３次元モデリングソフトの活用
〜小山湯船原工業団地設計における景観への取組
〜小山湯船原工業団地設計における景観への取組〜
株式会社 東日 地 域 計 画 部

鈴木 美企次

地理空間事業部 市川 美南海
１．はじめに
１．はじめに
小山湯船原工業団地は、静岡県東端の小山町湯
小山湯船原工業団地は、静岡県東端の小山町湯
船地区
船地区（ふじのくに防災減災・地域成長モデル総
ふじのくに防災減災・地域成長モデル総
合特区
合特区及び内陸フロンティア推進区域
内陸フロンティア推進区域 ※１に指定）
に指定
にて、
にて、静岡県企業局が
静岡県企業局がレディーメード方式
レディーメード方式 ※２によ
り実施
り実施する工業団地整備事業で
工業団地整備事業である｡
工業団地整備事業で る｡
当工業団地は、世界文化遺産に登録された富士
当工業団地は、世界文化遺産に登録された富士
山の東麓に広がる
山の東麓に広がる台地に位置し、国道
台地に位置し、国道 246号、東
号、東
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計画地の位置図

名高速道路、平成
名高速道路、平成32年度供用開始予定の新東名高
年度供用開始予定の新東名高
速道路など、東西の
速道路など、東西の大動
大動脈に至近し、東京から約１時間と
脈に至近し、東京から約１時間と工場立地に優れた
脈に至近し、東京から約１時間と 工場立地に優れた条件に
条件に恵まれ
恵まれ
ている。
この様な背景から、当工業団地は
この様な背景から、当工業団地は「富士山を借景
富士山を借景にした森に佇む工業団地」を整備コン
にした森に佇む工業団地」を整備コン
セプト
セプトに、富士山
に、富士山の眺望を
の眺望を意識した
意識した区画割や道路配置などを検討し
区画割や道路配置などを検討し
区画割や道路配置などを検討して基本設計を策定し、
基本設計を策定し、
特に、次の
特に、次の２
２箇所を富士山
富士山眺望の重要
重要地点とした
とした。
①東西幹線道路の線形計画
東西幹線道路の線形計画
②展望公園の配置
展望公園の配置
今回は、この
この基本設計が
基本設計が整備コンセプト
整備コンセプトに即しているか
に即しているか確認するため、
に即しているか確認するため、３次元モデリン
３次元モデリン
グソフトを活用して
グソフトを活用して重要地点からの眺望を
重要地点からの眺望を
重要地点からの眺望を検証し、
検証し、実施設計に
実施設計に反映した
反映した事例である
である。
小山湯船原工業団地の概要
・計画区域面積

31.4ha

・分
分譲区画数

７区画

・主
主 な 業 種

①製造業に属する工場
②製造業に関連する研究所
③物流施設

・完
完 成 年 度

平成 30 年秋頃を予定

・道
道 路 幅 員

東西幹線道路 11.0ｍ、15.0
.0ｍ
南北幹線道路 15.0ｍ

・防
防 災 施 設

２箇所
１号調整池貯留量 15,982
5,982 ㎥
２号調整池貯留量 13,852
3,852 ㎥

図 1-22

計画地からの
の富士山眺望方向
富士山眺望方向図※３

・そ
その他施設

水道施設用地１箇所
用地１箇所
公園等３箇所
箇所

※１ 内陸フロンティア推進区域：防災・減災と地域成長を両立した魅力ある地域づくりを実現する取組の拡大を図るた
内陸フロンティア推進区域：防災・減災と地域成長を両立した魅力ある地域づくりを実現する取組の拡大を図るた
めに創設された推進区域
めに創設された推進区域。
※２

レディーメード方式：分譲区画の形状や公共施設等の
レディーメード方式：
分譲区画の形状や公共施設等の造成工事を先行し
分譲区画の形状や公共施設等の造成工事を先行し、後に進出希望者を募る方式。
、後に進出希望者を募る方式。

