヤ」作成 

④ [レイヤパネル] 

• 「建築物」を選択 

• 右クリック－[プロパティ] 

• [結合]タブを選択 

• [+]をクリック 

➢ レイヤの結合  「結合されるレイヤ」 

➢ 結合フィールド  「id」 

➢ ターゲットフィールド 「id」 

• 「結合するフィールドを選択する」の「チェックボックス」をチェック 

・ 「median 標高」の「チェックボックス」をチェック 

• 「フィールド名の接頭辞」の「チェックボックス」をチェック 

• 「結合されるレイヤ_」を削除 

• 「OK」→「適用」→「OK」 

⇒レイヤ「建築物」の属性テーブルの右端に「median 標高」が追加 

• 「建築物」を選択 

• 右クリック－[名前を付けて保存する] 

• 形式 GeoJSON 

• File name → 「ブラウズ」をクリック 

ファイル名：建物標高 → 「保存」 

→ 「OK」 

⇒レイヤ「建物標高」作成 
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6．モデリング言語の選択に関する検討 

6.1 3 次元都市モデル生成プログラムの開発経緯 

(1) 開発コード「Stera_CS2」 

2005 年に RealBasic で 3 次元都市モデルプログラムを開発した（コード名 Stera）．当初のモデリン

グ言語は VRML だった．その後プログラム言語を VisualStudio の C#としブラッシュアップを続けた

（コード名 Stera_CS）．プログラム言語の変更に合わせて，モデリング言語を汎用言語の OBJ ファイ

ル及び DXF ファイルに変更して行った．これは，VRML の 3D フォーマットとしての将来が見通せな

かったためである． 

開発を一時期中断していたが，基盤地図情報の利用が可能になったことから，コード名を Stera_CS2

に改め，Stera_CS の改良版（進化版）を目指した．Stera_CS2 の特徴は GUI 操作にあった．しかし，

これは開発の途中で断念している．開発を途中で断念した理由は，DXF ファイルでの出力ができなっ

たためである．DXF ファイルでは多角形を三角メッシュに分割しなければならないが，それに失敗し

たためである． 

 

 

図 6-1 VisualStudio C#による開発（コード名 Stera_CS2） 

 

(2) OBJ ファイル 

OBJファイルは，Wavefront Technologiesが，アニメーションパッケージであるAdvanced Visualizer

のために開発したファイル形式である．ファイル形式が公開されると，他の 3DCG ソフトウェアベンダ

ーも対応を行っていき，広く受け入れられた． 

OBJ ファイル形式は，3D ジオメトリのみを表現する単純なデータ形式である．3D ジオメトリのみ

とは，各頂点の位置，各テクスチャ座標の頂点の UV 位置，頂点法線，頂点リストとして定義された各

ポリゴンを形作る面，そしてテクスチャ頂点である． 



－39－ 

 

 

 

図 6-2 OBJ ファイルによるモデリング結果（表示ソフトウェアは Blender） 

 

(3) COLLADA ファイル形式の採用 

Stera_CS2 の開発に見切りをつけ，３角形分割を行わず，かつ SketchUp の無料版で読み込み可能な

フォーマットである COLLADA に着目した． 

COLLADA は，対話型 3 次元コンピュータグラフィックスアプリケーション間の交換用ファイルフォ

ーマットである．ソニー・コンピュータエンタテインメント（Sony Computer Entertainment）が

PlayStation 3 と PlayStation Portable 向けの開発用公式フォーマットとして策定した． 

各種グラフィックスアプリケーションソフトウェアの間で，デジタル資産を交換するためのオープン

標準の XML Schema を定義している．通常は拡張子として .dae (digital asset exchange) を付与する． 

モデリング言語を COLLADA（dae ファイル）に変更するに合わせて，プログラミング言語を R 言

語に変更した．R 言語は統計解析用の汎用プログラムであり，3DCG のモデリング言語に用いられるの

は稀有だと思われる． 

R 言語による開発コードは「Stera_R」である．プログラム言語を R 言語に変更したことにより，

Stera_CS2 のような GUI 操作は断念している． 
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図 6-3 R 言語による開発（コード名 Stera_R） 
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図 6-4 COLLADA ファイルによるモデリング結果（表示ソフトウェアは SketchUp） 
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6.2 建物モデルのモデリング方法 

(1) 2 次元データの 3 次元化 

GIS の 2 次元データから 3 次元の建物モデルを作成する．モデリングの概念は下図のとおりであり，

2 次元データに高さの情報を与えて立体化する．傾斜屋根については建物本体とは別に屋根モデルとし

てモデリングし，建物本体と合体させる．傾斜屋根のモデリングに必要な情報は個々に属性データとし

て与えた． 

 

 

図 6-5 建物モデルのモデリング概念 

 

国土交通データプラットフォームの三次元地図に対応する3次元都市モデルを作成することを目的と

している．よって，モデリング言語（ファイル形式）を次のように考えた． 

・ 建物モデル（基本項目）  IFC ファイル 

・ 地形モデル（数値標高モデル） LandXML ファイル 

 

モデルは別々に作るとしても，1 つのモデル（3 次元都市モデル）に集約するためには，ファイル・

フォーマットは１種類でなくてはならないのではないかという懸念がある．建物モデルを構造物ではな

いと考えれば，地形地物として捉えてモデリングする方法があり得る． 

地形地物(Topographic features)とは，自然，人口に関わらず地上にあるすべての物を指す．建物を地

形に付属した一部と考えれば，建物モデルを LandXML ファイルとしてモデリングすることが妥当であ

ろう． 

一方，「CIM 事案における成果品作成の手引き(案)」では次のように示されている． 

・ 地形モデル (SURFACE_MODEL) 

・ 広域地形モデル (LANDSCAPING) 

・ 構造物モデル (STRUCTUAL_MODEL) 

 

建物モデルを SURFACE_MODEL として記述するなら LandXML ファイルとすることが適切である．

STRUCTUAL_MODEL と考えるなら IFC ファイルとするのが適切であろう．しかし，IFC スキーマ

には，本研究のようなサーフェイスモデルによる建築物の定義は見当たらない． 
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(2) IFC ファイルとは 

