
3.3.3 研究プロジェクト活動報告 歴史地理情報研究班③ 

古代・近世京都の歴史 GIS 研究 

 

 
(a) メンバー 
【事業推進担当者】河角龍典、田中覚 

【客員研究員】磯田弦 

【PD】塚本章宏（2008 年 12 月から） 

【RA】塚本章宏（2008 年 11 月まで） 

【学内研究協力者】小阪佳宏 

 
(b) 研究目的 
近年、 人文科学の諸分野（地理学、歴史学、

考古学等）において、諸々の都市シミュレーショ

ンや研究成果公開のプラットホームとして利用す

るために、コンピュータ上の3次元都市モデルの

需要が高まっている。こうした研究動向を踏まえ、

これまで本研究プロジェクトでは、古代および近

世の京都を対象として、歴史 GIS 研究の中でも

都市景観の視覚化に関する研究に焦点をあて

研究を進めてきた。 

古代に関する研究では、古代都市遺跡の長

岡京、平安京を研究対象として、GIS、CAD、

VR の総合的に活用した古代都市景観の視覚

化に関する研究を進めてきた。2006 年度に終

了した 21 世紀 COE プログラム「京都アー

ト・エンタテインメント創成研究」において

は「バーチャル平安京」を構築し、その成果

は「バーチャル京都」のホームページ上で

WEB-3DGIS として公開している。さらに、

2007 年度においては、本グローバル COE プ

ログラムの中で「バーチャル長岡京」を構築

し、博物館展示におけるシステムの応用の可

能性について検討してきた。これらの古代都

市景観の視覚化に関する研究を進める中にお

いて、古代都市遺跡に関する発掘調査から得

られる地理情報の GIS データ化、および「バ

ーチャル平安京」や「バーチャル長岡京」シ

ステムの人文科学的研究への展開が大きな課

題として残されていた。以上を踏まえ、本年

度は、長岡京を中心に発掘調査報告書から得

られた遺構図の GIS データ化、バーチャル長

岡京のシステムを活用した景観シミュレーシ

ョンを実施した。この他、「バーチャル平安京」

を拡充するために、平安宮の部分の未作成施

設について 3 次元建物モデルの構築を実施し

た。 

他方、近世の京都に関する研究では、3 次

元都市モデルの自動生成に関する研究を昨年

度から引き続き実施した。江戸時代の京都全

域の町並みを効率的に再現するために、3 次

元都市モデルを自動生成する手法の開発を行

った。 

この他、近世の京都に関する研究では、GIS

を用いた洛中洛外図屏風に関する研究も実施

した。ここでは、16 世紀から 18 世紀にかけ

て作成された洛中洛外図屏風と呼ばれる屏風

絵を対象として、屏風に描かれた空間と現実

空間との差を視覚化することにより、GIS を

活用した風景画の描かれ方の分析方法を提案

した。 

 
(c) 本年度の成果、来年度の以降の計画 
１．長岡京の遺構図GISデータの構築 

 長岡京の発掘調査成果をもとに長岡京の



土地利用を一町街区レベルで視覚化した研究

は、膨大な発掘調査情報が蓄積されてきたに

もかかわらず、1990 年代以降実施されていな

い。また、長岡京の遺跡については、公開さ

れている発掘調査成果のデジタルアーカイブ

も見られない。土地利用復原の基礎となる遺

構図の GIS データ化は、効率的な土地利用復

原のために必須である。以上を踏まえ、本研

究では、財団法人向日市埋蔵文化財センター

がこれまで刊行してきた発掘調査報告書に所

収される長岡京期の遺構図 GIS データの構

築を行った。 

報告書に掲載されている遺構図は紙媒体で

あるため、最初に遺構図のスキャニングを行

った。つづいて、遺構図の周囲に記載される

座標値（日本測地系・平面直角座標系）をも

とにワールドファイルを作成し、遺構図を

GISのソフトウェア上で表示できるようにし

た。このワールドファイルによって、各発掘

調査区の位置関係を正確に把握することがで

きた。これらの位置情報の付与された遺構図

のラスタデータについては、ベクタ変換を実

施し、遺構図のシェープファイルを作成した。

さらに遺構図シェープファイルを編集するこ

とによって、調査区の外形に関するシェープ

ファイルを構築した。 

 来年度は、ジオリファレンス済みの遺構図

データから、建物、井戸などの情報を抽出し、

各遺構に関する GIS データを構築し、土地利

用、都市構造に関する分析を行う予定である。

今年度は、遺構図データを Web 上で公開する

ことができなかったが、将来的には著作権の

処理を行い、公開する予定でいる。 

  

