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第１章 序言 
 
１．１ 研究の背景 
有史以来，人間は都市に生活し，経済・文化を初めとするさまざまな活動を行ってきた．産業革命以

降，経済が世界的規模で進展し，既成の都市への人口の集中と都市の拡大や周辺への拡散などによって

都市という形態で暮らす人口も都市の数も大幅に増加を続け，今日に至っている[都教 87]．つまり現在，

生活と経済・文化等の諸活動の大部分が都市を舞台として展開される時代であり，言うなれば都市と人

間とは切り離すことのできない存在である．一方で，人間は技術の進歩により，コンピュータが高度化

し，高速インターネットが普及することによって，一部の経済・文化等の活動が実世界を飛び出し，仮

想的な空間，いわゆるサイバースペース上で行われはじめている．そのために新たなバーチャルリアリ

ティ技術の研究が行われている．  
バーチャルリアリティは，サイバースペース内に人間の活動空間を提供するため，現実の自然や人工

物あるいは現象を実質的に再現することを目的の一つとしている．他方，都市は，人工物の集合であり

ながら有機的自然物とみなすこともでき，かつ時間的変化を伴う現象とみることもできる．仮想都市の

生成は 3 次元ゲームの舞台として，あるいはインターネット上に展開されるデジタルシティ[石田 00]
として，今後のバーチャルリアリティの重要なテーマとなりつつある． 

仮想都市の生成は，実在する都市の再現またはそれに基づく生成と，実在しない都市の創成とに大別

できる．前者は現在の仮想都市の研究においては一般的なものであり，地図データや 3 次元 CAD デー

タ，さらには現実の都市の写真や映像を用いる方法などがある[Fru03][Bre01]． 
後者については都市工学の分野で，人手により計画された都市の 3 次元 CG 化や，数値化された都市

の成長予測・災害予測シミュレーション等[Wan01][Jos01]が従来行われてきたが，バーチャルリアリテ

ィの分野としての試みはあまり行われてはいない．それに対し，劇場用映画の例をはじめ架空または想

像上の都市の需要も高まりつつある．そのため近年，現実の都市らしさを持ちつつ，諸条件の影響下で

オリジナルな都市を生成する技術の開発が試みられている[Kat98][Par01]．しかしこれらの手法は明確

な都市モデル，すなわち都市における人間の活動のダイナミクスを持ち合わせてはいないため，都市計

画の分野に応用することができない． 
 
１．２ 研究の目的 
 このような背景から，都市計画用途を含め，よりリアルに都市の時間変化および都市の特徴を表現で

きる仮想都市システムの開発が求められている．そこで本研究では，都市の時間変化および都市の特徴

を生み出す要因として人間の経済的，機能的活動に注目して都市モデルを構築し，都市の時間変化およ

び都市景観を生成する仮想都市自動生成システムの開発を目的とする． 
 本研究では主として，都市全体の自律的な時間変化を生み出すことのできる大規模システムの構築を

目標とする．そのため，(1)都市の時間変化を表現することのできる都市モデルを持つ必要がある．本研

究では，都市と都市に住む人間との関わり，すなわち人間が社会生活を営む上での経済的な活動，機能

的な活動を都市の特徴を生み出す要因であるとして注目し，都市モデルを構築する．(2)都市全体を変化

させる必要がある．本研究では，都市の局所的な影響ばかりでなく広域的な影響を考慮して都市全体を
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変化させる手法の構築を目指す．(3)現存の都市の表現にととまらず架空の都市の創生を目指す．都市計

画用途ばかりでなく，さまざまな用途においてリアルな都市構造を生み出すため，現存の都市の将来予

測だけでなく，まっさらな初期値からも架空の都市の成長を表現できる都市ダイナミクスの構築を行う．

自律的な変化を生み出すことのできる手法としてセルオートマトンに注目する． 
 また，第二の目標として，3 次元 CG を用いて仮想都市全体の景観生成行う．本システムにより生成

された仮想都市の都市構造をユーザの目に見える形として表現する必要がある．そのため，都市の時間

変化の結果，生み出される架空の道路網，架空の建物群の立体形状生成システムを構築し，都市の景観

を仮想空間内に表現する．また，都市計画の景観シミュレーションやサイバースペース上での人間の活

動の場として仮想都市を提供するため，仮想都市内をウォークスルーできるシステムの開発を目標とす

る． 
 
１．３ 本論文の構成 
 本論文は仮想都市生成システムについて述べるものであり，以下の構成となっている．第 2 章では，

都市の構成と特徴，仮想都市に関する関連研究および本研究の仮想都市生成システムについて述べる．

第 3 章では，仮想都市生成システムのうち道路網生成に関する手法について述べる．第 4 章では，仮想

都市の時間変化を生み出す手法を検討する．第 5 章では，都市の機能的特徴から都市の景観を生成する

ための建物配置手法について述べる．第 6 章では，新たに生み出される架空の道路網と建物群の立体形

状を生成する手法について述べる．第 7 章では，システム全体の実行例を提示したあと，本論文のまと

めを行う． 
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第２章 仮想都市 
 
２．１ 序言 
 本章では，本研究の対象である都市と仮想都市について，その構成や特徴などを多面的に述べる．ま

ず，人間が社会生活を営む上で必要な都市の構成要素とその特徴について述べ，都市モデルを論じる．

その後，仮想都市研究の現状および分類について述べ，既存の関連研究を紹介する． 後に，本研究に

おける仮想都市生成システムの全体像について述べる． 
 
２．２ 都市の特徴 
２．２．１ 都市の概念 
 都市は，居住の一形態をなし，地表面の一部分を占める地理的現象である．既に日常的に使用される

用語となっているが，都市はという言葉は，国や人により多様な使い方がされ，その意味する内容や範

囲は時代とともに変化している[新谷 01]．都市の定義は，まず，経済的な側面から考察されたが，次第

に形態的なものと機能的なものに分化してきた．いずれにしても，すべての学者は都市を定義すること

はきわめて困難であるとしているが，都市とは人間が多数集まって定住し，その結果，人口密度が高い

ところと考えていることは一致している[高橋 84]．この概念から言えば，都市中心部およびその周辺部

は，人口の集積が大きいため都市に区分されるが，その他の区域は都市に区分されない．すなわち，都

市の範囲は必ずしも市町村の行政区分とは一致しないことになる． 
 
２．２．２ 都市の形態 
 都市形態は，都市を囲む山々，市中を流れる川，道路，街区のあり方，個々の建物の形状などさまざ

まな要素の集積である．個別的にはよく見えても，全体としては把握し難いという事実に対して，さま

ざまな見方で分析が行われている．例えば，「図と地」を用いた分析では，建物を黒く，道路や広場を

白く塗りつぶすことで，都市の特徴を示す方法である．しかし，日本の都市の場合には，必ずしも都市

の性格を浮き彫りにするに適当な手段ではない[槙 80]．実際にこの方法を用いて地域の比較を試みた結

果，同程度の密度を持つ地域でも，形態的差異があることを示すことはできるが，形態的特徴を数値化

することが困難であることがわかる[郷田 91]． 
 都市域に注目すると，都市の内部には商業地区，工業地区，官庁地区，住宅地区などの性格の異なる

地区が存在し，それらが集合して一つの都市域を構成している[高橋 87]．バージェスはシカゴの実態調

査の結果，大都市の成長は都市の外延的拡大をともない，しかもこの拡大過程は一連の同心円によって

もよく説明されると述べた．同心円は５つの土地利用区分から構成されている[大道 72]．これに対し，

ホイトは，ランダムでも同心円的でもないとして扇形モデルを提案した[都教 95]．都市域は全体として

円形を成し，その中心から放射状に交通網が延びていると，都市人口が増加するにつれて，これらの交

通網に沿って住宅地が拡大され地区が形成されるというものである．さらに，ハリスとアルマンは，都

市の土地利用パターンが単一の中心の周囲ではなく，個々別々のいくつかの核心の周囲に形成されると

して，多核化モデルを提出した．これらの核心は，都市発生時から存在しているものもあるし，また，

都市の成長過程の中で発生するものもあるとしている[高橋 84]． 
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２．２．３ 都市の要素 
 人間の諸活動によって地表面に投影された景観は，諸要素と諸力が組み合わさったものからできてい

る．都市景観は一定の広がりに人間が築き上げた統一体であり，可視的な事象が中心になる．都市景観

を構成する要素には，建物・街路・土地利用・土地割などがある[高橋 84]． 
（１）道路 

 都市における道路は，単に人やものの輸送に役立つことのみならず，次の点においても重要な役割を

果たしていると言える[都教 95]． 
1) 都市には種々の道路が存在しているが，都市の構造を形成する基本的な施設となっている． 
2) 道路は各種公共施設に利用される帯状の多目的利用空間としての役割を果たしている． 
3) 沿道の建築物に対しては，採光，防災等の空地的な効果を果たしている． 
4) 道路は沿道開発によって市街化を促進する重要な機能を果たしている． 
（２）建物 

 都市は人間が集まって生活するための場である．都市では人間生活にとっての原点となる住生活を中

心に，あらゆる生活行為が高密度に集積している．建築はそれらの生活行為に応じて人間生活を包み込

むシェルターである．それ故に建築は，相互に関連して地域的に集積し，人間とその生活の集積を物的

に表現することになる[都教 95]． 
 
２．２．４ 都市の特徴 
 都市全体を見たとき，都市には特徴のあるまちなみをもつさまざまな地域(ディストリクト)が存在す

る．これは，都市を構成する機能がそれぞれの地域に分散されて，一つの都市を構成しているからであ

る[小島 02]．さらに地域について見たとき，地域の特徴を視覚的に決定付けているものの要素の一つが，

各地域の土地利用形態である．以上をふまえ，道路で囲まれた閉領域をディストリクトとして扱い，各

ディストリクトの特徴を表すモデルを考察する． 
（１）経済的特徴 
 都市の経済力は，都市内における立地論や都市構造論にとどまらず，都市成長，都市交通，都市開発，

都市環境といった問題と密接に関係している[山田 97]．すなわち，都市全体に作用し，都市の発展衰退

を促すパラメータとして定義する必要がある． 
（２）機能的特徴 
 都市の機能的な活動を確保するためには，土地利用計画が重要となる．また，都市機能が都市中心方

周辺部へと拡大していく，または郊外に移転する，という都市構造，産業構造や都市居住者の変化など

の複雑な要因と土地利用は関係している[小島 02]．建築物の誘導規制によると，大きく分けて居住地区，

商業地区，工業地区と用途指定のない地区に分けられることを参考に，都市における各地域の機能を表

す土地利用のためのパラメータを定義する必要がある． 
（３）空間的特徴 
 都市化とは，都市居住人口の比率が増加していくことを言う[鈴木 65]．都市の発展の特徴としては，

都市内における内的な活動に従事する人，対外的な活動に従事する人といった就業人口の増加が挙げら

れる[小島 02]．つまり，都市の発展とは，人々が活動するための空間が増加していくことであると捉え，

人々の活動空間の大きさを表すパラメータを定義する必要がある． 
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２．３ 仮想都市 
２．３．１ 仮想都市の現状 
 現在ネットワーク上に実在する都市は，次の 2 つに分類できる． 
1) 仮想都市と銘打っているが，文字によるリンクリスト集として表現されているもの[石田 00]．また

は 2 次元の地図イメージで構成された静的インタフェースを持つもの[Gas97]． 
2) 建物を 3 次元のポリゴンで表現し，テクスチャを用いてリアリズムを付加したもの．また，ユーザ

ーがウォークスルー，フライスルーできるインタフェースを備えたもの． 
本論文では，この中で 2)を仮想都市として取り上げる．2)の仮想都市はさらに以下の 2つに分類できる． 
a) 現実の都市を仮想空間上に再構築したもの．現実の都市を仮想空間上に構築する試みが盛んであり，

仮想都市研究のメインストリームとなりつつある．これらの仮想都市は，航空写真や

GIS(Geographic Information Systems)データ，さらには現実の都市のウォークスルー画像をもと

に，現実の都市を仮想空間上に再構築したものである． 
b) 架空の都市を構築したもの．現実には存在しない新たな都市を仮想空間上に構築するものであり，

都市計画および仮想現実の分野においてその試みはまだ多くはない．ディジタルシティや 3 次元ゲ

ームにおいては現実の都市の特徴から離れた架空の世界を構築することが盛んである．他方，現実

の都市を持った架空の都市についても近年研究が行われつつある． 
 
２．３．２ 関連研究 
（１）現実の都市を仮想空間上に再構築したもの 
 現実の都市を仮想空間上に再構築する試みは盛んである．ディジタルシティ[石田 00]は，古くはリン

クベースの都市またはコミュニティーのポータルサイトに過ぎなかったものが，行政が主導となり一大

プロジェクトとして仮想空間内に実在の都市を再現する試みによって成立した．Virtual Los Angels は，

リアルタイムシミュレーションのためにロサンゼルス市の再構築を試みている[Aud]．Virtual Tokyo は，

新宿駅周辺を再構築したもので，昼の風景，および夜景でのウォークスルーが可能である．Virtual 
Sydney は名所やホテルのみを再構築したもので，観光案内を行うことができる[Pln]．また，仮想現実

感の特性を活かして，Bath City の現在だけでなく，1610 年の地図をもとに作成した過去の街を 3 次元

モデル化した例もある[CAS]．このモデルは 1991 年に University of Bath が中心となり作成したもの

で，都市計画などに利用されている．鈴木らは VRML を利用して，豊橋市の仮想空間への表現と，提

示に必要な空間構成要素の模索を行っている[鈴木 99]． 
 実在の都市を仮想空間上に再構築する手法としては，実在の都市の GIS データや実写画像を用いる手

法が一般的である[Hu03]．GIS とは，地表面上の位置や空間に関するデータを総合的に管理・加工し，

視覚的に表示できる高度な分析や迅速な判断を可能にする技術である[GIS]．GIS データの例としては，

国土地理院発行のデジタルデータ等がある[国土 97][日本 91]． 
航空写真を用いるものとしては次のようなものがある．Brenner らは航空写真に写りこんだ建物の屋