IFC とは Industry Foundation Classes であり，ISO 16739 で定義されている．施設すべての情報の

デジタル化を目指した，BIM（Building Information Modeling）のためのファイル標準（国際標準）

である． 

building SMART Japan においては，次のように定義されている． 

・ buildingSMART は，建物を構成するすべてのオブジェクト（例えばドア，窓，壁などのような

要素）のシステム的な表現方法の仕様を定義する． 

・ これらの仕様を IFC（Industry Foundation Classes）と呼ぶ． 

・ アプリケーションで用いるプロジェクト・モデルのデータ構造を合わせて提示する． 

本研究の建物モデルでは，ドア，窓，壁は必要ないため，ドアとしての特性を保有する必要もない．

IFC4（2013 年 3 月 21 日）ISO16739：2014 では，建物ライフサイクル全体をカバーする 3 次元建物

情報モデルのデータ構造やデータファイル形式などが変更された．3 次元都市モデルでどこまでを保有

すべき情報と考えるかにより，このフォーマットの有用性が変わってくると考えられる．とは言え，ア

プリケーション間のデータ共有化と相互運用のためには適切なファイルフォーマットである． 

IFC 2x3 とするか IFC4 とするかも要検討課題である．IFC4 は IFC2x3 の高度なスキーマであり，

IFC2x3 を拡張したものである．Cordination View 2.0 は他のシステムによって広くサポートされてい

る IFC2x3 の書き出しヴァージョンである．「CIM 事業における成果品作成の手引き（案）」では，構成

物モデルは IFC2x3 もしくは（及び）オリジナルファイルとする．地形モデル，広域地形モデルは

LandXML もしくは（及び）オリジナルファイルとするとされている． 

IFC4 reference view は施設の空間要素および物理要素など基本的情報の交換に用いられる．IFC4 

design transfer view は施設の設計情報などより高度な情報の交換に用いられる．バージョン 4.1.0.4 が

2017 年に IFC4x1 として公開された．単なる形状モデル（3 次元モデル）ではないことから，今後は IFC4

への対応が進むのではないかと考えられる． 

とは言え目的・役割・機能が異なっていることから，3 次元都市モデルの建物モデルのフォーマット

（ファイル形式）として適切かどうかの判断は重要である．また，IFC と MVD はペアとして密接な関

係にあると見られることから，MVD に関する検討も必要になる． 

MVD（Model View Definition）とは，建設プロセス内の利用場面に応じた IFC の使い方を規定する

ものである．building SMART Japan においては，次のように定義されている． 

・ MVD（Model View Definition）は，データ連携プロセスにおいて IFC

（IndustryFoundationClasses）をどのように活用するか記述したドキュメントである． 

・ IDM（InformationDeliveryManual）で定義されたデータ連携要求に基づいて作成され，MVD コ

ンセプトという単位で IFC のデータ連携仕様が定義される． 

➢ IDM とは BIM データ連携シナリオで定義されたユースケース，プロセスや情報を体系的に

定義するドキュメントである．PM は情報伝達の表現，ER は情報内容の定義である． 

・ ソフトウェア開発者が IFC データ入出力を組み込む際のデータ連携仕様の主要な情報となる． 

 

空間構造定義とは，空間構造の構成を定義するものである．プロジェクト(IfcProject)，敷地(IfcSite)，

建物(IfcBuilding)，建物階(IfcBuildingStorey)，部屋(IfcSpace)，そしてこれらの包含関係を

IfcRelAggregates により定義する．さらにプロジェクト(IfcProject)と敷地(IfcSite)，敷地(IfcSite)と
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建物(IfcBuilding)を IfcRelAggregates により一対多関係で定義し，建物(IfcBuilding)，建物階

(IfcBuildingStorey)，部屋(IfcSpace)を IfcRelAggregates により複数関係で定義する．プロジェクト

(IfcProject)から部屋(IfcSpace)までそれぞれがオブジェクトであり，ここに空間構造定義が対応する． 

IFC オブジェクトタイプでは，建物（IfcBuilding）はオプショナルとされており，空間構造定義によ

り記述する．IFC モデルのプロジェクト(IfcProject)では，敷地(IfcSite)，建物(IfcBuilding)，建物階

(IfcBuildingStorey)，部屋(IfcSpace)は幾何形状を表現しない．梁，柱，床版，壁，フーチングといっ

た部材（パーツ）により幾何形状を表現したモデリングを行う．「敷地」ならびに「建物」は空間要素 

であり物理要素ではない． 

3 次元都市モデルにおいて IFC モデルを採用するならば，IfcProject－IfcSite－IfcBuilding により

個々の建物を定義する必要がある．この時，IfcSite オブジェクトは省略できる．IfcSite オブジェクト

に対して IfcBuilding オブジェクト が必ず 1つ以上存在する．IfcSite オブジェクトを省略した場合でも

IfcBuildingStorey オブジェクトは必ず必要になる． 

3 次元都市モデルでは，建物の外形をモデリングして表現する．これは IFC モデルとは考え方が異な

る．建物の幾何形状を表現する IFC モデルとして，本研究の建物モデルを定義できるかが命題である． 

 

(3) CIM モデル 

CIM モデルとは，対象とする構造物等の形状を 3 次元で表現した「3 次元モデル」と「属性情報」を

組み合わせたものである．これについては「IFC」モデルと共通する部分であると言える． 

CIM モデルは以下のように分類されている． 

・ 線形モデル  －構造物の中心線形の 3 次元モデル 

・ 構造物モデル  －構造物や仮設構造物の 3 次元モデルおよび属性情報 

・ 土工形状モデル  －盛土，切土等の横断面 3 次元モデル 

・ 地質・土質モデル  －地質・土質調査の成果を CAD データとして配置したモデル 

・ 地形モデル  －現況地形の 3 次元モデル 

・ 広域地形モデル（LANDSCAPING） 

    －対象地区を含む広範な範囲の地形，建屋等の 3 次元モデル 

上記のうち「構造物モデル」は「IFC」モデルに置き換えやすいと考えられる．「広域地形モデル」は

本研究が目指す 3 次元都市モデルの「三次元地図」に該当する． 

3 次元都市モデルが CIM モデルの「広域地形モデル」に相当すると考えた場合，構造物モデル（＝建

物モデル）は IFC との対応付けが考えられる．この構造物モデルにおいて要求される詳細度は 100～500

である．しかし，広域地形モデルにおいて，建屋（建築物等）は地形の一部と定義されており，GIS プ

ラットフォーム（事務所管内図）に対応するともされている．この事務所管内図は，CIM モデルと位置

情報を連携したデータベースであり，発注者管内でのCIMモデルを用いた維持管理を目的としている． 

 

(4) CityGML とは 

CityGML とは，仮想の 3D 都市モデルを定義するためのデータフォーマットである．都市を構成す

るあらゆる要素を 3D モデル化することができる．GML とは Generalized Markup Language の略で

あり，地理空間情報を定義したフォーマットである． 

CityGML では LOD（Level of Detail）の 5 段階を次のように設定している． 
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・ LOD0：2 次元の建物形状と定義 －GIS データ（基盤地図情報） 

・ LOD1：2 次元の建物形状に高さを付与した 3 次元の定義 

・ LOD2：建物の屋根を定義 

・ LOD3：建物の窓やドア等の外部の詳細の定義 

・ LOD4：建物の内部を定義 

LOD4 は情報が BIM と同程度となり BIM ソフトウェアとの相互変換が可能なレベルである．データ

変換は IFC ファイル形式で行われる． 

CityGML ではモジュールを次のように設定している． 

・基本（City GML Core） CityGML の基本コンポーネント 

・表面（Appearance）  図形の表面定義 

・建物（Building）  建物，建物の部品，建物の設備，建物の構造を LOD0～4 で定義 

 

本研究では，LOD1 のレベルで建物モデルをモデリングしたうえで，普通建物の傾斜屋根建物につい

ては傾斜屋根をモデリングしようというものである．ゆえに LOD1.5 レベルと設定している．そこで問

題なのが，この LOD1.5 レベルのモデリングをどのファイル・フォーマットで行うべきかである． 
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6.3 地形モデルのモデリング方法 