２．長岡京の景観シミュレーション 
本年度は、2007 年度に構築した「バーチャ

ル長岡京」を活用した景観シミュレーション

を実施した。これまで「バーチャル長岡京」

の構築方法やそのシステムの博物館展示にお

ける活用の可能性について検討してきた。し

かし、この長岡京の都市景観のビジュアライ

ゼーションシステムが、人文科学の研究にど

のように活用可能で、新たらしい結果を発見

することができるかということについては、

十分検討がなされていなかった。本年度は、

「バーチャル長岡京」のシステムの人文科学

研究への応用事例として、古代宮都の周囲を

取り巻く自然景観の眺望に関する景観シミュ

レーションを実施した。その結果、長岡京の

南北中軸線の延長上に、ランドマークとなる

ような山の頂を発見することができた。 

古代宮都では、風水思想など当時の思想の

表象や都城造営の基準点として、都市計画の

南北中軸線上や東西方向にランドマークとな

るような独立した山や丘の地形を取り込み造

営されることが知られている。たとえば、平

安京の南北中軸線である朱雀大路の延長上に

は、船岡山が位置する。この他、有名なもの

として、藤原京の大和三山も挙げられる。そ

の中の耳成山は藤原京の南北中軸線の北方に

位置する。 

しかし、長岡京については、南北中軸線で

ある朱雀大路の延長上に、そのようなランド

マークとなるような山の頂の存在は、これま

で知られていなかった。長岡宮の背後にある

向日丘陵や北山の山並み全体が、いわゆる四

神の玄武に相当する自然景観として指摘され

てきた。 

「バーチャル長岡京」において、朱雀大路



の路面上から真北の方向の景観をシミュレー

ションしたところ、長岡京の正門である朱雀

門の屋根の背後に、ランドマークとなるよう

な山の頂を発見することができた。この山は、

沢山という北山の主要な山の一つである。現

在のところ史料からこの山に関する記載をみ

つけることはできていない。今後、奈良時代

から平安時代の史料について精査する必要が

ある。 

 

３．平安宮の3次元建物形状データの作成 
「バーチャル平安京」は、21 世紀 COE プ

ログラム「京都アート・エンタテインメント

創成研究」の研究成果の一つである。この「バ

ーチャル平安京」に関するシステムは、2006

年度までに、WEB-GIS として公開済みであ

る。しかし、平安宮や鴨川の東に位置する白

河など未完成のエリアが複数存在した。本年

度は、主に平安宮を対象として、『平安京復

元模型設計図』に基づき建築物の 3 次元形状

データを作成した。この作業の結果、平安宮

内のすべての建物について 3 次元モデルの構

築、各施設単位での建物の配置が完了した。 

来年度は、既存の「バーチャル平安京」の

システムにこれらの 3 次元モデルを統合する

予定である。 

 
４．近世京都の町並みの自動生成システムの
開発 

本研究では、 GIS データの家屋形状のポ

リゴンデータから家屋や蔵を、敷地境界のラ

インデータから塀を、そして仮説から作成し

たポイントデータから人物や樹木の VR モデ

ルを大量に自動生成・自動配置する手法とア

プリケーション・プログラムを開発した。こ

のプログラムを用いることにより、現実の、

復原された、または仮想的な GIS データから、

容易に 3 次元都市モデルを自動で生成するこ

とができる。本論文ではこの方法を、江戸時

代の京都に適用し、GIS データ化された古地

図を 3 次元の町並みとして表現することがで

きた。 

本研究で作成した江戸時代の京都の 3 次元

都市モデルは、本グローバル COE プログラ

ムの「バーチャル京都」に統合され、次年度

以降 Web 配信する予定である。（自動生成さ

れる 3 次元都市モデルデータの大きさは、１

区画あたり、高々「1〜2MB＋テクスチャ・

データ」程度であり、 Web 配信にも適して

いる。） すでに Web 配信を行っている現代お

よび平安時代の京都の 3 次元都市モデルと統

合されることにより、同じ場所からボタンク

リックで、江戸時代、平安時代そして現代へ

と移動できるようになる。また、江戸時代に

建設された建築物を、江戸時代の町並み景観

の中から見物し、3 次元都市モデル内に配置

されたハイパーリンクを使って、各地点に関

連した浮世絵風景画や名所を閲覧することが

できるようになる。さらに、たとえば江戸時

代の250年間の人口密度の変化や歴史資料に

よる商人町、職人町などの分布を自動生成に

反映させることで、地理学・歴史学の研究に

直結する諸々のシミュレーションも可能にな

る。 

 
５．GIS を用いた洛中洛外図屏風に関する 
研究 

本研究では、風景画の描き方を GIS を用い

て分析する方法を提案した。分析の対象は、

16 世紀から 18 世紀にかけて作成された洛中

洛外図屏風と呼ばれる屏風絵である。洛中洛

外図屏風には、当時の京都の景観が鳥瞰的な



視点から描かれている。具体的な描画内容は、

武家屋敷、公家屋敷、寺院、神社などの建築

物、山や川などの自然物、人々や祭りの様子

などの風俗などである。本研究で提案する風

景画の描き方を分析する方法は、屏風上に配

置されるランドマークの位置情報やそれらの

位置関係をもとに、GIS の空間分析機能を用

いて、屏風面を測量座標系に投影するもので

ある。分析手順は、以下のとおりである。①

屏風上のランドマークの座標値を取得する。

同じように、測量座標系上のランドマークの

座標値を取得する。②二つのポイントデータ

セットからリンクテーブルを作成する。③射

影変換とラバーシート変換を用いて、屏風面

を測量座標系上に投影変換する。④ラバーシ

ート変換されたポリゴンの面積を屏風上に反

映させる。この方法により、屏風に描かれた

空間と現実空間との差を視覚化できる。 

こうして得られた結果からは、17 世紀以降

の屏風は、16 世紀の屏風よりも、現実空間を

歪めて描かれていることが読み取られ、透視

図法的な規則性が減少することが明らかにさ

れた。この歪みが大きくなる傾向は、景観の

描画方法が現実主義からデフォルメ主義へ変

化したことを示している。その変化の背景に

は、政治体制の交代や人々の地理認識の広が

りが影響したと考えられる。 

 
(d) 論文・学会発表以外の活動の記録 
特になし 

 