根から立体形状を再現する手法を提案している[Bre00][Bre01]．Suveg らは，知識ベースを用いて 2 次

元 GIS データから 3 次元の建物形状を再現する試みを行っている[Suv02]．石川らは，飛行コースに依

存して得られた空撮画像を部分画像列に分割し，各画像から 3 次元構造を復元して再統合する手法を提

案している[石川 04]．矢野らは，古書に記された地図や航空写真をもとに 2 次元 GIS データ化し，い
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くつかの時代の京都の町並みを仮想空間上に再現した[矢野 04]． 
 また航空写真ではなく，実在の都市をウォークスルーしながら撮影した画像を用いる手法もある．

Endo や廣瀬らは，自動車に空間位置センサとビデオカメラを搭載し，走行しながら位置情報と画像を

取得し，それをもとに仮想都市空間を構築する手法を提案した[End98][廣瀬 98]．それに対し池内らは，

全方位撮影可能な特殊カメラを自動車に搭載し，走行しながら撮影した画像から都市景観を再現する試

みを行い[池内 01]，宮川らはその撮影画像をもとに市街地の 3 次元構造を復元する手法を提案している

[宮川 04]． 
これらの手法の登場により，近年，従来の道路地図データに加え，航空写真や走行画像から再現され

た 3 次元建物データが表示される，3 次元地図が次々と登場している[パスコ][ジオ]．これらもまた仮想

都市の一形態であると言える． 
 
（２）架空の都市を構築したもの 
 現実の都市とは異なる新しい都市の例としては，仮想ショッピングタウン[小池 97]，コミュニケーシ

ョンの場である仮想社会[落合 97][内藤 99]などがあげられる．これらの都市の中では，ユーザはアバタ

と呼ばれる自分の分身となるキャラクタの姿を選び，アバタを通じて仮想都市の中で互いにコミュニケ

ーションを取ることに重点が置かれている．しかしこれらは，エリアごとにさまざまな趣向が施され，

空間の構築は人手で行われている． 
 AlphaWorld はこのような架空の仮想都市としては 大のもので，現実の都市と同等の 655Km の広

さを持つ[Act99]．これはカリフォルニアに匹敵する面積である．ユーザがあらかじめ用意されたオブジ

ェクトの中から選んだ建造物を追加することで発展を続けている．2004 年 1 月の時点では 1 億 5000
万以上のオブジェクトが存在する[Roe04]． 
 これに対し，近年，現実の都市らしさを持ちつつ，諸条件の影響下でオリジナルな都市を自動生成す

る技術の開発が試みられている．加藤らは，L システム[Pru90]で生成した道路網に対し，遺伝的アル

ゴリズムを用いてユーザが提示した条件を満たすような建物配置を模索する方法を試みた

[Kat98][Kat99][加藤 99]．この手法では，道路網生成には都市の環境は考慮されておらず，建物配置に

ついても配置手順の並び替えを行うため，実在の都市のモデルとはかけはなれた形となっている．これ

に対し Parish らは，仮想空間上の土地に人口密度データを与え，その上に道路網を生成し，できあが

ったディストリクトに建物を配置するという手法を取った[Par01]．しかしこの手法は，道路網につい

ては都市の環境が人口密度という形で考慮されてはいるものの，建物の配置については高層のビルディ

ングのみの配置であり，また都市の時間変化は考慮されていない． 
 
（３）都市シミュレーション 
 地理解析の主要な目的の一つは，数種類の一般的なルールだけをもとに，様々な都市の発展を説明す

ることである[Cec96]．このような都市工学の立場から，現実の都市を解析するためのシミュレーショ

ン手法として，セルオートマトン(CA)が多く用いられている． 
 Coucleis は，ローカルな相互作用だけが許容されるオーソドックスな CA を用いたモデルを提唱して

いる[Cou85]．Batty はセルの状態を都市セルと非都市セルの 2 つとし，近隣を 3 つのタイプ(近隣，領

域，地域)で定義し，2 つのルールにより定式化している．この方法により CA の都市モデルとしての適

用可能性を指摘している[Bat97]．WhiteはCAを都市土地利用の発展モデルとしてCAを利用している．
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具体的には，セルの状態として空地，住宅地，工業地，商業地の 4 つを設定し，シミュレーションによ

り得られた都市形態が現実の都市に近く，CA 都市モデルとして都市の土地利用形態を吟味する上でゆ

うこうであるとしている[Whi93]．また，White らはこのモデルをヨーロッパの都市に適用し，その有

効性を議論している[Whi99]．同様に Clarke は，CA を用いて都市化進行のシミュレーションを行って

いる．実際のサンフランシスコのデータを用いてデータの構成を行うことで，都市の成長を決める CA
の様々なパラメータを同定している[Cla97]．Wang らは，セル時の状態を都市部，農業地，自然域に分

類し，シカゴのデータを用いて都市発展シミュレーションを行っている[Wan01]．Barros は都市の発展

に伴って生じる，所得の違いによる生活域の分化を CA を用いてシミュレートしている[Bar03]． 
また，道路網ネットワークの広がり方を含めてシミュレーションを行っている例では，道路網の規則

的な成長とランダムな成長の 2 種類で道路網の広がりを表現し，CA を適用している[Bat98]．Esser ら
は，CA を用いてドゥイスブルグ市の道路交通シミュレーションを行っている[Ess97]．Esser らの手法

を含め，CA を用いた交通シミュレーションは数多く行われている[加藤 00]．畑らは，セルオートマト

ンモデルに対して，簡単な行動ルールを持たせたマルチエージェントモデルを用いて交通流のシミュレ

ーションを行う手法を提案している[畑 04]． 
 五十嵐は，Batty と White のモデルの分析から，マクロ経済モデルや人口予測モデルなどとリンクす

ることで，現実の都市パターンに近いパターンを再現することを指摘し[五十嵐 98]，日本の都市の成長

予測への適用を試みている[五十嵐 99]． 
 また都市計画の分野でも計画した都市の再現に関する研究がおこなわれつつある．佐々木らは，まち

づくりの図面から道路と建物のデータを読み取り，与えられた規制に即したオブジェクトを配置するこ

とで都市景観を可視化する手法を提案している[佐々木 04]．また坂田らは，仮想空間内に配置する建物

形状の簡略化を行い，3 次元地理情報システムから得た都市景観を高速に表示する手法を提案している

[坂田 04]．南松らは，仮想空間内に再現された都市景観にたいして，ユーザによる操作・計画や景観の

評価を行うシステムの提案を行っている[南松 04]．このように，都市計画の分野を含め，仮想空間内に

都市を再現・構築するシステムの需要が高まっている． 
 
２．４ 提案する仮想都市システム 
 以上をふまえ，本研究で提案する仮想都市システムについて説明する．本仮想都市システムは，都市

モデルによる都市の時間変化の表現と，都市の特徴に合わせた都市景観の生成を行うため，以下の構成

とした(図 2-1)．本システムは景観表示インタフェースと時代生成エンジンの 2 つのメインプログラム

から成り立っており，仮想都市データベースを共有してそれぞれ独立に動作可能である．仮想都市デー

タベースは，仮想都市の道路網をリンク構造として保持し，さらに仮想都市内の建物の種類および配置

位置を記憶している．それに加え，道路および建物の形状データを保持する． 
 景観表示インタフェースは2つのモジュール，表示モジュールと造形モジュールから成り立っており，

仮想都市データベース内の都市データを都市景観として表示するプログラムである．表示モジュールは，

仮想都市データベースから読み込んだ都市データに合わせて，道路および建物の形状データを取得し，

仮想空間内にそれらを配置する．都市データ内にまだ形状データを作成していない道路または建物があ

る場合は，造形モジュールに作成の指示を出す．造形モジュールは，都市データで指定された道路の種

類と特徴，または建物の種類と特徴に合った立体形状を生成し，仮想都市データベースに記憶する．造

形モジュールにおける道路および建物の形状生成手法については 6 章で触れる． 
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景観表示 

表示モジュール 

都市ＤＢ 

造形モジュール 

道路モジュール 

時間モジュール 配置モジュール 

図 2-1 仮想都市システム全体像 

時代生成 

 これに対し，時間生成エンジンは仮想都市の時系列データを生成するプログラムである．時間生成エ

ンジンは，仮想都市データベースから時間 t の時点の都市データを読み込み，時間 t+1 の時点の都市デ

ータを生成し，仮想都市データベースに記憶する．時間生成エンジンは 3 つのモジュール，道路モジュ

ール，時間モジュール，配置モジュールから成り立っており，都市データが読み込まれると，まず道路

モジュールが呼び出される．道路モジュールは，都市データに記憶された道路網データを更新して新た

な道路を作り，道路で囲まれた閉領域(ディストリクト)を抽出する．道路モジュールについては 3 章で

詳しく述べる．次に，道路モジュールが更新したデータをもとに，時間モジュールが各ディストリクト

の状態を更新して，都市全体の特徴量を変化させ，都市の時間変化を計算する．時間モジュールについ

ては，4 章でその手法を検討する． 後に，時間モジュールが計算した都市の特徴量をもとに，配置モ

ジュールが各ディストリクトへの建物の配置状況を計算して更新する．更新されたデータは都市データ

ベースへと記録される．配置モジュールについては，5 章で詳しく説明する． 
 
1) 景観表示インタフェース 

都市の特徴にあった都市景観の表示を行い，メインルーチンに付属する． 
a) 表示モジュール 道路および建物の立体形状を仮想空間上に配置する． 
b) 造形モジュール 新規に作成された道路および建物の立体形状を生成する． 

2) 時代生成エンジン 
仮想都市の時間変化を生成し，都市データベースを操作する． 
a) 道路モジュール 道路網を生成・更新する． 
b) 時間モジュール 都市の特徴の変化を計算し，時間変化を表現する． 
c) 配置モジュール 都市の特徴に合わせて建物の配置を更新する． 

3) 仮想都市データベース 
道路網および建物の配置データを保持する． 
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第 3 章 Ｌシステムを用いた道路網生成手法 
 
３．１ 序言 
 本章では提案する仮想都市システムのうち，道路網生成に関わる道路モジュールについて，その道路

網生成手法とともに述べる。本章ではまず，道路網の特徴について述べたあと，本手法で用いるＬシス

テムについて述べる．次に時間に伴い変化する道路網生成手法について述べ，都市を取り巻く環境とし

て地形を考え，地形に合わせた道路網形状を生成する手法への拡張を行う． 
 
３．２ 道路網の特徴 
３．２．１ 道路網の分類 
 道路網は人や物を運ぶという基本的な都市活動を支える物流機構であり，かつ視覚的にも都市そのも

のの骨格を形成する基盤構造である．道路は機能の上から，次のように区分される[新谷 01][都教 95]．  
幹線道路：都市全体に網状に配置され，車線数 2 以上の幅員の比較的高水準の規格を備えた道路 
地区道路：幹線道路より分岐し，エリアを形成する比較的公共性の高い道路 
区画道路：沿道宅地へのアクセスなどを目的とし，より密に配置される比較的公共性の低い道路 
 エリアとは都市の基本的な構成単位の一つであり，幹線道路の閉路内部において地区道路によって構

成される小さな閉領域である．一方ブロックは，エリアが区画道路によって細分化されてできる，都市

発展の 小単位の一つである(図 3-1)．幹線道路および地区道路は，エリアを形成しながら都市の骨格を

形成していく上で重要な役割を果たしている．そこで本研究では，この 2 つの道路種に注目して手法を

構築した． 
 
３．２．２ 道路網の形状 
 道路網は，幹線道路および地区道路の階層構造となっているが，その幾何形状に注目すると，各道路

は分岐形状として十字，ト字，Ｔ字などの多様な分岐パターン[都デ 95]をとり，全体として自己相似的

な形状になっている[水野 90]． 
 また各道路の配置間隔については，その都市における自動車の普及状況や土地利用状況などによって

異なるが，わが国では以下のような標準に基づいて計画されたものが多い[都教 95]． 

ブロック 
エリア 

幹線 

区画 

図 3-1 道路網の構造 
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幹線道路：商業地域および工業地域においては 500m 以下，住居地域においては 500m 以上 1000m 以

下とする． 
地区道路：商業地域および工業地域においては 200m 以下，住居地域においては 250m 以上 500m 以下

とする． 
 実際に都市道路網(図 3-2)を見てみると，幹線道路間隔はおよそ 500m～800m，地区道路間隔はおよ

そ 250m 前後となっている．また，地区の形状は，主に四角形であることが多い．さらに地形に着目し

た場合(図 3-3)，傾斜の緩やかな平地に道路が多いだけではなく，道路網には地形に特有の道路形状があ

り，以下のようなものが見られる． 
・海岸線に沿う道 (図 3-3 赤線) 
・山を迂回する道 (図 3-3 青線) 
・谷に入り込む道 (図 3-3 緑線) 

 
３．２．３ 道路網の時間変化 
 都市は人々が活動する場であり，常に変化している．都市は 初から現在の形状が決定されて変化し

たのではなく，複数の要因がその時々の状況に応じて複雑な相互作用を繰り返した結果，現在の形状に

変化したと考えられる．都市と道路網の関係に注目すると，都市は道路網の周囲に発展し，道路網は都

市の発展状況から影響を受けて構成されるという特徴が見られる[秋山 90] (図 3-4)． 
この時，都市の発展状態に も影響を与えるのは，地区道路によって構成される地区内部の発展状態