(1) COLLADA における地形表現 

COLLADA ファイルフォーマットにおける地形モデルのモデリングは次のように記述される． 

 

 

<library_geometries> 

    <geometry id="ID1"> 

        <mesh> 

            <source id="ID1-Pos"> 

                <float_array id="ID1-Pos-array" count="3996"> 

                            -3003588 -4537127 5906.693 ……… 

                </float_array> 

                <technique_common> 

                    <accessor count="1332" source="#ID1-Pos-array“ 

                    stride="3"> 

                           <param name="X" type="float" /> 

                           <param name="Y" type="float" /> 

                           <param name="Z" type="float" /> 

                    </accessor> 

                </technique_common> 

            </source> 

            <polylist count="444" material="Material2"> 

                <input offset="0" semantic="VERTEX" source="#ID6- 

                Vtx" /> 

                <vcount> 3 3 3 ……..</vcount> 

                <p> 0 1 2 ………</p> 

            </polylist> 

        </mesh> 

    </geometry> 

</library_geometries> 

  

id 番号 1 から連番 

3 次元座標値 

三角メッシュ 
頂点番号 
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(2) LandXML1.2 における地形表現 

LandXML1.2 ファイルフォーマットにおける地形モデルのモデリングは次のように記述される． 

 

 

<Surfaces> </Surfaces> 

    <Surface name=“Landscape_road”> </Surface> 

    <Definition surfType=“TIN” elevMin=“0.025” elevMax=37.579”> 

        <Pnts> 

            <P id=“1”> x y z </p> 

        <Faces> 

            <F> Pnts_1 Pnts_2 Pnts_3 </F> 

        </Faces> 

 

 

 

XML スキーマにおいて地形表現に関する解説は以下のとおり示されている． 

 

 

図 6-6 XML スキーマ解説／全体構成 

 

 

ファイル名 

id 番号 1 から連番 

3 次元座標値 

三角メッシュを作る頂点番号 
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図 6-7 XML スキーマ解説／サーフェスセット 

 

 

図 6-8 XML スキーマ解説／要素種別サーフェス 
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図 6-9 XML スキーマ解説／サーフェス定義 

 

COLLADA と比較して LandXML の記述方法は単純である．id 番号と 3 次元座標値，三角メッシュ

の頂点番号を順に記述することでモデリングが可能である． 
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7．多角形の四角形分割と三角メッシュ分割 

7.1 多角形の四角形分割問題 

 

傾斜屋根建物の基本的な平面形状は，ほぼ直角である４つの内角を持つ四角形である．しかし，平面

形状が四角形である建物は，現実にはあまり多くなく，もっと複雑な平面形状をしている．傾斜屋根の

モデリングのためには四角形の集合体に分割する必要がある． 

基盤地図情報の建築物データは RoofEdge による平面図形（ポリゴンデータ）である．傾斜屋根建物

の頂点数は偶数が基本である．これが奇数の場合は，1）陸屋根であるか，2）角度がほぼ 180°である

中継点が含まれている． 

四角形の次は５角形だが，５角形の家は殆どない．その次は６角形だが，その殆どは凹内角を 1 つ持

つ L 型の６角形である． 

傾斜屋根建物の多くは６以上の内角（頂点）を持ち，ほぼ 270 度の角度（凹角）を持つ内角が 1 つ以

上ある．これより次のような関係式が成り立つ． 

内角数＝２Ｘ，凹角数＝Ｘ－２ 

6 角形の場合：6=2X，X-2=1 凹角数＝1 

8 角形の場合：8=2X，X-2=2 凹角数＝2 

10 角形の場合：10=2X，X-2=3 凹角数＝3 

・12 角形以上も同様 
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7.2 四角形分割の方法 

(1) 基本的な分割方法の考え方 

凸角の頂点をＲ点，凹角の頂点をＬ点と定義する．これにより６角形以上の多角形の頂点並びは次の

ようにパターン化することができる． 

・ ６角形： 頂点並び L-R-R-R-R-R（1パターン） 

・ ８角形： L-R-L-R-R-R-R-R（歯形 2パターン） 

      L-L-R-R-R-R-R-R（凹形 2 パターン） 

      L-R-R-L-R-R-R-R（凸形 2 パターン） 

      L-R-R-R-L-R-R-R（Ｓ形 3 パターン） 

・ 10角形 

Ｌ点を起点として，R-R-L-R-R の頂点並びを見つける（6 パターン） 

このＬ点を含む四角形を分割すると，残った図形は 8 角形となるので，この 8 角形に対して上記

の方法で四角形分割を行う． 

 

(2) 四角形分割の方法 

・頂点周りは左回りで処理済み，頂点数は偶数とする． 

・凹頂点（L 点）を起点とした四角形分割を行う．（凹角の頂点を L 点，凸角の頂点を R 点） 

 

1) ６角形＜頂点数 6→分割数 1→四角形数 2＞ 

内角数：6＝2ｘ，ｘ＝3，凹角数：ｘ－2＝1 

・凹角の頂点（Ｌ点）を起点として分割する 

ⅰ．凹角の角度制限 L 点の角度≒270° 

ⅱ．交点の角度制限 L 点－R1 点を結ぶ直線 a ⊥ R3－R4 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

   L 点－R5 点を結ぶ直線 b ⊥ R2－R3 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

ⅰとⅱの条件を満たす場合 

直線 a がほぼ直交する→R3-R4 との交点を分割点 D1 R1-R2，R3-D1 が妻面 

   L-D1，R4-R5 が妻面（分割した四角形は分割線が妻面） 

直線 b がほぼ直交する→R2-R3 との交点を分割点 D2 D2-R3，R4-R5 が妻面 

   D2-L，R1-R2 が妻面（分割した四角形は分割線が妻面） 

直線 a と直線 b の両方がほぼ直交する 

 線分 a と線分 b の短い方を採用する 線分 a＜線分 b→D1，線分 a＞線分 b→D2 

ⅰとⅱの条件を満たさない場合 

L 点と R3 点を結ぶ線で分割する 四角形 L-R1-R2-R3，L-R3-R4-R5 

     R1-R2 と R3-L が妻面，L-R3 と R4-R5 が妻面 
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図 7-1 ６角形の四角形分割 

 

2-1) ８角形 凹型＜頂点数 8→分割数 2→四角形数 3＞ 

L2 点が L1 点の 1 つ隣り L1-L2-R1-R2-R3-R4-R5-R6 －① 

L2 点が L1 点の 7 つ隣り L1-R1-R2-R3-R4-R5-R6-L2 －② 

ⅰ．凹角の角度制限 L1 点，L2 点の角度≒270° 

ⅱ①．交点の角度制限 R6 点－L1 点を結ぶ直線 a1 ⊥ R3－R4 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

   L1 点－L2 点を結ぶ直線 a2 ⊥ R4－R5 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

 線分 a1 と線分 a2 の短い方を採用する 線分 a1＜線分 a2→D1，線分 a1＞線分 a2→D1’ 

