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A．メンバー 
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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、古代の

京都（平安京）を対象として、その都市景観の視

覚化に関する研究を進めてきた。本年度は、古代

都市遺跡の平安京を研究対象として、3D-GIS の

技術を活用した景観の視覚化とそれを利用した

都市計画と眺望の関係に関する研究を進めた。 

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、本グローバルプロジェクトの中

で「バーチャル長岡京」を構築し、博物館展示に

おける 3 次元都市モデルの活用の可能性につい

て検討してきた。 

これらの 3 次元都市モデルの構築のプロセス

では、リアルタイム 3 次元ビューワ（キャドセ

ンター社 Urban ViewerTM）を使用し、最終的な

表示を行ってきた。2009 年度から GIS にアプリ

ケーションとして備えられている 3 次元ビュー

ワを用いたビジュアライゼーションを平安京を

対象として行っている。2009 年度には、平安京

の中心部である平安宮を主要な復原地域に設定

し、ESRI 社 ArcView のアプリケーションのひ

とつ ArcScene を利用した 3 次元の景観の視覚化

を行った。本年度は、より対象範囲を広げ、平安

京全体の景観のビジュアライゼーションを試み

た。さらに、3 次元都市モデルの人文科学での応

用を視野に入れ、特に、平安京中軸線と山並みと

の関係について分析を行った。 

 