である．同時に，地区自身の発展状態も，その周囲の地区の発展状態から影響を受けて変化するという

特徴がある． 
 
また，道路網の時間変化を調査したところ，既存の幹線道路から新たな道路が分岐することによる道

路の増加[依田 91](図 3-5)や，幹線道路周囲に地区が形成され，内部の発展に伴い周囲に陣取り式に新た

な地区が形成されるという変化，幹線道路による閉路の内部が周囲の状況に応じて地区に分割されてい

く変化などのように，地区単位で発展していく[槙 80][国土 99](図 3-6)という特徴が見られた．このよ

うに都市はその発展状況と道路網の相互作用により構成される． 
 
３．３ Ｌシステム 
 Ｌシステム[Pru90]は初期記号列に書き換え規則を繰り返し適用することで文字列を並列かつ再帰的

に書き換える機構である．Ｌシステムは記号集合Σ，書き換え規則Ｐ、初期記号列ωの３つからなり， 

Ｌ = (Σ，Ｐ，ω) 

と表される．以下に基本的なＬシステムについて説明する． 

(1) ツリー型ＯＬシステム(ツリー型文脈自由Ｌシステム) 

ＯＬシステムは も基本的なＬシステムであり，その規則は， 

後置前置 →  
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太線は国道，細線は県道 太線は幹線道路，細線は地区道路 
図 3-2 地区道路網の例 (平塚市，3km 四方) 図 3-3 幹線道路網の例 (小田原市，10km 四方) 

1 2 3 4 

図 3-4 都市発展の特徴 
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分割型 

陣取り型 

図 3-5 道路の増加(厚木市) 

(b) 昭和 55 年 (a) 昭和 43 年 

(a) 前状態 (b) 分割型と陣取り型の形成 

図 3-6 地区の形成 
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F

F
F

F

F

F

ω：F 

p1：F → A[+F][-F] 

図 3-7 ツリー型Ｌシステムの例 

A[+A[+F][-F]][-A[+F][-F]] A[+F][-F] F

A

A
A

A
FF

FF

F

F

F

A[+F][-F] F A[+AF][-A[+F][-F]] 

図 3-8 確率Ｌシステムの例 

と表現される．これは，与えられた記号列に対して左辺の記号が右辺の記号に置き換えられるものと解

釈する．分岐構造は，分岐のスタートを”[“，分岐の終わりを”]”とすることで表現し，分岐の記述

の後にはさらに幹の記述が続けることができる．分岐の方向は＋，－によって指示できる．ツリー型Ｌ

システムの書き換えの様子を図 3-7 に示す． 

(2) 確率Ｌシステム 

確率Ｌシステムは規則の適用を確率的に行うことにより，多様なパターンの発生を記述することがで

きる．確率Ｌシステムは記号集合Σ，書き換え規則Ｐ，初期記号列ωに加え，確率Ｂの４つからなり， 

Ｌ = (Σ，Ｐ，ω，Ｂ) 

と表される．確率Ｌシステムの規則は， 

後置前置 → ib
 

と表現され，前置が確率 biで後置に置き換えられると解釈する．確率Ｌシステムの例を図 3-8 に示す． 

 

 Ｌシステムで表現する道路網はリンクの集合として表現する。そしてリンクの端点をノード、リンク

を繋いでできる 小のループを閉路とする(図 3-9)。 
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閉路 

リンク ノード 

図 3-9 用語の説明 

３．４ 時間変化を伴う道路網生成手法 
本節では，都市発展の単位であるエリアを生成しながら，時間変化してゆく道路網の生成手法に拡張

する方法について述べる．初めに基本方針を述べる．次にエリアの発展度およびそれらの形成する発展

の場の計算法について述べたあと，Ｌシステムへの定式化を行う．本手法における道路データへの変換

方法を述べ， 後に実行例を載せる．[初田 01] 
 
３．４．１ 基本方針 
 本章の手法は，前述した都市の発展の 小単位である地区に注目し，地区の発展を考慮して道路網の

時間変化を表現するものであり，文献[奥野 98]を基礎に基本方針を定めた． 
1) 都市の発展状況に も影響を及ぼす地区に発展度を持たせ，周囲への影響を発展の場で表現する． 
2) 発展の場の強さをＬシステムの規則適用に反映し，道路網の時間変化を表現する． 
 以上のような方針に基づき，本手法では図 3-10 の手順により道路網を生成する．以下で発展の場の

計算方法と L システムへの定式化について説明する． 
 
３．４．２ 発展の場 
前述のように，道路網は都市の発展状況より影響を受けて構成される．このとき， も強い影響は周

囲に存在するエリアの発展状態であり，エリア内部の発展の度合いが大きいほど，その周囲の道路網に

及ぼす影響はより強くなる．この特徴を表現するために，エリアごとに番号 i を付け，内部の発展の度

合いを示す数値として発展度 Gi を持たせる．Gi は，その周囲に存在するエリアの発展状況から影響を

受けて変化するものとし，Giの変化量ΔGiを T の増加関数として次式で計算する． 

(3-1) λγ +×=∆ TGi  

γ ：乱数（0≦γ≦1.0）

λ ：乱数（0≦λ≦0.1）
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初期道路網生成

指定ステップ 

生成道路網の出力 

発展度及び発展の場の計算 

図 3-10 全体の流れ 

tru

道路の場に入って 
いるか？ 

道路の場の処理 

適用確率 Cnの計算 

Ｌシステムの規則適用 

図 3-11 発展の場の発生状態 

エリア i の周囲への影響は，発展の場として表現する．本手法では，あるエリアから発生する場はその

エリアの発展度 Gi に比例し，距離 di の増加に伴って減少するものと考える(図 3-11)．ある地点におけ

る発展の場の強さ T は周囲のエリアから発生する場の強さの中で 大の値とし，次式で求める．ただし

0≦T≦1.0 とする． 






















−=

n

i
i d

dGT
max

1max  (3-2) 

di ：エリア iからの距離 

dmax ：場の影響する距離の 大値 

n ：定数 

 

 なお，各エリアの内部発展度，中心座標，構成リンクはエリアデータとして保持し，発展の場計算時

に参照する． 
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３．４．３ Ｌシステムによる定式化 
実際の都市の時間変化に則した道路形状を表現するために，Ｌシステムを用いて以下のように定式化

する． 
記号集合 Σ={A,F,B,B0,B1,B2,+,－,[,]} 
規則集合 Ｐ={ｐ1,…,ｐ15} 
初期記号列 ω={[+F][-F]} 

識別子：前置の文字列：条件→後置の文字列：確率 

q１: F: n  → AF :C１ (直進) 
q２: F:n → AF :C２ (交差) 
q３: F:n → AA :C３ (突当) 
q４: A: cn , 12t∧t  → A[+F][-F]  :C４ (十字) 
q５: A: cn , 4t∧t  → A[+F] :C５ (右ト字) 
q６: A: cn , 8t∧t  → A[-F] :C６ (左ト字) 
q７: A: 1t∧t  → A[+x(B０)] :C７ (右ト字) 
q８: A: 2tt  ∧ → A[-x(B０)] :C８ (左ト字) 
q９: A: 1tt  ∧ → A[x(+B1)] :C９ (地区右) 
q10: A: 2tt  ∧ → A[x(-B２)] :C10 (地区左) 
q11: B０: 3tt ∧  → B０[+x(B０)][-x(B０)]  :C11 (十字) 
q12: B０: 1tt ∧  → B０[+x(B０)]  :C12 (右ト字) 
q13: B０: 2tt ∧  → B０[-x(B０)]  :C13 (左ト字) 
q14: B1: 2tt  ∧ → B[x(-B２)] :C14 (地区左) 
q15: B2: 1tt  ∧ → B[x(+B1)] :C15 (地区右) 

 
ここで前章と同じく，A,F は一定長のリンクを，＋,－は進行方向に対してそれぞれ右，左回転を，[,]

は分岐構造を表現する．F:の後の n はリンク F の先端が道路の場[奥野 00]に入っていることを示し，n

は入っていないことを示す． 
本手法で追加された記号については以下の通りである．まず，文字 B 及び Bn (n=0,1,2)は地区道路を

表す．x()は，カッコ内の文字列の繰り返しを示し，その数 x は規則適用の際に周囲の道路との位置関係

及び距離から計算する．A:の後ろの cn は交差点の場に入っていないことを表し，A:及び Bn:の後ろの t
は道路の分岐状態を示す．交差点の場及び t については後述する． 
 
 また，Cnは本Ｌシステムの書き換え規則の適用確率であり，発展の場の値 T を変数，αn，knを定数

として次式で計算する． 
(3-3) nnn kTC +×= α  

 ここで，αn は発展の場の影響を調整するパラメータであり，kn は適用確率の基本値である．これら

の値は文献[7]及び予備実験を基に，表 3-1 のように設定した．規則 q1～q3 は幹線道路を伸長させるた

めの規則であり，発展の場の影響を受けず常に伸長するよう確率 C1～C3におけるαの値を 0 とした．

既存の道路からの新たな道路の分岐や新たな地区の形成を表す規則 q4～q15においては，αに 0 より大

きなの値を与えることにより，発展の場 T に比例してその適用確率が大きくなるようにした． 
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表 3-1 適用確率の計算に用いる定数 

確率 α k 
C1 0 1 
C2 0 0.05 
C3 0 0.95 

C4～C6 0.1 1.0×10-5 
C7,C8 0.1 1.0×10-4 
C9,C10 0.01 1.0×10-6 

C11～C13 0.1 1.0×10-4 
C14,C15 0.01 0 

 

 以上のように，発展の場の強さに応じて適用確率を変化させることで，周囲の発展情況を考慮した道

路網の生成が可能になると考えられる． 

 
３．４．４ 交差点の場 
 本手法では，幹線道路及び地区道路はともに 1 文字におけるリンクの長さは等しい扱いをする．これ

は，幹線道路をさらに分割することなく地区道路を発生させるためである．このとき規則の適用によっ

て，幹線道路及び地区道路の両方において，交差点間の 小距離をリンク長とする分岐が起きる．しか

し，実際の道路網においては幹線道路同士の交差点間の距離は，地区道路と幹線道路，もしくは地区道

路同士の交差点間の距離より大きい．従って，幹線道路から新たな幹線道路を分岐させる規則 q4～q6

の適用によって幹線道路の交差点が不自然に集中することを防ぐため，交差点の場 nc を導入する． 
 交差点の場 ncは，幹線道路上の交差点より発生し半径φの範囲に影響を及ぼす．交差点の場において

は幹線道路は新たに分岐しないものとする．(図 3-12) 
 
３．４．５ 交差点の分岐状態 
 Ｌシステムを適用して文字列の書き換えを繰り返した場合，同方向の分岐が重複してしまう可能性が

ある．そこで，各交差点に分岐状態 を持たせ，交差点の分岐状態を規則適用の条件に含めることで，

重複する分岐を生成する規則は適用しないようにする． 
t

分岐状態 t は図 3-13 のように，幹線道路と地区道路の左右への分岐状態を 4 ビットで表現し，0 を未

分岐，1を分岐状態とする．規則適用の際には，tと 4ビットで表現される特定の分岐パターン tn(t0,…,t15)
を AND 演算することによって条件に見合うか判断する． 

これにより，同方向の分岐が重複してしまう問題は解決される．さらに，Ｔ字路から十字路への変化

や，地区道路だった道路が幹線道路に変化するといった特徴を表現することができる．規則適用後には，

適用によって発生した分岐方向の状態を示す bit を 0 から 1 に変更する． 
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図 3-13 道路の分岐状態 図 3-12 交差点の場 

図 3-14 道路座標の計算 

３．４．６ 文字列の解釈と道路データへの変換 
 L システムは単に文字列を書き換える機構であり，3.3 節により得られるものは記号列であるため，

それを解釈して道路網データに変換する．本手法では文字 F を書き換えて新たな文字 F を生成する規則

を用いるため，得られた文字Ｆをリンクとして解釈し，その伸長方向および先端ノードの座標値を決定

する．以下では本手法において文字列を解釈し，道路網を生成する手法について述べる．図 3-14 にお

いて，注目している文字Ａの先端座標を(xi, yi)，進行方向の単位ベクトルを 0a ，その方位角度をθとす

ると，次の座標値(xi+1,yi+1)は以下の手順で計算される． 
(1) 1 回の書き換えで道路が伸びる距離 d を dmin≦d≦dmax の範囲の乱数，揺らぎ角度βを|β|<βmax

の範囲の乱数により決定する． 
(2) R(x)を角度 x 度の回転行列とし，伸長ベクトル 1a を次式で求める． 

01 )( aRda rr
⋅+⋅= βθ  
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表 3-2 パラメータの設定 

(3) 以上で得た 1a に伸長距離を掛け，(xi, yi)に加算する． 

パラメータ 意味 デフォルト値 

dmin 1 回の書き換えで伸長する 小長さ 250m 

dmax 1 回の書き換えで伸長する 大長さ 300m 

βmax 揺らぎ角の 大値 10 度 

φ 交差点の場の範囲 750m 

 

111 ),(),( adyxyx iiii
r

+=++  (3-5) 

(4) 計算されたリンクが既存の道路と交差する場合，その交差点までの距離を dcとして，d=dcとし，(3)
を再計算する．(図 3-14) 

 以上の手順により文字列を道路データに変換する． 
 
３．４．７ 評価実験 
 前述した定数αn，kn に加え，予備実験をもとに各パラメータのデフォルト値を表 3-2 のように定め

た。道路網の生成範囲及び、初期値を次のようにする。 

・生成範囲：3km×3km 

・初期値：生成道路網ごとに選んだ点と方向 

 以下では，制御パラメータの変化に伴う生成道路王の特徴の変化について，実行例を示すとともに考

察を行う． 
 
（１）実行例 

 3km×3km を想定した生成範囲に本手法を適用した実行例を以下に示す．図中の太線は全て幹線道路

であり，細線は地区道路である．図 3-13 は，40 ステップごとの道路網の変化を示したものである．こ

の図より，時間の経過に伴う道路網の増加や地区単位での発展といった都市道路網の変化が表現できる

ことが分かる．また，生成過程における発展の場の変化(図 3-14)に注目すると，場の発生領域内部には

地区が多数生成されているが，外部ではほとんど生成なされていない．このことから，本手法では都市

の発展状況を考慮した道路網生成がなされていると考えられる． 
 
（２）パラメータを変化させた実験 

 本手法の制御パラメータとして，揺らぎ角の 大値βmax を変化させて生成した道路網を図 3-15，交

差点の場の範囲φを変化させて生成した道路網を図 3-16に示す．これらの図より以下のことが分かる． 
1) βmax が低い場合，道路網はほぼ格子状に構成され，高い場合は様々な形状の地区が形成されやす