   L2 点－R1 点を結ぶ直線 b1 ⊥ R3－R4 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

   L1 点－L2 点を結ぶ直線ｂ2 ⊥ R2－R3 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

 線分 b1 と線分 b2 の短い方を採用する 線分 b1＜線分 b2→D2，線分 b1＞線分 b2→D2’ 

ⅱ②．交点の角度制限 L1 点－R1 点を結ぶ直線 a1 ⊥ R3－R4 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

   L2 点－L1 点を結ぶ直線 a2 ⊥ R2－R3 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

 線分 a1 と線分 a2 の短い方を採用する 線分 a1＜線分 a2→D1，線分 a1＞線分 a2→D1’ 

   R6 点－L2 点を結ぶ直線 b1 ⊥ R3－R4 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

   L2 点－L1 点を結ぶ直線ｂ2 ⊥ R4－R5 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

 線分 b1 と線分 b2 の短い方を採用する 線分 b1＜線分 b2→D2，線分 b1＞線分 b2→D2’ 

ⅰとⅱの条件を満たす場合 

①の場合 L1-D1a＜D1b-L1  D1a で分割 四角形 D1a,R4,R5,R6 

  D2b-L2＜L2-D2a  D2b で分割 四角形 L1,L2,D2b,D1a 

       四角形 R1,R2,R3,D2 

  L1-D1a＜D1b-L1  D1a で分割 四角形 D1a,R4,R5,R6 

  D2b-L2＞L2-D2a  D2a で分割 四角形 D2a,R3,D1a,L1 
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       四角形 R1,R2,D2a,L2 

  L1-D1a＞D1b-L1  D1b で分割 四角形 L1,D1b,R5,R6 

  D2b-L2＜L2-D2a  D2b で分割 四角形 L2,D2b,R4,D1b 

       四角形 R1,R2,R3,D2b 

  L1-D1a＞D1b-L1  D1b で分割 四角形 L1,D1b,R5,R6 

  D2b-L2＞L2-D2a  D2a で分割 四角形 D2a,R3,R4,D1b 

       四角形 R1,R2,D2a,L2 

②の場合 L1-D1＜D1’-L1 D1 で分割 四角形 R1,R2,R3,D1 

  D2-L2＜L2-D2’ D2 で分割 四角形 L1,D1,D2,L2 

      四角形 D2,R4,R5,R6 

  L1-D1＜D1’-L1 D1 で分割 四角形 R1,R2,R3,D1 

  D2-L2＞L2-D2’ D2’で分割 四角形 L1,D1,R4,D2’ 

      四角形 L2,D2’,R5,R6 

  L1-D1＞D1’-L1 D1’で分割 四角形 L1,R1,R2,D1’ 

  D2-L2＜L2-D2’ D2 で分割 四角形 D1’,R3,D2,L2 

      四角形 D2, R4,R5,R6 

  L1-D1＞D1’-L1 D1’で分割 四角形 L1,R1,R2,D1’ 

  D2-L2＞L2-D2’ D2’で分割 四角形 D1’,R3,R4,D2’ 

      四角形 L2,D2’,R5,R6 

①の場合，②の場合共に，a2，b2 の分割線で分割した面は妻面とする．その他の分割後の四角形

は短辺を妻面，長辺を平（ひら）面とする 

ⅰとⅱの条件を満たさない場合 

四角形分割しない 

 

 

図 7-2 ８角形凹型の四角形分割 
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2-2) ８角形 歯形＜頂点数 8→分割数 2→四角形数 3＞ 

L2 点が L1 点の 2 つ隣り L1-R1-L2-R2-R3-R4-R5-R6 －① 

L2 点が L1 点の 6 つ隣り L1-R1-R2-R3-R4-R5-L2-R6 －② 

ⅰ．凹角の角度制限 L1 点，L2 点の角度≒270° 

ⅱ①．交点の角度制限 L1 点－R1 点を結ぶ直線 a ⊥ R4－R5 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

   R1 点－L2 点を結ぶ直線 b ⊥ R3－R4 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

ⅱ②．交点の角度制限 R6 点－L1 点を結ぶ直線 a ⊥ R2－R3 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

   L2 点－R6 点を結ぶ直線 b ⊥ R3－R4 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

ⅰとⅱの条件を満たす場合 

①の場合 直線 L1－R1 が直線 R4－R5 と交差する点 D1 で分割  四角形Ｌ1,D1,R5,R6 

  直線 R1－L2 が直線 R3－R4 と交差する点 D2 で分割  四角形Ｌ2,R2,R3,D2 

         四角形 R1,D2,R4,D1 

②の場合 直線 R6－L1 が直線 R2－R3 と交差する点 D1 で分割  四角形Ｌ1,R1,R2,D1 

  直線 L2－R6 が直線 R3－R4 と交差する点 D2 で分割  四角形Ｌ2,D2,R4,R5 

         四角形 R6,D1,R3,D2 

①の場合 L1-D1，R5-R6 が妻面，D2-L2，R2-R3 が妻面（分割した四角形は分割線が妻面） 

  四角形 R1,D2,R4,D1 は短辺が妻面 

  （R1-D2＋R4-D1）＜（D2-R4+D1-R1）の場合，R1-D2，R4-D1 が妻面 

②の場合 D1-L1，R1-R2 が妻面，L2-D2，R4-R5 が妻面（分割した四角形は分割線が妻面） 

  四角形 R6,D1,R3,D2 は短辺が妻面 

  （R6-D1＋R3-D2）＜（D2-R6+D1-R3）の場合，R6-D1，R3-D2 が妻面 

ⅰとⅱの条件を満たさない場合 

四角形分割しない 

 

 

図 7-3 ８角形歯型の四角形分割 
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2-3) ８角形 凸型＜頂点数 8→分割数 1→四角形数 2＞ 

L2 点が L1 点の 3 つ隣り L1-R1-R2-L2-R3-R4-R5-R6 －① 

L2 点が L1 点の 5 つ隣り L1-R1-R2-R3-R4-L2-R5-R6 －② 

ⅰ．凹角の角度制限 L1 点，L2 点の角度≒270° 

ⅱ①．交点の角度制限 L1 点－R1 点を結ぶ直線 a1 ⊥ R4－R5 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

   R6 点－L1 点を結ぶ直線 a2 ⊥ R2－L2 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

 線分 a1 と線分 a2 の短い方を採用する 線分 a1＜線分 a2→D1，線分 a1＞線分 a2→D1’ 

   L2 点－R3 点を結ぶ直線 b1 ⊥ L1－R1 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

   R2 点－L2 点を結ぶ直線 b2 ⊥ R4－R5 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

 線分 b1 と線分 b2 の短い方を採用する 線分 b1＜線分 b2→D2，線分 b1＞線分 b2→D2’ 

ⅱ②．交点の角度制限 L1 点－R1 点を結ぶ直線 a1 ⊥ L2－R5 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

   R6 点－L1 点を結ぶ直線 a2 ⊥ R2－R3 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

 線分 a1 と線分 a2 の短い方を採用する 線分 a1＜線分 a2→D1，線分 a1＞線分 a2→D1’ 