※３

出典：静岡県企業局ＨＰより
静岡県企業局ＨＰより

２．３次元モデリングソフト活用の背景
２．３次元モデリングソフト活用の背景
富士山の景観・眺望の観点から、
富士山の景観・眺望の観点から、基本設計
基本設計を検証し、
し、その結果を踏まえて
を踏まえて実施設計に反
実施設計に反
映する
映するために
ためには、次の事項が必要であった。
の事項が必要であった。
①現実に近い
現実に近い景観シミュレーションであること
景観シミュレーションであること
（＝計画地から富士山までの正確な位置、高さ
（＝計画地から富士山までの正確な位置、高さ等
等の一元化）
）
②眺望点
眺望点の変更や視点の高さの変更
や視点の高さの変更
や視点の高さの変更が容易
が容易であること
であること（＝データ化
データ化）
そこで、数値データと実測地形図を使用することで位置情報等の一元化
そこで、数値データと実測地形図を使用することで位置情報等の一元化が可能であり
が可能であり、
、
且つ
且つ、富士山
、富士山周辺と設計
設計のモデルの
のモデルのデータ化が可能
化が可能である３次元モデリングソフトを活用
である３次元モデリングソフトを活用
した。
また、使用する
使用する３次元モデリングソフトは、以下の点に着目し選定した。
３次元モデリングソフトは、以下の点に着目し選定した。
①操作性（初心者でも比較的使用しやすい）
操作性（初心者でも比較的使用しやすい）
②経済性（
②経済性（比較的安価で
安価でフリーソフト（Ｖｉｅｗｅｒ）により表示や印刷が可能
フリーソフト（Ｖｉｅｗｅｒ）により表示や印刷が可能
フリーソフト（Ｖｉｅｗｅｒ）により表示や印刷が可能）
③品質性（景観シミュレーションの仕上りが良く見易い
品質性（景観シミュレーションの仕上りが良く見易い）
品質性（景観シミュレーションの仕上りが良く見易い
３．３次元
３次元モデル
モデルの作成手順
モデルの作成手順
３．３次元
景観シミュレーションに必要な
景観シミュレーションに必要な富士山周辺３次元
富士山周辺３次元モデルと
モデルと基本設計
基本設計３次元モデル
モデルを一元
一元
化
化する作成手順を以下に
作成手順を以下に示す。
作成手順を以下に
１）富士山周辺
富士山周辺３次元モデル
３次元モデルの作成
作成
写真①：国土地理院提供の数値地図
写真①：国土地理
提供の数値地図
50ｍメッシュ
ｍメッシュから三角
から三角網計
算を行い、計画地か
算を行い、計画地から富士
山周辺までの高さを有
山周辺までの高さを有する
地表面モデルを作成

写真①

三角網計算によるモデル

写真②
②：三角網計算で作成した地表
：三角網計算で作成した地表
面モデルを３次元
面モデル ３次元モデリン
グソフトで滑面処理
グソフトで滑面処理し、質
感を表現

写真②

滑面処理後のモデル

写真③：オルソ画像を３次元モデリ
写真③：オルソ画像 ３次元モデリ
ングソフトで貼り付け、富
士山までの景観を再現

写真③ オルソ画像貼り付け後のモデル

写真④：画像編集ソフトで雪化粧の
写真④：画像編集ソフトで雪化粧の
加工を行い、冬の富士山を
行い、冬の富士山を
再現

写真④ 富士山を雪化粧に加工後のモデル

２）基本設計３次元モデルの作成
２）基本設計３次元モデルの作成
写真⑤：２次元データの基本設計
写真⑤：２次元データの基本設計
２次元データの基本設計図
より３次元モデルを作成し、
計画に応じた素材（例えば、
法面は芝）を貼り付け質感
法面は芝）を貼り付け質感
を表現

写真⑤ 計画を合成したモデル（近景）

写真⑥：写真⑤に計画地内からの富
写真⑥：写真⑤に計画地内からの富
士山の眺望に支障となる送
士山の眺望に支障となる送
電線、鉄塔、計画
電線、鉄塔、計画区域外立
木を、自社で
自社で３Ｄレー
３Ｄレーザー
スキャナ
キャナにて計測し
にて計測し、得ら
れた点群データを
れた点群データをベクトル
データ化し、合成
データ化し、合成
写真⑥

完成した３次元モデル

４．基本設計
基本設計によ
により富士山の眺望を
により
４．基本設計
富士山の眺望を検証
前項で作成した３次元モデル（基本設計）
前項で作成した３次元
（基本設計）を用いて、
（基本設計）
、眺望重要地点である
眺望重要地点である地点①
地点①（東西
（東西
幹線道路
幹線道路）
）、地点②（展望公園
、
展望公園）、地点
、地点③（小展望公園
小展望公園）
）からの富士山の眺望に対する
からの富士山の眺望に対する景観
からの富士山の眺望に対する景観
シミュレーション
シミュレーションを作成
作成し、検証
検証する。
なお、景観シミュレーション作成における視点の高さは、
なお、景観シミュレーション作成における視点の高さは、大人が立って望
作成における視点の高さは、 人が立って望む高さに設定
む高さに設定
し
し計画地盤から
計画地盤から1.5ｍとした。
ｍとした。
鉄塔

鉄塔

地点②

鉄塔

地点③
地点

富士山
方向
N

地点①

地点①：東西幹線道路
地点②：展望公園
地点③：小展望公園

図 4-1

基本設計
基本設計平面図及び眺望地点図
平面図及び眺望地点図

１）地点①（
地点①（東西幹線道路
幹線道路）の景観シミュレーション
の景観シミュレーション
富士山は山頂から裾部まで望むことができるが、富士山稜線を遮る
富士山は山頂から
まで望むことができるが、富士山稜線を遮る
まで望むことができるが、富士山稜線を遮る鉄塔が
鉄塔が眺望に
眺望に
対し阻害要素
阻害要素となっていることが判明した
となっていることが判明した
となっていることが判明した。
よって 基本設計における東西幹線道路の
よって、基本設計における東西幹線道路の
基本設計における東西幹線道路の平面線形を再検討
平面線形を再検討
平面線形を再検討することとした。
することとした。