い． 
2) φの値が低い場合，幹線道路の配置間隔は狭くて地区数は多く，高い場合は広くて地区数は少ない 
 実在の道路網(図 3-17)を見てみると，(a)墨田区のような都心部の道路は，狭い間隔で直線的に構成さ 
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図 3-13 生成道路網の変化 

(c) 80 ステップ (d) 120 ステップ 

(b) 40 ステップ (a) 初期状態 

(a) 40 ステップ (b) 80 ステップ 

図 3-14 発展の場の変化 
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(a) βmax =5.0 (b) βmax =15.0 
図 3-15βmaxを変化させた生成例 

(a) φ=625m 
図 3-16 φを変化させた生成例 

(b) φ=775m 
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図 3-17 実在の道路網 
(b) 杉並区 (a) 墨田区 



れ，道路パターンは格子状となっている．また，杉並区のような比較的郊外の道路網は，曲率が高く，

拾い配置間隔で構成されており，様々な形状の地区が見られる． 
 ここで，生成道路網と実在の都市道路網を比較すると，βmaxとφの値を低く設定した生成道路網は，

墨田区のような都心部の道路網に近いパターンになることが分かる．一方，これらのパラメータを高く

設定した生成道路網は，杉並区のような郊外の道路網に近いパターンとなることが分かる． 
 
３．５ 地形を考慮した道路網の生成 
 前述のように，道路網の形成には多くの環境が影響している．道路網の形状を決定するために も避

けられない要因は地形である．本研究では都市を取り巻く環境として地形を考慮し，地理的条件に合っ

た道路網を生成するため，前述のＬシステムを拡張した．本節ではまず，その方法について述べる．さ

らに本手法を地形に適用し，得られた道路網を実在の道路網と比較し，アンケートならびに客観的指標

を用いて評価する． 
 
３．５．１ 基本方針 
 本章の手法はＬシステムの拡張により，3.3.2 節で挙げた自己相似的かつ地形に特有の道路形状を表

現するものであり，文献[奥野 98]を基礎に基本方針を定めた． 
1) 地形をセルごとに収められた標高データで入力し，8 方向の値に近似した勾配ベクトルに変換する． 
2) 道路の分岐構造をＬシステムの規則で表現し，勾配ベクトルを基に地形に合った規則を適用する． 

地形データ入力

勾配ベクトルの計算

成長する道路がなく

なる 

生成道路網の出力 

適用確率 Bnの計算 

Ｌシステムの規則適用 

道路網データに変換 

道路の場の処理

false 伸長方向の決定

tru

道路の場に入って 
いるか？ 

図 3-18 全体の流れ 
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図 3-19 標高データの例 
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図 3-20 参照するセルと方向 

 以上のような方針に基づき，本手法では図 3-18 の手順により道路網を生成する．以下で勾配ベクト

ルの計算方法と L システムへの定式化について説明する． 
 
３．５．２ 勾配ベクトルデータの生成方法 
 本手法では地形を特徴付けるものとして傾斜に注目し，地形データとしてデジタル化された標高デー

タを用いることにした．このデータは，地形図の有限範囲を格子状に区切り，区切られたセル毎にその

中心点の標高値を記録した形式となっている(図3-19)．今回用いた国土地理院数値地図50mメッシュ[国
土 98]では，縮尺 1/25000 の地形図中の 10km 四方に対応する領域を 200×200 セルに区切っている． 
 道路網の生成領域に対して標高データが入力されると，生成領域を入力データと同じ大きさ，個数の

セルに区切る．そして近傍セル間の勾配を基に，入力データをセル毎に 8 方向の値に近似した勾配ベク

トルV ( i=0,…,7)(図 3-20 左)に変換する．勾配ベクトルVi
r

i
r
の長さはその方向への道路の伸びやすさを表

し，L システムで道路網の分岐形状を決定するために用いる．本手法では，地形データが格子状に配置

されていることに合わせ，勾配ベクトルを 8 方向の値に近似している．これは，山や谷の変化が連続的

で，8 方向の視線方向の標本化で十分近似できるからである．本計算の手順を図 3-21 に示す． 
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｜｜ iV

 

全てのセル 
に対して 

セルの 8 方

向に対して 
n 個隣りの

セルまで 
傾斜 Siを求める 

大のSiを用いてベクトルの

大きさ を求める 

地形に沿うベクトル

を定数倍する

SUBROUTINE 

ベクトル場の生成 

図 3-21 勾配ベクトルの計算手順 

｜｜ iV

MAX MIN 
0.0 

1.0 

Si 

図 3-22 傾斜とベクトルの関係 

 
（１）勾配ベクトルデータの８方向近似 

 ここでは，生成領域上の全てのセルについて勾配ベクトルを生成する方法について詳細に述べる．地

形データから勾配ベクトル （i=0,…,7）に変換するには，まず注目しているセルから，8 方向の近傍

セルまでの傾斜 Si（i=0,…,7）を計算し，その大小によって海や崖などの地形を判断する．傾斜 S
iV
r

i は，

注目しているセルからの距離を j セルとして次式で計算する(図 3-20 右)．ただし j < jmaxとし，jmaxは

傾斜を参照する範囲とする． 

)7,,0()()0(|max
1

L=








×
−

=
≤

i
Dj

jhhS i
j

i  
(3-6) 

傾斜 Si が大きい崖や道路ができない海の場合は， 0|| =iV
r

とし，その方向には進入不可とする．逆に

傾斜 Siが小さい平地の場合は， | とし，その方向に対して道路が伸びやすくする．傾斜 S1|=iV
r

iがその

間の値である場合，傾斜が緩やかなほど道路が伸びやすいように || iV
r

の値を線形に決定する．式で示す

と，閾値 MAX，MIN を用いて次式のようになる．勾配ベクトル iV
r
と傾斜 Siの関係のグラフを図 3-22

に示す． 
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図 3-23 地形沿いの勾配ベクトルの強調 

図 3-24 勾配ベクトルの計算例 

(3-7) 

 
（２）地形に沿う場合の勾配ベクトル計算 

 (1)式で求めた勾配ベクトルV は 8 方向に対して大きさが一様な変換しか行っていないため，前述の

地形に沿うような道路形状を表現するためには勾配ベクトルV
i
r

i
r
に道路を地形に沿わせる意図を盛り込

む必要がある．そこで，(1)式で得られた各セルの勾配ベクトルVi
r

 (i=0,…,7)のそれぞれについて，

または である勾配ベクトルV0|| 1 =−iV
r

0|| 1 =+iV
r

i
r
を地形に沿うベクトルと考え，その大きさ | |iV

r
を定

数倍して道路の伸びやすさを強調する(図 3-23)． 
以上の計算の結果により得られた勾配ベクトルの計算例を図 3-24 に示す．図 3-24 上の 8 方向の線は

勾配ベクトルV を，長さはベクトルの大きさ |i
r

|iV
r

を表している． | |iV
r

が 1 以上では長さが同じとなっ

ている．濃い線は前節の計算によって定数倍された勾配ベクトルである。 
 
３．５．３ Ｌシステムによる定式化 
 地形に特有の道路形状を再現するため，前述の勾配ベクトルを基に適用確率を計算し，規則の適用が

左右されるように L システムを拡張した．実際に定式化した L システムの規則を以下に示す． 
 

記号集合 Σ={A,F,+,－,[,]} 
規則集合 Ｐ={p1,…,p10} 
初期記号列 ω=”[+F][－F]” 
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p1: F: n → AF :B1 (直進) 
p2: F: n → A[+F][－F]F :B2 (十字分岐) 
p3: F: n → A[+F]F :B3 (左ト字分岐) 
p4: F: n → A[－F]F :B4 (右ト字分岐) 
p5: F: n → A[+F][－F] :B5 (Ｔ字分岐) 
p6: F: n → A+F :B6 (左折) 
p7: F: n → A－F :B7 (右折) 
p8: F: n → A :B8 (行き止まり) 
p9: F:n→ AA :B9 (道路と連結) 
p10: F:n→ AF :B10 (道路と交差) 

 
 ここで，A,F は一定長のリンクを，＋,－は進行方向に対してそれぞれ右，左回転を，[,]は分岐構造を

表現する．F:の後の n はリンク F の先端が道路の場[8]に入っていることを示し，n は入っていないこと

を示す．道路の場とは，既存の道路に対して道路が伸びた際，ある距離まで接近するとそれらを連結し

ようとする力の働く場である． 
規則中の Bn はその規則が適用される確率である．この計算方法としては，平地における規則の適用

確率を基本とし，規則によって道路の分岐を生成する方向の勾配ベクトルVi
r
を基にそれを変動させるア

プローチをとった．ここで，前，右，左方向への道路の行きやすさをそれぞれ f, r, l とし，次式で計算

する． 

{ }










=

=

=

+

−

+−

||

||

max

8mod)2(

8mod)2(

8mod)1(8mod)1(8mod

k

k

kkk

Vl

Vr

|V|,|V|,|V|f
 

(3-3) 

 この時，注目しているリンク F の伸長方向は，x 軸を基準として反時計回りにθとする．k は次式で

計算される． 

 5.0)4( += πθk  (3-4) 
地形に合わせて分岐構造を決定するために，f, r, l を用いて適用確率Bn (n= 1,…,7)を次式で計算する． 
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∑
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(3-5) 

 
 (3-5)式において，αnは文献[7]を参考に設定した確率の基本値で定数である．また，変数 b1~b8に関

しては，対応する規則による分岐方向の全てに対し道路が伸びやすいほど大きな値となるようにした．

これを正規化して Bnを得る． 
 
３．５．４ 文字列の解釈と道路網データへの変換 
 Ｌシステムにより生成された文字列は，前節のものと同じく形状を記述しているに過ぎない．以下で

は本手法において地形に合わせて文字列を解釈する手法について述べる．まず，注目しているリンクＦ

の進行方向の単位ベクトル 0f についてその方位角度をθ0，先端座標を(xn,yn)とする．この進行方向は

書き換え元となったリンクの進行方向を継承し，先端座標値はそれに応じて決定する．リンク F が規則

p2～p5 によって生じる分岐である場合には，規則によって同時に生成された+,－に応じてそれぞれ右，

左方向に 90 度の回転を単位ベクトル 0f に対して行う．そして，変換後の座標(xn+1,yn+1)を以下のよう

に計算する．まず，ベクトル 0f に対し，先端(xn,yn)の位置するセルの勾配ベクトルVi

r
( i=0,…,7)の中で，

方位角度の近い順に 3 つのベクトルを選択し if ( i=1,2,3)とする(図 3-25)．次に，伸長方向ベクトルF を

以下の条件によって決定する． 
case1. 0.1|||||| 321 === fff のとき，進行方向θ0にランダムな揺らぎ角度βを与える． 
case2. 0.0|| 1 =f のとき， 2f , 3f の２つのベクトルから片方を選びそのベクトルにランダムな揺らぎ

角度βを与える． 
case3. 上記のいずれでもない場合は，次式で求める． 

A 

F 

A 
A 

0f
1f

0f

2f

3f0θ

0θ

A 

図 3-25 参照するベクトルの決定 
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∑
=

⋅=
3

1i
ii fWF  (3-6) 

ここでβはβmax を揺らぎ角の 大として|β|<βmax の範囲の乱数，Wi は 0f と if とのなす角の cos
関数である． 
 以上で得た F に伸長距離 d を掛け，(xn,yn)に加算する．これにより(xn+1,yn+1)が得られる． 
 

Fdyxyx nnnn

v
+=++ ),(),( 11  (3-7) 

ここで，d は 1 回の書き換えで道路が伸びる距離とする．この処理の結果，L システムで直交に道路

を分岐するにもかかわらず，分岐角度が揺らぎ，新たな道路を少し斜めに生成できる． 
 
３．５．５ 評価実験 
（１）制御パラメータの決定 

 文献[奥野 98]及び，予備実験をもとに各パラメータのデフォルト値を表 3-3 のように定めた．道路網

の生成範囲及び，初期値を次のようにする． 

・ 生成範囲：10km×10km，200×200 セル 

・ 地形図：文献[国土 99]のものを使用 

・ 初期値：地形図ごとに選んだ点と方向 

 

表 3-3 パラメータの設定 

パラメータ 意味 デフォルト値 

d 1 回の書き換えで伸長する長さ 2 セル 

MIN 傾斜を平地とみなす閾値 0.05 

MAX 傾斜を崖とみなす閾値 0.15 

α1 直進の基本確率 0.93 

α2 十字分岐の基本確率 0.05 

α3 右ト字分岐の基本確率 0.01 

α4 左ト字分岐の基本確率 0.01 

α5 Ｔ字分岐の基本確率 0.018 

α6 右折の基本確率 0.001 

α7 左折の基本確率 0.001 

B9 道路の場で突き当たる確率 0.9 

βmax 平地での揺らぎ角の 大値 5 度 

jmax セルの参照範囲 4 セル 
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図 3-27 生成例 2 (魚津市) 

(b)生成した道路網 (a)実在の道路網 

図 3-26 生成例 1 (静岡市) 

(b)生成した道路網 (a)実在の道路網 

(a)実在の道路網 (b)生成した道路網 

図 3-28 生成例 3 (福島市) 
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（２）実行例 

 数種の地形図に対し，本手法を用いて仮想道路網を生成した．その地形図における実在の道路網と並

べて，図 3-26～図 3-28 に示す．地形データとしては文献[国土 99]の中から平地の多目のものを選び，

初期値は地形図上に存在する実際の都市において，都市の中心であると思われるところに人手で与えた． 
 実在の道路網(a)と生成した道路網(b)を比較すると，図 3-26，図 3-27 においては海岸線に沿う道路，