   L2 点－R5 点を結ぶ直線 b1 ⊥ R2－R3 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

   R4 点－L2 点を結ぶ直線 b2 ⊥ R6－L1 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

 線分 b1 と線分 b2 の短い方を採用する 線分 b1＜線分 b2→D2，線分 b1＞線分 b2→D2’ 

ⅰとⅱの条件を満たす場合 

①A の場合（D2 が成り立たない） 

 L1-D1‘＜D1-L1 の場合 

   四角形Ｌ1,R1,R2,D1‘，L2,R3,R4,D2’，D1‘,D2’,R5,R6 に分割 

  R1-R2,L1-D1‘が妻面，R3-R4,D2’-L2 が妻面（分割した四角形は分割線が妻面） 

  分割後の四角形は短辺を妻面，長辺を平（ひら）面とする 

 L1-D1‘＞D1-L1 の場合 

   四角形Ｌ1,D1,R5,R6，R1,R2,D2’,D1，L2,R3,R4,D2’に分割 

  R5-R6,L1-D1 は妻面，R3-R4,D2’-L2 が妻面（分割した四角形は分割線が妻面） 

  分割後の四角形の短辺を妻面，長辺を平（ひら）面とする 

①B の場合（D1’が成り立たない） 

 D2-L2＜L2-D2’の場合 

   四角形 D2,R1,R2,L2，L1,D1,R5,R6，R3,R4,D1,D2 に分割 

  R1-R2,L2-D2 が妻面，R5-R6,L1-D1 が妻面（分割した四角形は分割線が妻面） 

  分割後の四角形は短辺を妻面，長辺を平（ひら）面とする 

 D2-L2＞L2-D2’の場合 

   四角形 L2,R3,R4,D2’，R1,R2,D2’,D1，L1,D1,R5,R6 に分割 

  R5-R6,L1-D1 が妻面，R3-R4,D2’-L2 が妻面（分割した四角形は分割線が妻面） 

  分割後の四角形は短辺を妻面，長辺を平（ひら）面とする 

②A の場合（D1 が成り立たない） 

 L2-D2’＜D2-L2 の場合 

   四角形 L2,R5,R6,D2’，D1’,R3,R4,D2’，L1,R1,R2,D1’に分割 

  R5-R6,D2’-L2 が妻面，R1-R2,D1’-L1 が妻面（分割した四角形は分割線が妻面） 
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  分割後の四角形の短辺を妻面，長辺を平（ひら）面とする 

 L2-D2’＞D2-L2 の場合 

   四角形 L2,D2,R3,R4，D1’,D2,R5,R6，L1,R1,R2,D1’に分割 

  R3-R4,L2-D2 が妻面，R1-R2,D1’-L1 が妻面（分割した四角形は分割線が妻面） 

  分割後の四角形の短辺を妻面，長辺を平（ひら）面とする 

②B の場合（D2’が成り立たない） 

 L1-D1‘＜L1-D1 の場合 

   四角形 L1,R1,R2,D1’，D1’,D2,R5,R6，L2,D2,R3,R4 に分割 

  R1-R2,D1’-L1 が妻面，R3-R4,L2-D2 が妻面（分割した四角形は分割線が妻面） 

  分割後の四角形の短辺を妻面，長辺を平（ひら）面とする 

 L1-D1‘＞L1-D1 の場合 

   四角形 L1,D1,R5,R6，D1,R1,R2,D2，L2,D2,R3,R4 に分割 

  R1-R2,D1’-L1 が妻面，R3-R4,L2-D2 が妻面（分割した四角形は分割線が妻面） 

  分割後の四角形の短辺を妻面，長辺を平（ひら）面とする 

ⅰとⅱの条件を満たさない場合 

四角形分割しない 

 

 

図 7-3 ８角形凸型の四角形分割 



－57－ 

 

2-4) ８角形 S 型＜頂点数 8→分割数 2→四角形数 3＞ 

L2 点が L1 点の 4 つ隣り L1-R1-R2-R3-L2-R4-R5-R6 －循環節 

ⅰ．凹角の角度制限 L1 点，L2 点の角度≒270° 

ⅱ①A．交点の角度制限 L1 点－R1 点を結ぶ直線 1b ⊥ R3－L2 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

   R6 点－L1 点を結ぶ直線 1a ⊥ R2－R3 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

 線分 1a と線分 1b の短い方を採用する 線分 1a＜線分 1b→D1a，線分 1a＞線分 1b→D1b 

   L2 点－R4 点を結ぶ直線 2b ⊥ R6－L1 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

   R3 点－L2 点を結ぶ直線 2a ⊥ R5－R6 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

 線分 2a と線分 2b の短い方を採用する 線分 2a＜線分 2b→D2a，線分 2a＞線分 2b→D2b 

ⅱ②A．交点の角度制限 L1 点－R4 点を結ぶ直線 1b ⊥ R6－L1 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

   R3 点－L1 点を結ぶ直線 1a ⊥ R5－R6 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

 線分 1a と線分 1b の短い方を採用する 線分 1a＜線分 1b→D1a，線分 1a＞線分 1b→D1b 

   L2 点－R1 点を結ぶ直線 2b ⊥ R3－L1 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

   R6 点－L2 点を結ぶ直線 2b ⊥ R2－R3 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

 線分 2a と線分 2b の短い方を採用する 線分 2a＜線分 2b→D2a，線分 2a＞線分 2b→D2b 

ⅱ①B．交点の角度制限 L1 点－R1 点を結ぶ直線 1a ⊥ R4－L5 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

   R6 点－L1 点を結ぶ直線 1b ⊥ L2－R4 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

 線分 1a と線分 1b の短い方を採用する 線分 1a＜線分 1b→D1a，線分 1a＞線分 1b→D1b 

   R4 点－L2 点を結ぶ直線 2b ⊥ L1－R1 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

   L2 点－R3 点を結ぶ直線 2a ⊥ R1－R2 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

 線分 2a と線分 2b の短い方を採用する 線分 2a＜線分 2b→D2a，線分 2a＞線分 2b→D2b 

ⅱ②B．交点の角度制限 L1 点－R1 点を結ぶ直線 1b ⊥ R4－R5 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

   R6 点－L1 点を結ぶ直線 1a ⊥ L2－R4 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

 線分 1a と線分 1b の短い方を採用する 線分 1a＜線分 1b→D1a，線分 1a＞線分 1b→D1b 

   L2 点－R4 点を結ぶ直線 2b ⊥ R1－R2 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

   R3 点－L2 点を結ぶ直線 2a ⊥ L1－R1 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

 線分 2a と線分 2b の短い方を採用する 線分 2a＜線分 2b→D2a，線分 2a＞線分 2b→D2b 

A･B①の場合，A･B②の場合共に，分割した四角形の分割線の面を妻面とする． 

ⅰとⅱの条件を満たす場合 

①A の場合 L1-D1b＜D1a-L1  D1b で分割 四角形 R1,R2,R3,D1b 

  D2b-L2＜L2-D2a  D2b で分割 四角形 L1,D1b,L2,D2b 

       四角形 D2b,R4,R5,R6 

  L1-D1b＜D1a-L1  D1b で分割 四角形 R1,R2,R3,D1b 

  D2b-L2＞L2-D2a  D2a で分割 四角形 L1,D1b,D2a,R6 

       四角形 L2,R4,R5,D2a 

  L1-D1b＞D1a-L1  D1a で分割 四角形 L1,R1,R2,D1a 

  D2b-L2＜L2-D2a  D2b で分割 四角形 D1a,R3,L2,D2b 

       四角形 D2b,R4,R5,R6 

  L1-D1b＞D1a-L1  D1a で分割 四角形 L1,R1,R2,D1a 
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  D2b-L2＞L2-D2a  D2a で分割 四角形 D1a,R3,D2a,R6 