鉄塔

送電線

計画区域外立木
計画区域外

法面

区画⑤
法面

東西幹線道路
幹線道路

図4-2
図

基本設計における地点① 景観シミュレーション

２）地点②（
地点②（展望公園
展望公園）の景観シミュレーション
景観シミュレーション
送電線が富士山を横切る
送電線が富士山を横切るが、線状であることから眺望に対する影響は小さい。ま
が、線状であることから眺望に対する影響は小さい。ま
た、計画区域外
計画区域外立
立木により富士山の裾部
木により富士山の裾部は隠れるものの、山頂付近は望むことがで
木により富士山の裾部は隠れるものの、山頂付近は望むことがで
きることを確認した。
よって 展望公園は基本設計の位置に決定
よって、展望公園は
基本設計の位置に決定した
基本設計の位置に決定した。

送電線

計画区域外立木

展望公園平地

図4-3
図

基本設計における地点
基本設計における地点②
② 景観シミュレーション

３）地点③（
地点③（小展望公園
小展望公園）の景観シミュレーション
景観シミュレーション
計画区域外立木がなく、
計画区域外立木
なく、送電線も視界上空となるので
視界上空となるので、十分
視界上空となるので 、十分な眺望が確保でき
な眺望が確保できる
る
ことを確認した。
ことを確認した。
よって 小展望公園は基本設計の位置に決定
よって、小展望公園は
基本設計の位置に決定した
基本設計の位置に決定した。

小展望公園平地
図4-4
図

基本設計における地点
基本設計における地点③
③ 景観シミュレーション

５．３次元
５．３次元モデリングソフトを活用した道路
３次元モデリングソフトを活用した道路平面
モデリングソフトを活用した道路平面線形
平面線形計画
線形計画の検討
計画の検討
前項で検証した結果、地点②（展望公園）及び地点③（小展望公園）の配置は基本設計
の位置で決定したが、地点①（東西幹線道路）は富士山の眺望を鉄塔が阻害していること
から、東西幹線道路の平面線形計画を検討することとした。
そこで、平面線形のみでは鉄塔が富士山の眺望に与える影響をイメージすることが困難
なことから、視覚で確認を行うために、線形検討図（図５－１）に示す２路線で景観シミ
ュレーションを行い、平面線形を選定した。
＜選定条件＞
1)分 譲 区 画（販売しやすい形状であること）
2)富士山稜線（鉄塔が稜線を遮らないこと）
3)眺 望 区 間（富士山を正面に望むことが出来る道路延長を出来るだけ長くとれ
ること）
＜線形比較表＞
分譲区画
富士山稜線
眺望区間

Ａ案平面線形
区画⑤230m×70m
遮らない
L=110m

Ｂ案平面線形
区画⑤230m×50m
遮らない
L=70m

Ａ案平面線形：基本設計平面線形から18ｍシフト
Ｂ案平面線形：基本設計平面線形から38ｍシフト

富士山
方向
N

図 5-1 線形検討図

鉄塔

図5-2

Ａ案

景観シミュレーション

鉄塔

図5-3

Ｂ案

景観シミュレーション

上記選定条件及び線形比較表から、分譲区画形状並びに眺望区間長に優れたＡ案を実施
設計における東西幹線道路の平面線形計画として採用した。
６．実施設計３次元モデルでの検証
東西幹線道路平面線形の検討結果を反映した実施設計にて３次元モデルを修正し、再検
証を行った。
検証の結果、鉄塔下部が法面に植栽される樹木に覆われることから、富士山を望む景観
が向上し、鉄塔が富士山の眺望に与える影響が軽減されていることを確認した。
このことから、景観や眺望を意識した設計において、３次元モデリングソフトの活用は
有効であった。

図6-1

実施設計における東西幹線道路

景観シミュレーション

７．おわりに
３次元モデリングソフトの活用は、景観などへの配慮が必要な計画策定や関係者への説
明ツールとして有効な手法であるが、一方で、表現する内容や程度によりデータ量が莫大
となり、作成時間を要すことに加えスムーズな表現や操作性に影響するため、目的に応じ
た創意工夫を図ることが必要である。
今回の成果は、視点位置を連続移動させることにより動画作成も可能であり、建築物の
形状・配置の検討・眺望確認も可能であることから、企業誘致や事業説明等にも活用でき
る。
今後の展望としては、無人航空機（ドローンなど）や３Ｄスキャナ等により得られる最
新の地図情報等の活用、３Ｄプリンターを併用した模型作成、３次元データでの都市イン
フラ台帳類の整備などへの活用を幅広く考えていきたい。