図 3-27，図 3-28 おいては谷道が共通して見られる．以上の手法で生成した道路網形状を実際の道路地

図と比較することを考える．このために，実在の道路網の幾何的および位相的特徴を表現する指標とし

て，道路工学の分野で用いられているα指標によって生成道路網を客観評価する．また，特に地形に注

目した道路網形状や，実際に道路を利用した時の方向感覚にかかわると考えられる道路の接続状況につ

いては，アンケートを用いて主観評価する． 
 
（３）客観的指標による評価 

 道路網を，交差点を頂点，交差点間の道路を辺とする平面グラフとして捉えると，グラフ理論に基づ

いた指標により，その形状，特徴を客観的な量として表現することができる[奥平 76] [木村 87] [野田 96]．
ここでは代表的なα指標を用いた．α指標は閉路充足率と呼ばれ，対象とするグラフの閉路数と，その

グラフと同数の頂点で作ることができる平面グラフの 大の閉路数との比である．頂点数を v，辺数を

e としたとき，閉路充足率αは次式で定義される． 

52
1

−
+−

=
v
veα  (3-8) 

道路網に適用した場合，α指標は都市の道路交通の発展度，利便性および迂回性を示すため，道路網

を評価する上で極めて重要である．また，αが 1 を超えることはなく，グラフが完全な木の時はα=0，
完全な格子のときはα=0.5 となる．実在の道路網ではおよそ 0.12～0.30 の値を取り，大都市ほどその

値は高い傾向にある． 
 実験にあたり多様な都市を生成することを考え，制御パラメータとして，Ｌシステムによる 1 回の書

き換えで道路が伸びる長さ d を変更した．d=n の時，道路は常にセルの 1 辺の長さの n 倍ずつ伸びる．

またこの値は，得たい都市を想定してあらかじめ設定しておく．図 3-12～図 3-14 で用いた地形図のそ

れぞれに対し，パラメータ d の値を 1～3 まで変更して 50 枚ずつ生成した．得られた各道路網のα指標

値の累積グラフを図 3-29～図 3-31 に示す．得られた道路網の全ては互いに違った形状をしているが，

これは L システムによって道路の分岐形状を決定する際に確率を用いているためである． 
 参考までに実在の道路網では，図 3-26(a)では 0.24，図 3-27(a)は 0.18，図 3-28(a)は 0.16 となってお

り，多様な指標値を取りうることが分かる．これに対し本手法も，制御パラメータを変更することによ

って多様な指標値を持つ道路網が生成でき，かつ実在の道路網が取りうる指標値の範囲で道路網が生成

できるといえる． 
 
（４）主観評価 

 地形に合った道路形状であるかを調査するため， 「自然さ」を「道路網に注目したときに，その道

路形状，接続状況が実際にありうるか」の度合いと定義し，これについて被験者に回答を求めた．設問

の対象を3つの地形図とし，それらに対してそれぞれ実在の道路網と生成した道路網を用意した(図 3-26
～図 3-28)．アンケートは対象地形図の地形状況に応じて設問分けされており， 
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表 3-4 主観評価に用いた評定尺度 

5 自然だ 
4 やや自然だ 
3 どちらともいえない 
2 やや不自然だ 
1 不自然だ 

1) 海岸付近に注目した場合 
2) 谷部分に注目した場合 
3) 全体の道路網を見た場合 
の 3 つの状況において， 5 段階の評定尺度(表 3-4)を用いて道路網の「自然さ」を回答するものとなっ

ている．また各設問において，同一地形図上の実在の道路網と生成道路網は組にしてランダムに配置し

てあり，被験者には実在の道路網が混在していることは知らせなかった． 
 10 代～40 代の男女 21 名を対象にアンケートを行い，その結果から平均評点と標準偏差を求めた．ま

た，実在の道路網および生成道路網の評点間に有意差があれば，両者に大きな形状の差異があるという

ことになるので，それぞれの項目について自由度 n=20，危険率 5%の t 検定[鷲尾 88]を行い，有意差が

あるか調べた．その結果が表 3-5 である． 
まず注目すべき点として，実在の道路網および生成道路網の両者で，評点の多くが 3.0 前後で得られ

ていることが挙げられる．これはおそらく，被験者の多くが実在の道路網に関しての知識を有しておら

ず，道路網形状の見た目の印象によって評点を付けているからである．道路網に関する知識を与えて評

価を行った場合にどのような評点が得られるかについては検証していないが，今回は道路網の特徴的形

状の差異を評価の対象としているため，十分だと考えている． 
 検定の結果，図 3-27，図 3-28 を対象とした道路網には有意差があるとは言えない．よってこれらの

例では，実在の道路網と生成道路網の両者に特徴の大きな差異はないと考える．しかし，図 3-26 の地

形図の例では両者の間に有意差が見られた．ここで表 3-5 に注目すると，図 3-26 の例では海岸付近に

注目した場合と全体を見た場合とで，平均評点および標準偏差が近い値を示している．このことから，

海岸付近における形状の違いが有意差の原因となったと考えられる．実際に図 3-26 の 2 つの道路網を

比較すると，生成道路網(b)では，海岸線に沿う道が図の左下の方まで伸びているが，実在の道路網(a)
では海岸線に沿っているが次第に海岸から離れてゆく，といった違いが見られる．しかし，道路地図等

で実在の道路網を調べた結果，図 3-26(b)のような道路形状は多く存在していることが分かった．その

ような道路網との比較を行った場合は有意差が現れないことが期待できる． 
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図 3-15 図 3-12 の地形図におけるα指標の分布 

図 3-16 図 3-13 の地形図におけるα指標の分布 

図 3-17 図 3-14 の地形図におけるα指標の分布 
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表 3-5 主観評価の結果 

海岸付近 全体 
図 3-12 

(a) (b) (a) (b) 
平均評点 3.0 3.6 3.0 3.6 
標準偏差 1.3 0.8 1.1 0.8 
有意差 t(20)=3.33, 

p<0.05 
有り 

t(20)=3.61, 
p<0.05 
有り 

海岸付近 谷部分 全体 
図 3-13 

(a) (b) (a) (b) (a) (b) 
平均評点 3.3 3.3 3.3 3.2 3.0 3.5 
標準偏差 1.0 0.9 1.3 1.1 1.0 0.9 
有意差 t(20)=0.91 

p≧0.05 
無し 

t(20)=0.34 
p≧0.05 

無し 

t(20)=2.64 
p≧0.05 

無し 

谷部分 全体 
図 3-14 

(a) (b) (a) (b) 
平均評点 2.5 3.1 2.6 3.0 
標準偏差 1.3 1.1 0.9 0.9 
有意差 t(20)=2.72, p≧

0.05 
無し 

t(20)=1.61, p≧
0.05 
無し 

３．６ 結言 
 本章ではＬシステム用いて時間変化を伴う道路網の生成手法に提案し，都市を取り巻く環境として地

形を考慮した道路網生成手法に拡張した． 
(1) 発展の場を用いることで，現実の都市の特徴である都市発展と道路網の相互作用を表現するこ

とができる． 
(2) Ｌシステムを用いることで，道路の分岐の増加や地区の形成といった都市道路網の時間変化を

表現することができる． 
(3) 地形を標高データから勾配ベクトルに変換し，L システムの規則の適用確率に影響させること

で地形にあった道路網形状を生成できる． 
(4) パラメータを操作することで，都市部の道路網から郊外の道路網まで多様なパターンの道路網

を生成できる． 
しかしながら，1 つの生成道路網において制御パラメータは一定であり，また道路網の生成範囲を限

定しているため，同一領域内において道路の揺らぎ及び地区の大きさの変化する，つまり都市部と郊外

部の混在する道路網を生成することはできない． 
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第 4 章 セルオートマトンによる都市の時間変化 
 
４．１ 序言 
本章では，仮想都市システムのうち都市の時間変化を表現する時間モジュールに関する手法について

述べる．まず，都市および都市の時間変化の特徴について述べた後，本手法で用いるセルオートマトン

について説明する．その後，本仮想都市システムの構成と都市の特徴パラメータについて述べ，本手法

のセルオートマトンのルールを検討する． 
 
４．２ 都市の時間変化 
 都市は人々が活動する場であり，常に変化している[秋山 90]．都市は， 初から決められた形にデザ

インされトップダウンに変化したのではなく，複数の要因が複雑に絡み合ってボトムアップに現在の形

を形成し，そして変化し続けると考えられる．都市化現象には景観的な側面と機能的な側面がある． 
（１）景観的都市化 
 現代都市における建造物の高層化・立体化は，都市化の景観的特色を示している．とくに都心部にお

いては，高層建造物の建設による立体的な土地利用によって，高密度化された新たな空間が出現してい

る．都心部から始まる高層化・立体化現象は，都市の発展とともに都心部以外へと波及していく[高橋

84]． 
（２）機能的都市化 
 都市機能は，都市内とその周辺地域における住民の経済活動に対応するために，多様になる．主な機

能としては，生産・消費・流通・居住・行政・文化的機能がある．個々の機能はその役割に応じて，都

市内で特色ある占有形態を示す．そして都市化にともなう各機能の重要性が高まるにつれ，機能分化が

表れる[高橋 84]． 
以上をふまえ，実際の都市の土地利用状況[国土 98](図 4-1)を参考に，建物の配置状況の特徴について

考察した．文献[国土 98]では土地の利用状態を住宅用地(桃)，商業用地(赤)，工業用地(青)，公共施設，

道路，田畑，森林に大別している．調査の結果，以下のことが分かった． 
1) 住宅用地や商業用地はそれぞれ，一つのないしは複数のエリアを独占し，住宅街や商店街といった

集団を形成していることが多い． 
2) 住宅街に囲まれるような形で商店街が存在することが多い． 
以上より，ブロック間の局所的な強調と抑制に加え，なんらかの大域的な影響により，機能的特徴の

住み分けが行われていると考えられる． 
 
４．３ セルオートマトン（CA） 
 セルオートマトン(CA)法[Tof87]は，局所的な相互作用の原理に基づく計算方法で，簡単なセル間の局

所的相互作用から「自己組織化」現象を再現することが出来る．「自己組織化」とは，人の介在無しで

組織が自然に形成される現象で，複雑現象を解明する手がかりとして注目されている．雨上がりの葉上

の雨粒や，結晶の成長などは典型的な「自己組織化」の例である．これらは，何かの指示や意図によっ

て組織が形成されるわけではなく，要素が局所的な相互作用を積み重ねていくうちに組織が形作られる
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図 4-1 土地利用状況図 

ことだ，と言われている[加藤 98]． 
 また，シマウマや貝の模様などは，途中で分岐したりなくなったりしているが，CA 法ではこのよう

な不規則性も含めて「自己組織化」できるという利点がある．そのため，多くのシミュレーションに用

いられている．基本的な CA 法の特徴は次の通りである． 
(1) 同じ大きさの均一のセルからなる． 
(2) 各セルの状態は k 種類の状態をとる． 
(3) 次の時間におけるセルの状態は現在の状態と近傍のセルの状態で決まる．(ルール) 

セルの形状が矩形の2次元CAの場合，時間 iにおけるセルの状態をSi，8近傍の隣接セルをNij (j=0,…,7) 
(図 2-4)とすると，次の時間 i におけるセルの状態 Si+1は次式で定義できる． 

Si+1 = f ( Si , Ni0 , … , Ni7 ) 

以下に，CA 法の代表的な例としてライフゲームについて説明する．ライフゲーム[Tof87]は数学者の

John Conway によって 1970 年に提唱された CA の代表的なルールセットである．ライフゲームでは，

セルの状態は「死」と「生」の 2 種類のみであり，ビットを用いて 0,1 で表現される．ライフゲームの

ルールは以下の 2 つである． 
・ 死亡：状態「生」のセルが，2 個または 3 個の状態「生」の隣接セルに囲まれている場合以外

に，セルの状態が「死」になる． 
・ 誕生：状態「死」のセルが，3 個の状態「生」の隣接セルに囲まれている場合に，セルの状態

が生になる． 
このルールは，ビットコードを用いて以下のように記述することができ，その組み合わせは 29通りある． 

Si Ni0 Ni1 Ni2 Ni3 Ni4 Ni5 Ni6 Ni7  Si+1 
     …      

1 0 0 1 1 0 1 0 0  1 
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1 0 0 1 1 0 1 0 1  0 
     …      

 
ライフゲームの実行例を図 2-5 に示す．ライフゲームは局所的に適用されるルールで多様なパターン

を生成することができる． 
 
４．４ 特徴パラメータ 
 本研究では，都市の相互作用による変化を表現するために以下のパラメータを定めた[Hon04]． 
1) 経済指標ε 
2) 人口増加率π 
3) 環境ベクトル V=(d,v1,v2,v3) 
まず都市全体の景気の好況/不況の度合いを表すパラメータとして経済指標εを定めた．ε=1.0 のと

き都市の経済は安定となる．次に，都市の活動人口量を増減させるパラメータとして人口増加率πを定

めた．π=1.0 のとき，都市の活動人口の総和は一定となる． 
また，都市の局所的な影響を表すパラメータとして，各ブロックに環境ベクトル V を定めた．V は

V=(d,v1,v2,v3)と定義され、開発度 d はブロックにおける建物の規模の度合いを示す．v1,v2,v3 はそれぞ

れそのブロックにおける生活，消費，生産活動の度合い，すなわちそのブロックにおける居住施設，商

業施設，労働施設の割合を表す． 
 

図 4-2 ライフゲームの実行画面 
(http://www.mlb.co.jp/linux/science/xlife/) 
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block 
A1 

block 
A2 

block 
B2 

block 
B1 

area 
B 

B- CA 

A-CA 

局所的相互作用 

広域的相互作用 

area 
A 

図 4-3 二重構造の都市 CA モデル(A-CA：エリア CA，B-CA：ブロック CA) 