       四角形 L2,R4,R5,D2a 

②A の場合 L1-D1b＜D1a-L1  D1b で分割 四角形 D1b,R4,R5,R6 

  D2b-L2＜L2-D2a  D2b で分割 四角形 L1,D1b,L2,D2b 

       四角形 D2b,R1,R2,R3 

  L1-D1b＜D1a-L1  D1b で分割 四角形 D1b,R4,R5,R6 

  D2b-L2＞L2-D2a  D2a で分割 四角形 L1,D1b,D2a,R3 

       四角形 L2,R1,R2,D2a 

  L1-D1b＞D1a-L1  D1a で分割 四角形 D1a,L1,R4,R5 

  D2b-L2＜L2-D2a  D2b で分割 四角形 D1a,R6,L2,D2b 

       四角形 D2b,R1,R2,R3 

  L1-D1b＞D1a-L1  D1a で分割 四角形 D1a,L1,R4,R5 

  D2b-L2＞L2-D2a  D2a で分割 四角形 D1a,R6,D2a,R3 

       四角形 L2,R1,R2,D2a 

①B の場合 L1-D1b＜D1a-L1  D1b で分割 四角形 L1,D1b,R5,R6 

  D2b-L2＜L2-D2a  D2b で分割 四角形 R1,D2b,R4, D1b 

       四角形 R2,R3, L2,D2b 

  L1-D1b＜D1a-L1  D1b で分割 四角形 L1,D1b,R5,R6 

  D2b-L2＞L2-D2a  D2a で分割 四角形 D1b, D2a, L2,R4 

       四角形 R1,R2,R3,D2a 

  L1-D1b＞D1a-L1  D1a で分割 四角形 D1a,R4,R5,R6 

  D2b-L2＜L2-D2a  D2b で分割 四角形 R2,R3,L2,D2b 

       四角形 R1,D2b,D1a,L1 

  L1-D1b＞D1a-L1  D1a で分割 四角形 D1a,R4,R5,R6 

  D2b-L2＞L2-D2a  D2a で分割 四角形 D1a,L1,D2a,L2 

       四角形 R1,R2,R3,D2a 

②B の場合 L1-D1b＜D1a-L1  D1b で分割 四角形 L1,D1b,R5,R6 

  D2b-L2＜L2-D2a  D2b で分割 四角形 R1,D2b,R4,D1b 

       四角形 D2b,R2,R3,L2 

  L1-D1b＜D1a-L1  D1b で分割 四角形 L1,D1b,R5,R6 

  D2b-L2＞L2-D2a  D2a で分割 四角形 D1b,D2a,L2,R4 

       四角形 R1,R2,R3,D2a 

  L1-D1b＞D1a-L1  D1a で分割 四角形 D1a,R4,R5,R6 

  D2b-L2＜L2-D2a  D2b で分割 四角形 R1,D2b,D1a,L1 

       四角形 D2b,R2,R3,L2 

  L1-D1b＞D1a-L1  D1a で分割 四角形 D1a,R4,R5,R6 

  D2b-L2＞L2-D2a  D2a で分割 四角形 D1a,L1,D2a,L2 

       四角形 R1,R2,R3,D2a 

Ａの場合，a2，b2 の分割線で分割した面は妻面とする．Ｂの場合，a1，b1 の分割線で分割した面
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は妻面とする．その他の分割後の四角形は短辺を妻面，長辺を平（ひら）面とする 

ⅰとⅱの条件を満たさない場合 

四角形分割しない 

 

 

図 7-4 ８角形 S 型の四角形分割 

 

2-5) ８角形 S 型回転体＜頂点数 8→分割数 2→四角形数 3＞ 

L2 点が L1 点の 4 つ隣り L1-R1-R2-R3-L2-R4-R5-R6 －循環節 

ⅰ．凹角の角度制限 L1 点，L2 点の角度≒270° 

ⅱ．交点の角度制限 L1 点－R1 点を結ぶ直線 a1 ⊥ R4－L5 を結ぶ直線 ほぼ直交する 
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   R6 点－L1 点を結ぶ直線 a2 ⊥ R2－R3 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

   L2 点－R4 点を結ぶ直線 b1 ⊥ R1－R2 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

   R3 点－L2 点を結ぶ直線 b2 ⊥ R5－R6 を結ぶ直線 ほぼ直交する 

ⅰとⅱの条件を満たす場合 

 線分 a1，線分 a2，線分 b1，線分 b2 のうち最も短い線を採用する 

  線分 a1→D1，線分 a2→D1’，線分 b1→D2，線分 b2→D2’ 

  D1b で分割 四角形 L1,D1b.R5,R6，６角形 R1,R2.R3,L2,R4,D1b 

  D1a で分割 四角形 L1,R1,R2,D1a，６角形 D1a.R3,L2,R4,R5,R6 

  D2b で分割 四角形 L2,D2b.R2,R3，６角形 R1,D2b.R4,R5,R6,L1 

  D2a で分割 四角形 L2,R4.R5,D2a，６角形 L1,R1,R2.R3,D2a,R6 

 分割後の６角形は，６角形の分割アルゴリズムで四角形分割する． 

ⅰとⅱの条件を満たさない場合 

四角形分割しない 

 

 

図 7-5 ８角形 S 型回転体の四角形分割 

 

3) 10 角形＜頂点数 10→分割数 3→四角形数 4＞ 

内角数：10＝2ｘ，ｘ＝5，凹角数：ｘ－5＝3 

L 点が 3 個（奇数なので循環節なし） 
10！

7！3！
組合せ×

1

10
円順列＝24 ÷ 2数珠順列 = 12パターン 

＜基本的な考え方＞ 

1. L 点のうち R-R-L-R-R を起点とする 

2. 分割線は短い方を採用する 

・削除する頂点の数は 2 個 

・削除後に L 点の内角は 180°となり頂点ではなくなる 

3. 分割後は凸型もしくは凹型と四角形とする 
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・S 型となった場合は，次の候補で分割し直す 

・S 型は残りやすい 

・S 型回転体となると処理が簡単になる（⇒6 角形＋四角形） 

 

＜処理手順＞ 

1) 3 つの L 点の内角を求める →全て約 270° 

 これを満たさない場合は，四角形分割しない 

2) R-R-L-R-R の L 点を探す 

3) L 点が対向する辺と直交するかチェックする 

 対向する辺① +2 と+3 の点を結ぶ線 

   ② -2 と-3 の点を結ぶ線 

4) 短い方の分割線で分割する 

・2 つの R 点が削除される，1 つの L 点が無くなる（内角 180°） 

・削除される点が 3 つ以上の場合は，別の分割線を採用する 

5) 残った 8 角形を四角形分割する 

 