 
C．本年度の成果、来年度以降の計画 
1）バーチャル平安京の構築 
 本研究では、平安宮の景観復原に関する基礎資

料として、おもに『平安京復元模型設計図』、『平

安京提要』を使用した。バーチャル平安宮の地盤

データは、地形データおよび条坊地割のデータか

ら構成されている。地形データは、『国土地理院

数値地図 50m メッシュ（標高）』を使用した。条

坊地割のデータは、『平安京提要』に所収されて

いる「平安京条坊復元図」より作成した。 

 平安宮の建物モデルの構築には、『平安京復元

模型設計図』に所収される建物の設計図を用いた。

モデリングには、3 次元 CG のソフトウェア

（e-frontier 社 Shade11）を使用した。作成した

建物モデルの種類は、175 種である。構築したデ

ータを ArcScene に 3 次元マップシンボルとして



読み込むために、VRML形式のデータを作成した。 

 平安宮域の建物モデルの配置には、『平安京復

元模型設計図』に所収される施設単位の建物配図

を利用した。これらの配置図を GIS に読み込み、

ジオリファレンスを行った後、個々の建物の位置

をポイントデータとしてプロットした。平安宮域

におけるポイントデータの総数は 849 個である。

それぞれのポイントデータは、属性情報として施

設名および建物モデルの種類を持つ。建物データ

を配置するために、個々の建物モデルの種類の属

性に基づき、それらに対応した 3 次元モデル

（VRML 形式のデータ）を 3D マップシンボル

として読み込んだ。 

 平安京域の建物モデルの配置には、『平安京復

元模型設計図』に所収される建物の設計図や先行

研究の土地利用情報を用いた。建物の設計図をも

とにして、3 次元 CG のソフトウェア上で街区単

位の 3 次元建物モデルを構築し、それを VRML

形式で保存する。これらのモデルを配置するため

に、GIS 上で街区単位に配置されたポイントデ

ータを作成する。このポイントデータの属性には、

建物の配置情報が含まれる。それらの統合は、平

安宮と同様に ArcScene の 3D マーカーシンボル

の機能を活用し、平安京とその周辺の山並みを含

む景観のビジュアライゼーションを行った。 

 以上の方法によって、平安京域のすべて建物を

ArcScene 上に配置することができた。大量の 3

次元モデルが配置されているものの、動作は非常

に軽快であり、フライスルー、ウォークスルーも

行うことができた。このようなインタラクティブ

な環境によって景観シミュレーションを効率的

に行うことができる。 

 この成果については、ESRI Japan 主催「第 6

回コミュニティーフォーラム（事例発表）」に出

展し、「日本文化財科学会第 27 回大会」におい

ても報告した。 

 
2）平安宮の景観シミュレーション 
 本研究で構築した「バーチャル平安京」を活用

し、平安宮の大極殿からの眺望のシミュレーショ

ンを実施した。最近の古代の都市景観と風水思想

の関わりに関する研究では、平安京の四神に関す

る新しい見解が示されている。そこでは、北の玄

武が船岡山、東の青龍が大文字山、南の朱雀が甘

南備山、西の白虎が西山とされる。またこの南北、

東西の山の頂を結ぶとその交点は、大極殿にあた

るという。なお、西山という名前の単独峰は京都

の西山山系には存在していない。 

大極殿跡は、千本丸太町交差点付近にある。現

在、その交差点からは、中高層の建築物に眺望を

遮られているため、これらの 4 つの山の頂を確

認することはできない。大極殿の東西南北方向の

シミュレーション画像を図に示す。その結果、い

くつかの新しい知見を得ることできた。 

大極殿の北には、船岡山を確認することができ

る。さらにその背後には、北山山系の山並み眺望

することができる。平安京中軸線の北延長上の北

山に尾根筋が位置し、やや小高い山の頂が見える。

また、V 字上の谷地形も中軸線上に確認すること

ができた。 

先行研究よって指摘されているように、大極殿

の南には、やや離れたところに甘南備山の頂を見

ることができ、大極殿の東には、先行研究の通り、

大文字山の頂を確認することができた。 

一方、大極殿の西にも、円錐状の山の頂を確認

することができた。この山は、地形図にはその名

称が記載されないが、山上ヶ峰と呼ばれる山であ

ることが判明した。 

これらの南北、東西の山の頂を結ぶとその交点

が大極付近にくることも、GIS のソフトウェア



上で確認することができた。 

従来、このような都市計画と山並の関係は、2

次元の小縮尺地図や現地調査をもとに研究が進

められてきた。都市化や建物の高層化によって眺

望が悪化していることもあり、とりわけ現地調査

は困難な場合が多くなっている。本研究では、3

次元都市モデルを活用することによって、従来知

られていなかった景観を視覚化することができ

た。 

なお、これらの分析結果については、2010 年

11 月に国立台湾大学で開催されたデジタル・ヒ

ューマニティーズの国際会議で報告し、2011 年

3 月に出版される文部科学省グローバル COE プ

ログラム「日本文化デジタル・ヒューマニティー

ズ拠点」（立命館大学）監修・矢野桂司・中谷友

樹・河角龍典、田中覚編『シリーズ 日本文化デ

ジタル・ヒューマニティーズ 03 京都の歴史

GIS（仮）』ナカニシヤ出版に収録された。 

今後、3 次元都市モデルの構築に関する研究は、

古代都市の立地や庭園の借景など景観にかかわ

る人文科学の諸課題の再検証のために活用でき

ると思われる。次年度は、「バーチャル長岡京」

を活用して、長岡京の都市計画と山並の関係につ

いて分析をすすめる予定である。 

 

 
D．論文・学会発表以外の活動の記録 

特記事項なし。 

 

 
 

E．業績一覧 
〈著書（分担執筆）〉 

河角龍典「三次元デジタル地図で見る古代都市 ―長岡京・平安京の風景―」立命館大学京都文化講

座  京都に学ぶ第 6 巻『京都の地宝と考古学』白河書院, pp26-42, 2011 年 1 月  

 

河角龍典「3 次元都市モデルを用いた古代都市の景観分析 ―バーチャル長岡京・平安京で見る都市の

中軸線と山並みの関係―」矢野桂司, 中谷友樹, 河角龍典, 田中覚編『京都の歴史 GIS』ナカニシヤ

出版, pp.57-78, 2011 年 3 月, Tatsunori Kawasumi, ‘Analysis of landscapes of ancient cities with 3D 

urban models: Relationship between shapes of mountains and the city’s central axis, observed in 

virtually reconstructed Nagaoka-kyo and Heian-kyo’, Keiji Yano, Tomoki Nakaya, Tatsunori 

Kawasumi, Satoshi Tanaka, ‘Historical GIS of Kyoto ’, pp.249-262, Nakanishiya Shuppan, March 

2011 

 

〈論文〉 
Tatsunori Kawasumi, ‘GIS-Based Landscape Visualization and Visibility Analysis of the Mountain 

View in Heian-Kyo, a Capital City of Ancient Japan’ 2nd International Conference of Digital 
Archives and Digital Humanities; Symposium Ronbunsyu, Research Center for Digital 

Humanities; National Taiwan University(Taipei, Taiwan), pp.501-512, 29-30 November 2010 



〈Keynote〉 
河角龍典「GIS を利用した都市研究の可能性と具体例」（財）大阪市博物館協会大阪文化財研究所・大阪

歴史博物館主催『公開シンポジウム難波京復元 ―新発見古代の橋と条坊景観―』大阪歴史学物館

（大阪市中央区）, 2010 年 10 月 23 日 

 

〈口頭発表〉 
河角龍典「古代都市の 3 次元 GIS ―ArcScene で見る平安京の風景―」ESRI Japan 主催『第 6 回

コミュニティーフォーラム（事例発表）』, 東京ミッドタウン（東京都港区）, 2010 年 6 月 4 日 

河角龍典・川崎由依「地理情報システムによる平安京の 3D 景観シミュレーション」日本文化財科学会第

27 回大会, 関西大学（大阪府吹田市）, 2010 年 6 月 26・27 日（ポスター） 

河角龍典「平安京の３次元景観モデルの構築」地理情報システム学会第 19 回研究発表大会, 立命館大学

（京都市）, 2010 年 10 月 23・24 日（ポスター） 

 

〈その他〉 
《展示》 

河角龍典「バーチャル平安京」ESRI Japan 主催『第 6 回コミュニティーフォーラム』, 東京ミッドタウ

ン（東京都港区）, 2010 年 6 月 4 日 

《インタビュー記事》 
地理学教室「バーチャル平安京 ―空から地上から平安京を散策―」GIS NEXT, 32, 2010 年 7 月 
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