４．５ 都市セルオートマトンモデルの構成 
 本研究では，都市の相互作用による変化を計算するために，2 種類のセルオートマトン(CA)，エリア

CA(A-CA)とブロック CA(B-CA)を定義する．A-CA は都市の広域的な影響を計算し，それに対し B-CA
は局所的なブロックの相互作用を計算する(図 4-3)．[Hon04b] 
 A-CA では，2 つの状態を計算する．1 つはエリア間の活動人口の移動量である．エリアの活動人口は

エリア内の全ブロックの環境ベクトルから計算され，より発展したより商業施設、労働施設の多いエリ

アの方へと多く移動する．移動した活動人口は，次の更新においてより遠くのエリアへと移動していく．

もう1つの状態は，各エリアの利用計画である．先に述べた活動人口の流入量および流出量の関係から，

エリアの用途を居住地区，商業地区，労働地区のいずれかに決定し，発展させるか衰退させるかを決定

する(図 6)． 
 B-CA では，A-CA の影響を受けてエリア内に存在する各ブロックの環境ベクトルを変化させる．各

ブロックは近隣ブロックの影響を受けて，近くのブロックに似た環境ベクトルに変化することが主であ

るが，エリアの状態および近隣ブロックとの差異によっては，まったく異なった環境ベクトルに変化す

ることがある．B-CA の結果はブロックが存在しているエリアに影響を与え，結果として局所的な相互

作用の結果が都市に広域的な影響を及ぼす． 
 
４．６ エリアＣＡ 
４．６．１ エリアの状態 
 エリア CA(A-CA)は，幹線道路および地区道路によって構成される閉領域(エリア)を 1 セルとしたセ

ルオートマトンによって都市の広域的な影響を表現するものであり，各エリア は以下のパラメータを

持つ． 
iA

),,,,( iiiiii AMAPAOAIAVA =  
エリア環境ベクトル  ),,,( 321

iiiii AvAvAvAdAV =• 

iAV は，エリア に属する全ブロックの環境ベクトルの平均値をとる． iA
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活動人口流入量  iAI• 

• 

• 

• 

iAI は近隣エリアからエリア に流入する活動人口の量をあらわす． iA
活動人口流出量  iAO

),,( 0 j
iii AoAoAO L= (j は隣接エリア数)はエリア から他のエリアへ流出する活動人口の量をあ

らわす 
iA

エリア計画  ),( iii AtAuAP =

iAP は，ある瞬間におけるエリアの利用計画をあらわしたもので，Au はエリア の用途をあらわ

し，N(無計画)，L(居住地区)，C(商業地区)，P(労働地区)の 4 つの状態がある． はエリア の

発展の傾向をあらわし，I(発展)，S(停滞)，D(衰退)の 3 つの状態がある． 

i iA
Ati iA

メッセンジャー  iAM

iAM は，離れたエリアに存在するショッピングモール等の大規模建築物からの影響力をあらわし，

大規模建築物の存在するエリアでは となる． 0.1=iAM
 
４．６．２ 活動人口移動量の計算 
 前述のように，都市の変化は，都市で活動する住民の移動が大きく影響している．そのため，本手法

では各エリア における活動人口量を以下のように計算する． iA
 
（１）活動人口流入量 
 活動人口流入量 は次式で計算する．これは，各隣接エリア からエリア への人口流出量の総

和であり，経済指標によって効果に影響を受ける．(図 4-4) 
'iAI jA iA

∑
=

⋅=
j

i

i
i j

AoAI
0

' ε  

 

（２）活動人口流出量 
 活動人口流出量 は，エリア の活動人口を)',,'(' 0 j

iii AoAoAO L= iA P として次式で計算する． 

∑
=

×=

=

−=

+××=

×=

j

k
kj

j
i

jjj

j
ijj

jjj

ii

WWPAo

OCMAXW

AoAOO

AvAvAdjFC

AvAdP

0

32

1

/'

),(

)(

 

 ここで，W は隣接エリア の影響の強さを表す重みであり， が商業地区および労働地区として

発展しているか，または他エリアへの人口流出量が多い場合に大きくなる． は隣接エリア の商

業・労働施設の発展の度合いによる影響を示し，O は，エリア からのエリア を除くエリアへの人

口流出量の総和を示す．(図 4-5) 

j jA jA

j

jC
A

jA

j A i

 
４．６．３ エリア計画ルール 

43 



j jAo

iAd A規則  
P1 
P2 

L

P3 
P4 

C

P5 

0>iAd  

P
P6 N
P7 

0=iAd  
*

 

図 4-5 活動人口流出量 

i

C
C0 

Pj 

C1 

Aj 

… 

A1 

Ai 

図 4-4 活動人口流入量 

iAo
Aj 

… 

A2 

A1 

Ai 

 前節の活動人口流入量、流出量を用

オートマトンルールを表 4-1 のよう

表 4-2 を用いて状態を決定する． 
 表中の d は隣接エリア の開発度jA

d

また，P はエリア の活動人口，E はiA

p1～p7，x1～x5は規則の適用確率

 
４．６．４ メッセンジャール

メッセンジャー は，ショッピ

のパラメータであり，次ステップに

iAM

1.0'

'

≤




=

i

i

AM

M
AM
iu )','(' iii AtAuAP =

ii AOAI >

表 4-1 エリア CA ルール 
 条件 確率  

 p1 (C,X) 
 

ii AdAI ×> 0.2  p2 (C,X) 

ii AdAI ×< 0.2  p3 (L,X) 
 

ii AdAI ×> 0.3  p4 (P,X) 
 ii AdAI ×< 0.3  p5 (C,X) 
 2.0)( >drand  p6 (L,I) 

 0=d  p7 (N,S) 

いて，次ステップにおけるエリアの利用計画 を決定するセル

に定式化した．表 4-1 においてエリアの発展傾向 が X の場合，

'iAP
At 'i

の総和であり，次式で計算する． 

jAd
j

k
k /

0
∑

=

=  (j は隣接エリア数) 

どれだけの活動人口が活動できるかをあらわし，次式で計算する． 

)( 32

1

iii

ii

AvAvAdE

AvAdP

+×=

×=
 

をあらわし，経験的に与えた． 

ール 
ングモール等の大規模建築物の影響を遠くのエリアに伝えるため

おけるメッセンジャー は次式で計算する．[本田 02] 'iAM

0.0'25

)0.1(0.2/),,(
)0.1(0.1

0

=

<
=

i

ij

i

AM

AMAMAMAX
AM

のとき，

L  
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規則 A
X1 L
X2 
X3 

C

X4 
X5 

P

 
 
４．６．５ 実行例 
 道路モジュールによって生成した

のように与え，経済指標ε＝1.03，
=1.0 とし，その後の変化を観察した

活度 ，生産度 に対応し，明

の様子である．初期値のうち上部が

は 100 ステップ目の様子を示したも

1
iAv 3

iAv

100 ステップ目以降は人口増加率π

住地区の周辺部への拡散が進み，20
に居住地区が拡大している． 
 また、200ステップ目において画面

その後の経過を観察した．S エリア

商業地区と居住地区が発生し，その

ては大部分が喪失している(図 4-11
ア周辺の居住地区がやや衰退し，左

が回復している(図 4-12)． 
 以上の結果から，本エリア CA に

および広域的な因果関係により発生

 
４．７ 結言 
 本章では，セルオートマトンを用

は，都市の局所的な変化を表現する

セルオートマトンを提案した．実行

1) エリア CA により，都心商業地

表現できる 
2) エリア CA により，都市内の広

 しかしながら，ブロック CA はい

かつ広域的な都市の変化を生成する

 

表 4-2 エリア CA ルール補足 
'iu  条件 確率 X 

 dAdi <  x1 I 
EPAIi ×>+ 0.3  x2 I  
EPAIi ×<+ 0.3  x3 D 
EPAIi ×>+ 0.5  x4 I 

 

EPAIi ×<+ 0.4  x5 D 

仮想道路網にエリアCAを適用した実行例を示す．初期状態を図4-6
人口増加率π=1.03 とした．100 ステップ実行した後，ε=1.0，π

．以下，図中の色は，RGB 値はそれぞれエリアの生産度 ，生

度は開発度 に対応している．図 4-7 は 50 ステップ目のエリア

商業エリアを中心に発展し，下部は衰退してしまっている．図 4-8
ので，人口の増加とともに上部の居住地区が周辺へと拡大している． 

2
iAv

iAd

=1.0 となり，都市全体としての生活度の増加はなくなるものの，居

0 ステップ目(図 4-9)では，画面左上に新たな商業地区の発生ととも

右部にショッピングモールエリア(以下Sエリア)を配置し(図 4-10)，
より発生するメッセンジャーの影響により，S エリア周辺に新たな

影響により画面左上部の居住地区が衰退し，350 ステップ目におい

)．また 350 ステップ目において S エリアを削除したところ，S エリ

上部の居住地区が再発展しはじめ，450 ステップ目ではその約 1/3

より，都市の広域的な影響の結果生じる商業地区，居住地区の形成，

する地域間の発展，衰退を表現できると考えられる． 

いて，都市の時間変化を表現する手法について検討した．本手法で

ブロック CA と，広域的な影響を表現するエリア CA の二重構造の

例により以下の結論を得た． 
域の発生やそれを取り巻く居住地域の発展等広域的な都市の変化を

域的な発展・衰退を引き起こすことができる 
まだ検討の段階であり，今後はブロック CA と組み合わせて局所的

必要がある． 
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図 4-7 第 50 ステップ目 図 4-6 エリア CA 初期状態 

図 4-8 第 100 ステップ目 図 4-9 第 200 ステップ目 
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図 4-11 第 250 ステップ目 図 4-10 ショッピングモール設置 

図 4-12 第 350 ステップ目 図 4-13 第 450 ステップ目 
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第５章 仮想都市の建物配置手法 
 
５．１ 序言 
 本研究における仮想都市システムのうち，道路網を生成する道路モジュールと都市の時間変化を計算

する時間モジュールについてはすでに述べた．本章では仮想都市システムのうち，時間モジュールによ

って得られる都市の特徴データを仮想都市景観へと変換する配置モジュールで用いられる手法につい

て述べる．本章ではまず建物配置の特徴について述べる．次に都市の特徴を都市景観へと変換するアル

ゴリズムについて説明し， 後に本手法の評価実験を行う．[本田 03][本田 03b] 
 
５．２ 建物配置の特徴 
５．２．１ 都市の景観 
実際の都市の景観をどのように捉えるかは，様々な見方があり，個人差も大きいが，多くの人に共通

する都市の印象がある．リンチはこのような都市の視覚的イメージ構造の特質を解析し，都市のパブリ

ック・イメージを構成する要素としてパス(Path)，エッジ(Edge)，ノード(Node)，ランドマーク

(Landmark)，ディスリクト(District) とし，様々な都市についてこれらを使って都市のイメージ図を作

ることができることを示した[Lyn60]． 
これらの構成要素の中で，パス，エッジ，ノードは道路網や河川などの地形によって決定されるもの

である．また，ランドマークは外部から観測すると容易に参照することが可能なものであり，ビルなど

の特徴的な建物等があげられる．ディストリクトとは，都市の中に存在する，「ある共通した特徴量」

をもつ 2 次元の広がりをもつ中規模から大規模な部分のことである．このディストリクトを形成する特

徴量には，建物の形態，外壁，建物の用途，種類，構造などがある． 
 
５．２．２ 都市の更新 
都市機能や住居環境などの衰退，悪化した地域を再生させることを都市更新という[小島 02]．都市更

新の動機として，(1)建築物やインフラストラクチュア等の老朽化や陳腐化の改善，(2)土地の合理化・

高度化などの有効利用の促進，またはその逆，(3)交通施設やその周辺の公共機能・空間の確保，(4)大
規模な居住や商業・業務等空間の供給の社会的要請があげられる[山田 02]．我々は，特に(1)(2)の要因

によって，都市の更新が行われると考え，a)建物の築年数が増加したとき，b)都市が発展・衰退すると

きに，建物は建て換えられるものとした．また，その際，(1)に挙げられるインフラストラクチュアや(2)
に挙げられる土地の合理化，(4)に挙げられる大規模な居住や商業・業務等の空間が，必要となることか

ら，高層建築物よりも，低層建築物のほうが建て換えられやすいと考察する． 
 
５．２．３ 建築物の配置の特徴 
建築基準法集団規定によると，都市の環境を確保するために建築物と道路との関係で次のようないく

つかの規定を設定している． 
1) ① 建築物の敷地は，道路に 2m 以上接しなければならない(接道義務)． 
2) ② 建築物は，道路内または道路に突出して建築できない． 
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建物配置システム 
 

環境ベクトルの設定 

 

建物削除 

 

建物追加 

 

図 5-1 ブロックの建物配置状況(緑：ブロック境界，灰：建物境界)

図 5-2 全体の流れ 

3) ③ 建築物は，行政によって定められた壁面線の指定に従わなければならない． 
これらの規定は，本研究における建物の配置についても適用されるものとして， 

建物は道路沿いに建つことを基本とする(図 5-1)． 

 
５．３ アルゴリズム 
本手法では，前章で述べた環境ベクトルを，区画道路で囲まれた閉領域(ブロック)内の建物の用途・

構造から読み取れる地域の特徴(逆に地域の特徴に合った用途・構造の建物がブロック内には存在する)
と定義する．本手法は，次のような基本方針に基づいて仮想都市を生成するための建物配置を行う． 

都市をブロックの集合と捉え，ブロックごとに建物配置を行う • 

• 

• 

• 

ブロックの特徴量に合うように，建物の用途・構造を決定する 
時間変化を伴う都市を表現するために，建物の建て換わりを再現する 
建物の用途・構造および配置位置の決定は，パラメータを基に確率的に行い，多様な仮想都市を表