 

 
(e) 業績一覧 
〈著書（分担執筆）〉 
河角龍典「バーチャル長岡京・平安京 3D マップ」国立歴史民俗博物館編『桓武と激動の長岡

京時代』山川出版社, pp.42-50, 2009 年 1 月 

 

〈論文〉 
河角龍典「平安京の環境史」環境技術, 38 -2, pp.1-7, 2009 年 2 月 

塚本章宏「GIS を用いた歴博甲本洛中洛外図屏風に描かれた空間の定量的分析」情報処理学会

研究報告, 2008-CH-78, pp.53-60, 立命館大学（京都市）, 2008 年 5 月 23 日 

【審査付き】Keiji Yano, Tomoki Nakaya, Yuzuru Isoda, Yutaka Takase, Tatsunori 

Kawasumi, Keigo Matsuoka, Toshikazu Seto, Dai Kawahara, Akihiro Tsukamoto, 

Manabu Inoue and Takashi Kirimura, ‘Virtual Kyoto: 4D-GIS comprising spatial and 

temporal dimensions’ 地学雑誌, 117-2, pp.464-478, April 2008 

 

〈論文（報告書）〉 
河角龍典「環境史から見た平城京―奈良時代以降の地形環境変遷と古代都市の環境利用―」奈

良女子大学 21 世紀 COE プログラム「古代日本形成の特質解明の研究教育拠点」報告集『古

代都市の空間構造と思想―その現代的展開を目指して―』, 28, pp. 96-101, 2009 年 3 月 



〈口頭発表〉 
河角龍典「GIS の考古学における学術研究利用の可能性」山口大学歴史学講座 GIS 研究会, 山

口大学（山口市）, 2008 年 12 月 14 日 

河角龍典「東アジアの古代都市環境史研究と地理情報システム」第 4 回文化遺産のデジタルド

キュメンテーションと利活用に関するワークショップ, 立命館大学（京都市）, 2009 年 3 月

14 日 

河角龍典, 橋本隆憲, 矢野桂司, 高瀬裕「GIS/CAD/VR による長岡京の 3 次元ビジュアライゼ

ーションとその活用」日本文化財科学会第 25 回大会, 鹿児島国際大学（鹿児島市）, 2008 年

6 月 15 日 

塚本章宏「洛中洛外図屏風の空間的指向―GIS を用いた描かれた京都の分析―」風俗画研究会, 

立命館大学アート・リサーチセンター（京都市）, 2008 年 12 月 22-23 日 

塚本章宏「GIS を用いた洛中洛外図屏風に描かれた空間の分析」第 4 回文化遺産のデジタルド

キュメンテーションと利活用に関するワークショップ, 立命館大学（京都市）, 2009 年 3 月

14 日 

Tatsunori Kawasumi, ‘Characteristics of the Siting and Environment of the Urban Areas of 

Heijokyo (AD710-784) in the Northern Nara’, PNC 2008 and Joint Meetings with ECAI 

and JVGC, Hanoi University of Technology (Hanoi, Vietnam), 5 December 2008 

Tatsunori Kawasumi and Keiji Yano, ‘Construction of Virtual Nagaoka-kyo 3D map and 

landscape simulation’, Historical GIS Conference 2008, University of Essex (Colchester, 

United Kingdom), 21 August 2008 

Akihiro Tsukamoto, ‘Unfolding the landscape drawing method of historical folding-screens 

"Rakuchu-Rakugai-zu" in a GIS environment’ Historical GIS Conference 2008, 

University of Essex (Colchester, United Kingdom), 21-22 August 2008 

〈その他〉 
【講座】 
河角龍典「発掘から明らかになった 3 次元デジタル古代都市―バーチャル長岡京・平安京―」

立命館京都文化講座, 立命館東京キャンパス（東京都千代田区）, 2008 年 11 月 4 日 

【映像監修・制作】 
河角龍典・制作「バーチャル長岡京 3D マップ」NHK 総合『その時歴史が動いた 第 346 回 平

安京誕生―千年の都に秘められた苦闘―』日本放送協会, 2008 年 12 月 17 日 

【受賞】 
河角龍典 , 橋本隆憲 , 矢野桂司 , 高瀬裕「第 2 回日本文化財科学会ポスター賞」受賞 , 

「GIS/CAD/VR による長岡京の 3 次元ビジュアライゼーションとその活用」日本文化財科学

会第 25 回大会, 鹿児島国際大学（鹿児島市）, 2008 年 6 月 15 日 