 

図 7-6 10 角形の四角形分割① 
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図 7-7 10 角形の四角形分割② 
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図 7-8 10 角形の四角形分割③ 
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図 7-9 10 角形の四角形分割④ 
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7.3 三角メッシュ分割 

 

陸屋根（箱モデル）において，COLLADA ファイルでは多角形のままでモデリング可能であった．し

かし，LandXMLファイル等においては，多角形は三角メッシュに分割してモデリングする必要がある． 

三角メッシュ数＝内角数－2 という関係式が成り立つ． 

4 角形は三角メッシュ×2 

5 角形は三角メッシュ×3 

6 角形は三角メッシュ×4 

 

多角形の三角形分割には，耳刈り取り法，単調多角形による三角形分割などがある．本研究では以下

の考え方によるアルゴリズムによりプログラミングすることとした． 

 

 

図 7-10 耳刈り取り法の三角形分割 

 

四角形は 2 つの三角形に分割できる．全ての内角が凸角である凸 n 多角形の場合は，ある頂点から延

びる全ての対角線により放射状に三角形分割（扇型分割）できる． 

しかし，建物の平面形状の場合，全ての内角が凸角である場合は非常に稀である．よって，多角形の

頂点の中から凹角（内角が 180 度以上）の頂点（L 点）を探しだす．L 点が 2 つ以上見つかった場合は，

L 点と L 点の間に 2 つ以上の凸角がある場合，何れか 2 つの L 点を結んだ多角形を分割する．分割した

多角形に対して，L 点の数が 1 つになるまで分割を繰り返す．L 点が 1 つになった場合，その L 点と 2

つ隣りの頂点を対角線で結ぶ三角形を分割する．L 点がなくなり凸 n多角形となれば扇形分割ができる． 

このように，L 点を結んだ多角形もしくは三角形に順に分割することで，多角形を三角メッシュに分

割することができる． 
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8．今後の課題 

8.1 3 次元都市モデルのこれから 

 

3 次元都市モデルを一般に目にすることができるようになったのは，GoogleEarth（Ver.4，2006 年）

であろう．GoogleEarth はバーチャル地球儀システムであり，衛星写真を閲覧する Web ベースのサー

ビスである．「建物の 3D 表示」により都市域において 3 次元表示ができた．テクスチャ表示があり，建

物の 3D 表示は複数の写真から立体物を自動生成するシステムである．しかし，GoogleEarth は基本的

に閲覧のみで，3D データを二次利用することは不可である．以前は地表と建物を分離していたが，現

在は全体を 1 つのサーフェイスとしてモデリングしているようである． 

そして同時期に「MAPCUBE」という 3D 都市データが販売されるようになった．これは（株）パス

コとインクリメント P（株）とキャドセンター（株）が開発した 3 次元都市モデルである．データは地

表データと構造物データに分かれている．地表データは国土基本図の 1／2,500 図郭単位を東西に 8 等

分，南北に 6 等分した 250ｍ×250ｍメッシュを基本単位としている．航空写真をテクスチャデータと

している．建物ポリゴンはユニークな ID を持ち，鉄道・一般道の高架形状データもある．商用の 3D

データであり，一般利用にとっては高価であろう． 

一方，現在は Cesium という 3D 地図の Web サービスが提供されている．Web ブラウザで閲覧でき

るバーチャル地球儀という点では，GoogleEarth と同様である．この Cesium は Cesium ion と

CesiumJS に大きく分かれる．Cesium ion では，3D データをアップロードすると 3D 地図上に 3DTiles

にホスティングされる．CesiumJS は，Web ブラウザで一般利用者が操作・閲覧する 3D 地図である．

GoogleEarth と異なる点は，オープンソースであり，誰でも 3D データを地図上に表示させられること

があげられる． 

さらに 2021 年春に国土交通省が PLATEAU を公開した．全国主要都市の 3D 都市モデルがオープン

データとして公開されている．G 空間情報センター（https://www.geospatial.jp/gp_front/）には，2014

年 12 月 10 日時点で 66 件のデータセットが確認できた．例えば「3D 都市モデル（Project PLATEAU）

札幌市（2020 年度）」は，データ目録，ファイルジオデータベース，ファイルジオデータベース（防災）

の他に，CityGML，3DTiles，FBX，OBJ 形式の 3D モデルと，Shapefile，GeoTIFF の画像データな

ど，様々なデータがダウンロード可能であった．商用利用を含め，誰でも無償で自由に使用できるとの

ことである． 

PLATEAU のデータは，PLATEAU VIEW で閲覧できる．PLATEAU VIEW で公開されている 3D

都市モデルは，建物形状を個別にモデリングしてテクスチャマッピングを行った緻密なモデルとして構

築されている．広域エリアでは，建物の平面形状を高さで立ち上げた簡素なモデルで生成されている．

2018 年 8 月 25 日までのサービスにおいて，PLATEAU VIEW V1.0 の 56 都市に 24 都市が追加された

ようであり，今後も全国の都市が追加されると思われる． 
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8.2 本研究が目指したワークモデル 

(1) サテライトワークの考え方 

本研究は，国土交通データプラットフォームの 3 次元地図を，基盤地図情報に基づいて作成した広域

地形モデルで対応するためのワークモデルを示すことであった．国土全体をこの広域地形モデルでカバ

ーするためには，マンパワーをできるだけ省力化して，自動的に 3 次元モデルを作成する手法を開発す

る必要がある．そこで，これまでに開発してきた 3 次元都市モデルの制作方法を見直し，サーバサイド

で 3 次元モデルを作成するためのプログラムを開発することを目指したものである． 

先ず，国土地理院の基盤地図情報ダウンロードサービスのサイトから，データをダウンロードするの

は人手によらなければならない．また，ダウンロードしたデータを Shapefile に変換して DM 図郭単位

に切り出す処理も人手による必要がある．さらに，変換した Shapefile を GIS ソフトウェア（QGIS）

に読み込んで，建物データに数値標高データの結合を行い，GeoJSON データに変換する作業も人手に

よらなければならない． 

これら一連の作業を単純化，マニュアル化してサテライトワーク化すれば，オンラインによるパート

タイマー（アルバイト）業務にできると考えた．それこそ 40 代主婦にでもできるパートタイマー仕事

としてワークモデルを提案できれば，国土全体の広域地形モデルの作成も可能ではないかと考えたもの

である． 

基盤地図情報のダウンロードから，Shapefile への変換，GIS ソフトウェアによる数値標高データの

結合，GeoJSON ファイルへの変換までを，オンラインの卒研ゼミにより実施し，卒研生４名全員の作

業完了を卒研時間中に確認することができた．（令和 2 年度卒業研究） 

また，令和 3 年度の授業（「GIS リモートセンシング」4 年生）においては，GIS ソフトウェアによ

る数値標高データの結合から GeoJSON ファイルの提出までを，PDF ファイルのマニュアルを見させ

て，特に指導することもなく演習を行わせた．19 名全員の学生による課題提出を確認できた．なお，3

名には再提出させた． 

 