現する 
都市の時間変化を表すために，全てのブロックに対して以下の処理を１ステップとして，それを繰り

返し行う．ただし，現ステップにおけるブロック内の環境ベクトルをV (開発度を )とする．また，全

体の流れを図 5-2 に示す． 
d
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  が  以下に 

なるまで 
 

重みによって建物を選び削除 

  を再計算 

d 

d 

min d 

L1：削除する確率 
L2：削除しない確率 

開発度 d 

L2 

L1 

0.5 d-⊿d 

0.6 dmin 

0.8 d 

図 5-3 建物削除の流れ 

建物削除 
 

     の設定(1) 

 

ブロック内の建物数 重み付け(2) 

min d 

図 5-4 削除終了時の確率決定 

1) ブロック内の目標とする環境ベクトルV の入力(目標とする開発度を d とする) ' '
2) 削除の目標となる値 を定め， が 以下になるまで建物を削除する mind d mind
3) ブロック内の開発度 が， に達するまで建物を確率的に選択し，ブロック内に追加する d 'd
 
５．３．１ 建物の削除 
本手法では，建物の老朽化による廃棄および建て替えの際の空きスペースの確保を表現するため，建

物の削除を行う．まず，削除の際に目標となる値d を定め，その後ブロック内の全建物に壊れやすさ

を示す重みを付ける．ブロック内の が 以下になるまで，重みを用いて確率的に建物を選び，建物

を削除する．ただし 後の建物のみ，その時点でのブロック内の と の値を考慮して実際に削除を

行うかどうかを確率的に決定する(図 5-4)．また，図 5-3 に建物削除の流れを示す． 

min

d mind
d mind

 
（１）dminの設定 

 dd −= 'δ として削除の目標となる値d を次式により計算する． min

{ } { }))1(1.09.0)()()',min(,0max( 21min εδ −×+××−= fdfddd  









>

≤−
=





>
≤

=
)0(

2
1

)0(
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)0.1(0.1
)0.1(

)( 21

δδ

δδ
δf

d
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df  

50 



0 0 
δ d 

1.0 

( )df1 ( )δ2f図 5-5 関数 ， のグラフ 

( ) d f 1 
( ) δ 2 

f 

ここで，関数 はブロック内の空きスペースを考慮する関数である．d のときは，ブロック

内に新規に建物を配置する十分な空きスペースがあると考え，建物の削除量を減少させる．一方，関数

は建物追加に必要十分なスペースを確保するための関数であり，目標とする開発度と現在の開発

度との差に応じて，建物の削除量を変化させる(図 5-5)． 
( )δ2f

( )df1 0.1≤

0 0 
y S 

( )yg1 ( )Sg 2

( )yg1 ( )Sg2

図 5-6 関数 ， のグラフ 

 
（２）建物の重み付け 

 前述のように，築経過時間( )が長く，低層の建物，つまり底面積( )の小さい建物ほど建て替えら

れやすい．これをふまえ，建物の重み を以下のように定義する．この が大きいほど，建物は削除さ

れやすいものとする． 

y S
pp

{ } )10()()(1 21 <<×−= pSgygp  
 ここで，関数 は建物の築経過時間を考慮した関数である．この値の小さな新築の建物ほど壊れ

にくくなり，逆に値の大きな老朽化した建物ほど壊れやすい．一方，関数

( )yg1

( )Sg 2 は建物の底面積を考慮

した関数である．この値の小さな低層建築物ほど壊れやすく，逆に値の大きな高層建築物ほど壊れにく

くなる(図 5-6)． 
 
５．３．２ 建物の追加 
 都市の変化を表すために，建物削除を行ったブロックに対して建物追加を行う．まず，追加する建物

の用途・構造を決定し，その後建物をブロック内に配置する．ブロック内の開発度 が目標とする 'にd d
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空きスペースがない 

      または 

  が  に達するまで 
 

  を再計算 d 
  を再計算 d 

d 

  が  に 

達するまで 
 

' d 

建物追加 
 

強行配置(3) 
通常配置(2) 

用途・構造の決定(1) ' d d 

図 5-7 建物追加の流れ 

達するまでこの処理を繰り返す．ただし， 後に配置される建物のみ，その時点でのブロック内のd と

の値を考慮して実際に配置を行うかを確率的に決定する．図 5-7 に建物追加の流れを示す． 'd
 
５．３．３ 建物の選択 
追加する建物は以下の処理により，その用途・構造を都市とブロックの特徴量に基づいて確率的に決

定する．また表 5-2 に建物の用途・構造の分類を示す． 
1) 環境ベクトルの要素 ， v ， を基に，建物の用途を確率的に決定する 1v 2 3v
2) 環境ベクトルの要素 を基に，建物の構造および階数を確率的に決定する d
3) 環境ベクトルの要素 ， v ， および建物の構造を基に，建物の種類を決定する 1v 2 3v
4) 建物の構造を基に建物の底面積を，乱数を振って決定する 
用途の決定 
 環境ベクトルの要素 ， ， を各用途の選択確率の比とし，確率的に対象の建物の用途を選択す

る(図 5-8)． 
1v 2v 3v

 
構造および階数の決定 
 構造および階数を決定するための確率は，ブロック内の開発度 を用いて，それぞれ図 5-9，図 5-10
のように設定される． 

'd

 
５．３．４ 建物の配置 
（１）通常配置 

前述の建物配置の特徴をふまえ，追加する対象の建物の配置位置を決定するために以下の処理を行う． 
i) ブロック(図 5-11a)を形成する道路を展開し，直線化する(図 5-11b) 

ii) 展開された道路沿いの建物の建っていない領域を探索し，その両端に基準点を打ち，配置位置候補

点とする (図 5-11c) 
iii) 配置位置候補点のうち，対象の建物を配置することができるものに対して，各配置位置候補点の属

する道路の道路種(幹線道路，準幹線道路，区画道路)に基づいて重みを付ける(図 5-11c) 
iv) 確率を用いて重みのある配置位置候補点から一つを選択する(図 5-11d) 
v) 選択された配置位置の領域の大きさに合わせて対象の建物の幅と奥行きを計算し，選択された候補

点の位置に配置する(図 5-12d) 
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表 5-2 用途・構造の分類 0 1.0 

図 5-8 用途の決定確率 

1v

2v

マンション
高層 マンション 5～ 200～1000
低層 小店舗 1～3 50～200

商業施設 中層
デパート
雑居ビル

2～5 150～2000

高層
デパート
雑居ビル

5～ 500～2000

低層 工場 1～4 200～5000

労働施設 中層
オフィスビル
雑居ビル

2～10 150～2000

高層
オフィスビル
雑居ビル

10～ 500～2000

用途 構造 種類 階数 底面積[㎡]
低層 一戸建て 1～3 50～150

居住施設 中層
アパート

2～5 100～300 0.8 

0.5 

3v  
労働施設 

 
商業施設 

 
居住施設 

d 

1 
th 2 th 3 th 4 th 

0 

0.5 低層 中層 高層 

d  

3 
th  

2階 

 

3階 

 

4階 

 

 

5階 
～ 10階 

 

10階～ 

 

p  p 

1.0 

図 5-10 確率設定 図 5-9 構造と開発度の関係 

vi) 決定した建物の底面積，幅より奥行きを計算し，選択された候補点の位置に配置する(図 5-12d) 
vii) 元の座標系に戻す(図 5-11e) 

viii) 配置する際に道路および既存の建物と衝突する場合は，建物の奥行きを調整する．ただし，奥行き

の調整の結果，設定した底面積を大幅に下回る場合は配置を行わない 
 
（２）強制配置 

通常配置の結果，ブロック内の開発度 がまだ目標の値 'に達していないにも関わらず，ブロック内

に新規の建物を配置するために必要な領域がなくなったとき，確率的に既存の建物を新たに削除して配

置する．新規に配置位置を決定するため，通常配置における(ⅱ)，(ⅶ)を以下のように置き換える． 

d d

ii') 現ステップで新規に配置される建物がない道路沿いの領域を探索し，その両端に基準点を打ち，配

置位置候補点とする(図 5-12c) 
vii') 配置する際に道路および既存の建物と衝突する場合は，建物の奥行きを調整する．既存の建物との

衝突がある場合は，追加する対象の建物と衝突した建物の底面積および高さを比較し確率的にいず

れかを削除する(図 5-12d)． 
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a  

b  c

d  

2  3  1  

4  

a  b  c  d  a  

a  b  c  d  a  

4  1  1  4  2  3  3  

a  b  c  d  a  

a  

b  c

d  

2  3  1  

4  

(e) 元の座標系へ 

(d) 配置位置の確率決定 

(c) 配置位置候補点の探索と重み付け 

(b) 道路を直線化 

(a) 初期状態 

：配置位置候補 

図 5-11 通常配置 
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(a) 初期状態 

(b) 道路を直線化 

(c) 配置位置候補点の探索と重み付け 

(d) 配置位置の確率決定 

(e) 元の座標系へ 

a  b  c  d  a  

4  1  1  42  3  3  8  5  6  6  7  

a  b  c  d  a  

a  

b  c

d  

2  3  1  

4  

 

 

5  

6  7  

8  

a  

b  c

d  

1  

2  

 

 

3  

4  5  

6  
7  

a  b  c  d  a  

：現ステップで新規に配置された建物

：配置位置候補 

図 5-12 強行配置 
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図 5-13 実験用仮想都市領域 

５．４ 評価実験 
 本手法の性能を評価するため，1 ブロックが 40×50m の平行四辺形型，長方形型の領域をそれぞれ 4
つと 3 つ，他に大きさの異なる 4 つの台形型領域の，合計 11 ブロックから構成される領域(図 4.1)に対

して，建物配置を行った． 
本手法は，都市の特徴を持ちながら，時間変化を伴う仮想都市を生成することを目的とする．そこで，

時間変化，すなわち建物の建て換わりとともに，都市の特徴を表す特徴量の値に沿った，建物配置を行

えているかを評価する必要がある． 
評価実験は，経済指標，環境ベクトル要素，開発度に関してそれぞれ数パターン用意し，初期状態を

建物の建っていない状態として，150 ステップ(1 ステップは 1 年に値する)までの時間変化を伴う仮想

都市生成を行う．以下に示す統計データは，それぞれのパターンについて，100 回の実行結果をまとめ

た中から抜粋したものである．都市生成例として示す図は，用途別に色分けをしたものであり，住居施

設を緑，商業施設を赤，労働施設を青とする． 

 
５．４．１ 経済指標による仮想都市生成への変化 
 都市の特徴量の一つとして経済指標を用いたことによる仮想都市生成への変化を確認するために，経

済指標ε  = 0.8，1.0，1.2 のそれぞれについて，表 5-3 のような都市の特徴量を用意して，その分析結

果(図 5-14)を示す． 
図 5-14 より，経済指標の値に差があっても，開発度の値の変化は顕著に表れないことが分かる．建

物削除の際に設定する の値に関わっているパラメータの一つであるmind ε が，d にあまり左右してい

ないため，都市の発展の速度，加速度に差が生じず，このような結果になると考えられる． 
min

 

表 5-3 実験条件 1 

開発度 環境ベクトル 
d (step) = 3.0 × (step / 150) t

iV = (0.7,0.2,0.1, d ,step)  (i = 0,1,･･･,10) 
d (step) = 3.0 × (step / 150) t

iV = (0.7,0.2,0.1, d ,step)  (i = 0,1,･･･,10) 
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表 5-4 実験条件 2 

パターン 経済指標 開発度の変化 環境ベクトル 

Patte n1 =1.0 (step) = 5.0 × (step / 150) 
tV = (0.7,0.2,0.1, ,step) d

(i = 0,1,･･･,10) 

Patte n2 =1.0 (step) = 2.0 × (step / 150) 
= (0.7,0.2,0.1, ,step) 

(i = 0,1,･･･,10) 

Patte n3 =1.0  (step) = 2.5×(1-|step - 75 |/ 75) 
= (0.7,0.2,0.1, ,step) 

(i = 0,1,･･･,10) 

 

r ε d i

r ε d
t

iV d

r ε d
t

iV d

図 5-14 開発度 d の平均値 

５．４．２ 開発度による仮想都市生成への変化 
都市の特徴量の一つとして開発度を用いたことによる仮想都市生成への変化を確認するために，表

4.2 のような都市の特徴量のケースを用意して，建物配置を行った結果(図 5-15～図 5-17)とその分析結

果(図 5-18～図 5-20) を示す．図 5-18～図 5-20 により，確率によるばらつきがあるものの，全体とし

ては与えられた開発度にあった建物配置が行われていることがわかる． 

 これらより，ブロックにおける人々の活動空間の大きさを表すパラメータである開発度を用いること

により，与えられた特徴の変化に従って都市の発展衰退を表現できることを確認した．また，与えられ

る開発度に従って，都市の発展衰退を表現できていることを，視覚的にも確認することができた(図 5-15
～図 5-17)． 
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(a) 20 ステップ (b) 50 ステップ 

(c) 100 ステップ (d) 150 ステップ 

図 5-15 Patten1 における建物配置 
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(a) 20 ステップ (b) 50 ステップ 

(c) 100 ステップ (d) 150 ステップ 

図 5-16 Patten2 における建物配置 
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(a) 20 ステップ (b) 75 ステップ 

(c) 100 ステップ (d) 140 ステップ 

図 5-17 Patten3 における建物配置 
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d

d

d図 5-20 Pattern3 における開発度 の平均値と標準偏差 

図 5-19 Pattern2 における開発度 の平均値と標準偏差 

図 5-18 Pattern1 における開発度 の平均値と標準偏差 
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表 5-5 生活度・消費度・生産度の総対比の移り変わり 

総対比(生活度・消費度・生産度) 
( 0.8-0.6×step /150 )：( 0.1+0.6×step /150 )：0.1 

表 5-6 実験条件 3 

経済指標 開発度の変化 環境ベクトル 
=1.0 (step) = 2.0 × (step / 150) = (＊,＊,＊, ,step) (i = 0,1,･･･,10) 

