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A．メンバー 
【事業推進担当者】田中覚 

【PD】塚本章宏 

【学内研究協力者】仲田晋、磯田弦 

 

 

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。しかし、広域にわたる 3 

次元都市モデルを作成するには、多大な費用と時

間がかかる。このため、3 次元都市モデルの作

成および利用は、カーナビゲーションや不動産業

界など一部の実用分野に限られていた。一方、

1980年代 後 半 に 始 ま る 地 理 情 報 シ ス テ ム

（GIS: Geographic Information System）革命以

降、様々な地理情報が、コンヒュータによって利

用・加工が可能な形で蓄積されてきている。近年

では、GISの利用は、地理学はもちろん、歴史学

や考古学を 含む人文科学の諸分野にまで拡大し

ている。そこで本研究プロジェクトでは、学術分

野におけるコンピュータ上の 3 次元都市モデ

ルに対する需要を満たすために、 3 次元都市モ

デルを GISデータに基づいて「自動生成」する手

法を開発する。また、自動生成した町並みに配置

する様々な可視化コンテンツを、とくにバーチャ

ル祇園祭への応用を前提に作成する。 

 
 

C．本年度の成果 
本年度は本プロジェクトのメインテーマであ

る「GISデータに基づく 3 次元都市モデルの自

動生成」について、主に「自動生成のためのユ

ーザ入力の支援」、「自動生成の対象となる建築

物の拡張」、「家屋の敷地の自動設定」の 3 つを

目標とし、アルゴリズムの開発と実装を行った。

これにより、建築物モデルの基礎となるテンプ

レートモデルの構築や GIS の敷地情報の整備

など、自動生成に必要な前処理工程の削減を実

現し、加えて、これまで家屋に限定していた自

動生成の対象を一般の建築物へ拡張することで、

3 次元都市モデルの汎用性の向上を図った。 

図 1 は家屋や寺社の敷地情報を含む GISデー

タを基に町並みの 3 次元モデルを自動生成した

例である。この例ではユーザは複数の建築物の

テンプレート、および敷地情報を含む GIS を入

力とし、GIS に記載されている敷地の用途と座

標に合わせ建物の適切な種類・位置・大きさ・

向きを推定することにより、建築物の 3 次元モ

デルを自動的に配置している。 

図 2 は GIS の区画情報から家屋の敷地を生成

し、その敷地に基づいて町並みの 3 次元モデル

を自動生成した例である。GIS のデータは場所

や年代によって異なる情報からなり、GIS によ

っては個々の建築物の位置情報を持たず、複数

の建築物の集合としての区画情報のみを持つこ

とがある。この場合は区画の座標から家屋の敷

地を推定・生成するアルゴリズムが必要であり、

我々は間口の平均値や奥行きの制限などのパラ

メータを基に、凸形状や凹形状を含む様々な区



画形状に対応した自動敷地生成アルゴリズムを

開発した。  

 

図 1: 家屋と寺社を含む京都町並自動生成 

 

 

図 2: 区画情報に基づく家屋配置と 3 次元町並みモデル 

 

 本年のもう一つの成果は、自動生成した町並

みをバーチャル祇園祭に利用することを前提に、

町並みに配置する船鉾の CG を作成したことで

ある。船鉾の図面（京都市文化観光局文化課「祇

園祭---山鉾実測」, 昭和 43 年）、レーザー計測

で得られた点群データ、および実際の祇園祭で

撮影した写真を使ってモデリングと可視化を行

った。CG は未完成であるが、次年度中には完

成の見込みである。図 3 に作成中の CG の一部

を示す。この CG では、船鉾の個々の部材を精

密にモデリングすることで、組み上げられた船

鉾の内部構造をも可視化できるようになってお

り、コンテンツとしての価値を高めている。図

4 に、内部構造を半透明可視化した例を示す。

半透明可視化には、立体感の表現に優れた、新

開発の粒子ベースレンダリングを利用した。 

 

 

図 3: 作成中の船鉾の CG 

 

 
図 4: 船鉾の内部構造の半透明可視化 

 

 

D．論文・学会発表以外の活動の記録 
日本文化研究（講義）III LB（2010 年10 月5 日） 

 

 



E．業績一覧 
〈論文〉 

【審査付き】Satoshi Tanaka, Kyoko Hasegawa, Susumu Nakata, Hideo Nakajima, Takuya Hatta, 

Frederika Rambu Ngana, Takuma Kawamura, Naohisa Sakamoto and Koji Koyamada, 

‘Grid-Independent Metropolis Sampling for Volume Visualization’, International Journal of Modeling, 
Simulation, and Scientific Computing, 1-2, pp.119-218, June 2010 

河島秀平，片岡慎二，塚本勇介，長谷川恭子，仲田晋，田中覚「ボリューム MPU 法による非正規格子構造

データの補間と圧縮」第 29 回日本シミュレーション学会大会講演論文集,  pp.331-334, 山形大学（山形

市）, 2010 年 6 月 19-20 日 

下久保嘉之, 金子智典, 玉貴康寛, 仲田晋, 長谷川恭子, 坂本尚久, 小山田耕二, 田中覚「粒子ベース・サー

フェイス・レンダリングに基づく, 曲面 ―曲面および曲面― ボリュームの半透明可視化」可視化情

報全国講演会（鹿児島 2010）論文集, pp221-222, 霧島市国分シビックセンター（霧島市）, 2010 年 10 月

7-8 日 

【審査付き】植村誠, 奥正吾, 長谷川恭子, 宮岡伸一郎, 仲田晋, 田中覚「粒子ベースレンダリングによる祇

園祭・船鉾の半透明可視化」人文科学とコンピュータシンポジウム論文集（情報処理学会シンポジウムシ

リーズ）, 2010-15, pp.210-24, 東京工業大学大岡山キャンパス(東京都目黒区)， 2010 年 12 月 11-12 日 

植村誠, 松田洸一, 山本真嗣, 長谷川恭子, 仲田晋, 田中覚「不透明発光粒子モデルに基づく祇園祭・船鉾の

内部立体構造可視化」信学技報 MVE2010-112, 110-382, pp..311-316; 電子情報通信学会研究会「MR/AR

の実用化に向けた CV/PR 技術の課題と展望」論文集, pp. 311-316，立命館大学びわこ・くさつキャンパ

ス(草津市), 2011 年 1 月 20-21 日 

 

〈招待発表〉 
田中覚「次元拡張と粒子ベースレンダリングに基づく科学研究支援可視化の試み」第 4 回シミュレーショ

ン科学シンポジウム，核融合科学研究所（土岐市），2010 年 9 月 14-15 日 

 

〈口頭発表〉 
Shuhei Kawashima, Kyoko Hasegawa, Susumu Nakata and Satoshi Tanaka, ‘Interpolation and Data 

Compression of Irregular Volume Data Based on the Volumic MPU Method’, The 3rd Asian Joint 
Workshop on Information Technologies, Dalian University of Technology (Dalian, China), 16-17 

September 2010 
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