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    ５．５．５．５．３次元３次元３次元３次元モデリングソフトを活用した道路モデリングソフトを活用した道路モデリングソフトを活用した道路モデリングソフトを活用した道路平面平面平面平面線形線形線形線形計画計画計画計画の検討の検討の検討の検討    

    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＞ 

 Ａ案平面線形 Ｂ案平面線形 

分譲区画 区画⑤230m×70m 区画⑤230m×50m 

富士山稜線 遮らない 遮らない 

眺望区間 L=110m 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 

 

 

図 5-1 線形検討図 
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方向 
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図5-2 Ａ案 景観シミュレーション 

 

 

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。 

 

    ６６６６．．．．実施設計３次元モデルでの検証実施設計３次元モデルでの検証実施設計３次元モデルでの検証実施設計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 

 

鉄塔 

鉄塔 



 

７７７７．．．．おわりにおわりにおわりにおわりに    

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。 