(2) サテライトワークの流れ 

A）基盤地図情報データの処理 

① 基盤地図情報ダウンロードサービス（https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php）にアクセスす

る． 

② 基本項目のファイル選択の画面から，メッシュ選択により 2 次メッシュを選択する． 

・2 次メッシュは国土全体で約 4,866 メッシュである． 

③ 「基本項目」と「DEM」（同一メッシュ）をダウンロードする． 

④ ダウンロードした圧縮ファイルを基盤地図情報ビューアに読み込む 

・「建築物」，「道路構成線」，「道路縁」以外は非表示とする． 

⑤ DM 図郭領域を表示し，DM 図郭から 1 つを選択する． 

・1 つの 2 次メッシュは DM 図郭が 6×6＝36 である． 

・1 人がこの 36 図郭を担当する． 

⑥ 基本項目（建築物，道路構成線，道路縁）と数値標高を Shapefile でエキスポートする． 

B）QGIS による数値標高データの結合処理 

① QGIS に建築物，道路構成線，道路縁の Shapefile と標高メッシュの Shapefile を読み込む． 
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② 建築物データに数値標高データを結合する． 

③ 建築物と標高メッシュを GeoJSON ファイルで出力する． 

④ 2 つの GeoJSON ファイルをサーバにアップロードする． 

 

A①～B④までの作業に要する時間は（15～）30 分程度であろう．手慣れれば 2 つ目の DM 図郭以降

は 15 分程度 e 完了すると思われる．サーバでの処理時間は現時点では未定であるが，1 時間程度を想

定している．このサテライトワークの担当者の業務範囲をどこまでとするかによるが，アップロードま

でとすれば 30 分で完了，サーバでの処理完了の確認までとすればプラス 1 時間である． 

例えば，このサテライトワークの担当者を一般主婦と想定した場合，30 分程度のデスクワークの後，

通常の家事をすることができる．そして，1 時間後に処理が完了したことを確認すれば 1 件の処理が完

了である．そして，都合の良い時間に次の図郭の処理を担当する．こうした処理をおよそ 36 回繰り返

せば，1 つの 2 次メッシュの処理が完了する．そこまでを 1 つの業務単位として相応の期限（2～3 週間）

を切って責任をもって担当させれば，パートタイム業務として成立するのではないかと考える． 

1 人の担当者（主婦を想定）で 1 年間に 16 メッシュ処理できるとすると，１年間で国土全体を 3 次

元化するためには約 300 人の担当者が必要となる．年間 100 人が採用できるとした場合，国土全体の 3

次元化には 3 年を要することになる．なお，建物等がない山間部を対象としないのであれば，対象とな

る 2 次メッシュは少なくなると思われる． 

データ 1 件あたりの作成費用をいくらとするか，オンランで在宅業務，作成に要する時間が 30 分／

件，平均的な時給を 1,000 円／時として，データの完成確認までを含めて 800 円／件と設定する．この

場合，2 次メッシュ／件あたりで 28,800 円となる．これを国土全体の 2 次メッシュ全てに適用して積

算すると 1 億 4 千万円となる．これを 3 年間を掛けて取り組むのであれば，年間の費用（事務費等を除

く）は 4,670 万円となる．なお，建築物がない 2 次メッシュや図郭，さらにはモデル化が必要としない

2 次メッシュがあれば，この積算額はそれに応じて減額されることになろう． 

 

(3) サーバサイドの運営 

開発したプログラムにより，アップロードされた 2 種類の GeoJSON ファイルから 3 次元地図を作成

する．Web ページを使ったインターフェイスで処理を行う．その後の処理はサーバによる自動処理であ

り，処理完了後に Web ページによって通知する．（もしくは，メールや LINE） 

サーバサイドのワークステーションには，相応の処理能力が必要になる．サテライトワークの担当者

が 100 人いるとすると，同時に 100 件のデータを処理しなければならないことも想定される．これに対

応できるサーバサイドのワークステーションが複数台必要になるであろう． 

こうしたサーバサイドの運営には，国レベルの公的（もしくは準公的）な機関が当たらなければなら

ない．そして，制作した 3 次元地図を一般公開するという点でも，経費負担の観点からも，こうした公

的機関による運営が必要であろう． 

3 次元地図の制作期間（約 3 年間）における運営と，データ公開の期間における運営では，ワークス

テーション等の機材は必要台数や機能が異なる．公開期間に移行すれば機材の負担（経費）は大幅に下

がるであろう． 

サーバは自己で保有するのではなく，専用レンタルサーバが望ましい．初期費用 10 万円，月額 3 万

円で導入可能である．同時に 100 件のデータを処理するためのスペックを満たすためには，専用サーバ
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のスペックや台数について検討が必要である．とは言え，サテライトワークの人件費に比較すると少額

であると言えよう． 
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8.3 残された課題 

 

国土交通データプラットフォームは，国土のデジタルツインを目指している．しかし，本研究で制作

できる 3 次元地図はデジタルツインを実現できない．それに対し，国土交通省は PLATEAU によるデ

ジタルツインを実現しようとしている．国土交通データプラットフォームと PLATEAU の融合により，

国土のデジタルツインが実現され，Socciety5.0 の未来を切り開くことになろうと考えられる． 

本研究では，在宅オンラインによる主婦のパートタイマーで，国土全体の 3 次元地図化を実現するこ

とを目標とした．そのためには，公的機関による 3 年相当の期間と膨大な費用が必要と見積もられる．

実現化には多くの困難があると想定される． 

とは言え，2005 年頃より一時中断した時期はあったものの続けてきた研究である．業界並びに社会

に貢献できる形で完成させたものを提供したい．そのためのアウトプットのイメージを「多様なフォー

マットの出力に対応したプログラムを GitHub で一般公開する」と考えた． 

出力ファイルフォーマットは次のとおりである． 

・IFC ファイル  －BIM/CIM 向け（純粋な IFC ファイルとするのは難しいであろう） 

・CityGML ファイル －Cesium 向け 

・LandXML ファイル －CIM モデル向け 

・COLLADA ファイル －SketchUp（⇒VR）向け 

・DXF/OBJ ファイル －汎用 3D モデル 

 

COLLADA ファイル，DXF/OBJ ファイルは概ね完成済みである．IFC ファイル，LandXML ファイ

ル，CityGML ファイルへの対応は今後の課題である． 

制作マニュアルを動画で作成して，YouTube で公開すれば，一般利用のハードルを下げられる野では

ないかと考える．また，ゲームエンジンである Unity や Unreal Engine を用いれば VR（Virtual 

Reality：仮想現実）が作成できる．COLLADA ファイルで出力した 3 次元都市モデルを SketchUp に

読み込む．この SketchUp ファイルは，Unity や Unreal Engine に読み込み可能である．そこに CIM

モデル（構造物モデル）を読み込めば，VR 空間における現場見学といったことが可能になる．VR 現場

見学会といったことが，教育現場や企業研修・インターンシップで可能になる．こうした方法について

制作方法をマニュアル化し公開すれば，CIM モデルの活用，教材開発の一助になるのではないかと考え

られる． 

 