 
ε d t

iV d

５．４．３ 生活度・消費度・生産度による仮想都市生成への変化 
都市の特徴量に生活度・消費度・生産度を用いたことによる仮想都市生成への変化を確認するために，

生活度・消費度・利益度の相対比のパターンを用意し(表 5-5，5-6)，建物配置を行った結果(図 5-21) と
その分析結果(図 5-22) を示す．表 5-6 中のアスタリスクは，表 5-5 に定めた比を当てはめることを意味

する．また，図 5-22 は居住施設(緑)，商業施設(赤)，労働施設(青)の軒数比率(用途別占有率) を示した

ものである． 
 これらより，土地利用形態を表すパラメータである生活度・消費度・生産度を用いることで，各ブロ

ックに対して，その特徴に見合った建物配置が行われていることを確認した．また，分析結果(図 5-22)
よりも，視覚的に見たとき(図 5-21)のほうが，与えられるパラメータに従った土地利用形態が確認でき

た．これは，分析に用いた占有率を，ブロックに占める用途別の建物の面積率ではなく，軒数比率とし

たためである． 
 
５．５ 結言 
 本章では，時間変化する仮想都市のための建物配置手法を検討した．本手法は，都市をブロックの集

合と捉え，ブロックの特徴量に合うように，建物の用途・構造を決定し配置する手法である．また評価

実験により以下の結論を得た．  
1) 都市の経済力を表すパラメータとして定義した経済指標は，都市の発展・衰退の変化を顕著に表す

ことができなかった 

2) 環境ベクトル要素の一つであり，都市における人々の活動空間の大きさを表すパラメータとして定

義した開発度は，都市の発展・衰退，すなわち都市の開発の度合いを有効に表現することができる 

3) 環境ベクトル要素，生活度・利益度・消費度に従って各ブロックに建物配置を行うことで，その土

地利用形態を表現することができる 
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(a) 20 ステップ (b) 50 ステップ 

(c) 100 ステップ (d) 150 ステップ 

図 5-21 実験 3 による建物配置 
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目標の生活度・消費度・生産度の占有率 
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図 5-22 用途別占有率 
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第 6 章 都市オブジェクトの生成 
 
本章では，仮想都市生成システムのうち，ディスプレイモジュールから呼び出される造形モジュール

について，道路網および建物の立体形状を生成する手法について述べる．本章ではまず，道路景観の特

徴について述べた後，生成手法について述べその生成例を示す．次に建物の特徴について述べ，各建物

の生成手法とその生成例を示す． 
 
６．１ 道路景観生成手法 
６．１．１ 道路景観の特徴 
 本手法で取り扱う道路は前述の通り次の 3 種類である．下記の各道路種ごとに一般的に備えるべき設

計要素（構成要素）を表 6-1 に示す[吉岡 98]。 
幹線道路 • 

• 

• 

• 

• 

幹線道路は通常 4 車線以上で歩道等をもち，車線数の多い道路では中央分離帯が設置される．また

交差点では立体交差形式がとられることも多いが、平面交差点では右左折専用車線の設置が望まし

い．交通信号の現示系統化方式や交通規制等も複雑かつ高度になることが多い． 
地区道路 
地区道路は通常 2 車線程度のものが多く、一般に歩道設置は必須である。必要に応じて駐車帯等が

設けられることもあり、地域に応じて植栽など道路の緑化も行われる。地区道路、幹線道路同士の

交差点間の距離はおおよそ 250m～300m となっている． 
区画道路 
区画道路は沿道の各建物へのアクセス道路であるため、計画高（道路の高さ）などについても沿道

との関係が重視される。幅員は 低 4m、出来れば 6m 以上をとる。 
 
６．１．２ 生成アルゴリズム 
（１）基本方針 

本手法は、リンク構造で表現された架空の都市の道路網に対して、交差点や道路の景観を生成してい

くものである。その基本方針を以下に示す。[山田 04] 
交差する道路の幅に応じて交差点路面形状の決定 
交差する道路の種類や特徴に応じて交差点立体形状の生成 

表 6-1 道路の種類と特徴 
道路種 歩道 車線数 中央分離帯 右左折車線 
幹線道路 ○ 2 以上 △ ○ 
地区道路 ○ 2 △ ― 
区画道路 △ 2 以下 ― ― 

○ 原則として配置する   △ 必要に応じて設置する   ― 設置不要または該当無し 
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図 6-1 道路網のリンク構造 

図 6-2 ノードに接続されるリンク 

道路の種類や特徴に応じて道路立体形状の作成 • 

道路網は図 6-1 で示すようなリンク構造で表現される。ノードに接続するリンクは，x 軸となす角度

の小さい順にノードに保持される(図 6-2)。 
本手法では、ノードごとに交差点と道路の立体形状を生成し、都市道路網全体の景観を表現する。 

本手法の流れは以下の通りである。まず、ノードを中心とした交差点の立体形状を作り、次に全ての接

続リンクについてノードの位置から中点までの道路立体形状を生成する。この操作を全てのノードに行

うことによって、道路網の景観を生成する。また、本手法の流れ図を図 6-3 に示す。 
 
（２）交差点領域の生成 

本手法ではまず、ノードを中心とした交差点の路面形状を生成する。この時、交差点のノード を

中心ノード、道路幅を とし，生成の手順を以下に示す。 
iN

jLW
1) 中心ノード に接続しているリンク の左右両側ついて、リンクより 離れたリンクの平

行線を求める。この 2 本の直線を道路の外線とし、反時計方向を右として左右それぞれ 、RO
と定義する（図 6-4）。 

iN jL 2/jLW
l

jRO r
j

2) とし、 と との交点C を求める（図 6-5）。  iCNjt mod)1( += l
jRO r

tRO j

3) とし、C とC のうち中心ノード との距離が大きいものを選び、以下の処iCNjs mod)1( −= t s iN
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全てのノード 交差点領域の生成 

歩道領域の生成 

交差点特徴の決定 

立体形状の生成 

図 6-3 全体の処理の流れ 図 6-4 道路の外線 

図 6-5 外線の交点 

理を行う（図 6-6）。 

jC を選んだ場合 • 

• 

jC を とし、 に向かって引いた垂線の足を とする。 r
jA l

jRO l
jA

sC を選んだ場合} 

sC を とし、 に向かって引いた垂線の足を とする。 l
jA r

jRO r
jA

以上の処理でもとめた 2 点 と を端点とする線分を とする。 l
jA r

jA jP
4) 、A をそれぞれ 、RO に沿って、中心ノードと反対側に距離 だけ移動させる(図 6-7)。

垂線 をリンク に対して、中心ノード と反対側に 分だけ平行移動させ、RO 、RO と

の交点を求め、それぞれ 、 と定義する。 

l
jA r

j

jP

l
jRO

j

r
j

l
jB

jLW
L iN jLW l

j
r
j

r
jB

5) と 、 を用いて図に示すような交差点の路面形状を表す領域が得られる。この領域を交差

点領域とする(図 6-8)。 
jC l

jA r
jA

 
（３）歩道領域の生成 

中心ノード に接続しているリンク が歩道を持つ場合、交差点領域上に歩道を生成するための領

域を以下の手順で確保する。 に歩道が無い場合は 2)、3)の処理は行わない。 
iN jL

jL
1) と定義し，L について、C を通る直線から 側に距離 離れた平行線をiCNjs mod)1( −= j j jL jSW
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求め、歩道の外線 と定義する。また同様に とC についても平行線を求め、SO と定義する

（図 6-9）。 

r
jSO

iCN
l
j

r
jS

l
jA s

jK

l
j

l
jA

2) と定義し，SO と の交点を とし、SO と直線 との交点を、S と

する。また、 と直線 との交点を とする（図 6-10）。 
jt mod)1( +=

SO

r
j

r
j

l
jSO r

j
l
jA r

jA r
j

l
jA A l

jS
3) 、C 、 、 を頂点とする四角形を の右の歩道領域 とする。同様に 、C 、 、

を頂点とする四角形を左の歩道領域 とする（図 6-11）。 

r
jA
l
jS

j jK jL
l
j

r
jSA s sK

SA

図 6-7 ， の移動 l
jA r

jAl
jA r

jA図 6-6 ， の計算 

図 6-8 交差点領域の生成 

図 6-9 歩道外線の生成 
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（４）交差点特徴の決定 

前述のように、交差点の景観は交差する道路の種類に影響される。本手法では道路種に加え、道路の

車線数も考慮してノード で交わる全てのリンクについて優先度を求め、その値に応じて交差点の特

徴を決定する。車線数も考慮するのは車線数の多い道路では、それだけ交通量も多く、交差点の景観も

より複雑になるからである。交差点特徴を決定する手順を以下に示す。 

iN

表 6-4 交差点特徴を決定する閾値 
閾値 値 
th  s 3 
thc 1 
thz 2 

 

表 6-3 車線数による優先度 
LLj P  lj

4 以上 4 
2 2 
1 0 

 

表 6-2 道路種による優先度 
LTj Ptj 

幹線道路 2 
地区道路 1 
区画道路 0 

 

図 6-11 歩道領域の生成 図 6-10 歩道外線の交点の計算 

1) 中心ノード に接続しているリンク について、その優先度 を次式で求める。 iN jL jP

jjj PlPtP +=  

jPt は道路種による優先度で、道路種 の値に応じて表で示す値が代入される。また、 はレ

ーン数による優先度で、車線数 の値に応じて表で示す値が代入される。 
jLT jPl

jLL
2) 信号を作成するかどうか決定する閾値を ths、すべの道路に停止線を作るかどうかを決定する閾値

を thc、横断歩道を作成するか決定する閾値を thz とし(表)、中心ノード に接続している全リン

クのうち、th を越えた本数Os をカウントする。もし が 0 ならば th を越えた本数Oc をカウ

ントする。 

iN
cs i iOs i

3) における交差点特徴を、Os の値によって表に示すように決定する。また、Os が 0 の時は、Oc
の値によって表に示すように決定する。 に信号機、横断歩道、停止線を作成するかどうかを決

定する。また、各表中に出てくる条件 1～3 は以下の通りである。 

jL i i i

jL

条件 1： が ths を越えたかどうか jP
条件 2： が thc を越えたかどうか jP
条件 3： が thz を越えたかどうか jP
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Os  i 条件 1 
3 以上 － 
3 以上 － 

2 ○ 
2 × 
2 × 
1 － 
1 － 
0 

 

Oc 条

3 以上 
3 以上 

2 
2 
2 
1 
1 
0 

 

表 6-5 信号つき交差点の特徴 
条件 3 停止線 横断歩道 信号 
○ あり あり あり 
× あり なし あり 
－ なし なし なし 
○ あり あり なし 
× なし なし なし 
○ あり あり あり 
× あり なし あり 
表 6-6 参照 なし 
○：条件を満たす 
×：条件を満たさない 
－：don’t care 

件

－

－

○

×

×

－

－

－

表 6-6 信号なし点の特徴 
1 条件 3 停止線 横断歩道 

 ○ あり あり 
 × なし あり 
 － なし なし 
 ○ あり あり 
 × なし あり 
 ○ あり あり 
 × なし あり 
 － なし あり 

○：条件を満たす 
×：条件を満たさない 
－：don’t care 
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（５）立体形状の生成 

前述の処理によって得られた交差点特徴を用いて、交差点と道路の立体形状を生成する。まず交差点

の中心ノード の交差点領域を、 が原点に来るように平行移動する。交差点に接続されている全リ

ンクを1本づつ生成するため，生成対象とするリンク の中心線がy軸と重なるよう回転移動をする(図
6-12)。次に，各接続リンク について，生成した歩道領域 と に歩道立体形状を生成する。歩

道の特徴 に応じて、路側帯線、縁石の立体オブジェクトを生成する(図 6-13)。さらに、交差点特徴

にあわせて信号機の立体形状を配置する。信号機の配置には交差点領域の生成で計算したC の座標値

を利用する(図 6-14)。その後、路面、横断歩道、停止線、中央線を交差点領域に描画する(図 6-15)。 

iN

j

iN

jL

jL r
jSA l

jSA
LC

j

また、各リンク の特徴に応じて、交差点領域からリンク の位置まで路面、中央線を描画し(図 6-16)，
ノード の立体形状とする(図 6-17)。 

jL jL

iN

図 6-12 交差点領域の回転 
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図 6-13 歩道領域の生成 図 6-14 信号機の設置 

図 6-15 路面の描画 図 6-16 リンクの形状生成 

図 6-17 ノードの交差点形状 
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（６）実行例 

 本手法を用いて仮想都市道路網を表示した実行例を以下に示す． 
図 6-18 は幹線道路同士の交差点の様子である．(a)は道路同士が直交しているが，(b)では斜めに接続

している．しかしながら，いずれも交差点上に信号機，横断歩道が存在している．また，道路のリンク

上には歩道，街路樹，中央分離帯と植栽，斜線等が描画されている． 
図 6-19 は幹線道路に地区道路が交差した十字路である．本節 4 項の交差点特徴の決定により，幹線

道路は地区道路よりも優先されるため，区画道路側のみに停止線および停止標識が生成されている．図

6-20 は地区道路同士が交差した十字路であるが，同規模の道路同士の接続であるため，その両方に横断

歩道および停止標識が生成されている． 
図 6-21 は地区道路に区画道路が接続した T 字路である．地区道路が優先され，区画道路にのみ停止

線と停止標識が生成されている．また，区画道路は1車線であるため歩道および中央線は生成されない．

図 6-22 は区画道路同士の交差点である．本節 4 項の交差点特徴の決定により，左右方向に延びた道路

がやや優先され，奥行き方向に延びた道路にのみ停止標識が生成されている． 
 
（７）まとめ 

 本手法を用いて，道路網の立体形状を生成することができる．本手法の特徴は以下のとおりである． 
1) リンクデータとして受け取った道路データのノードごとに交差点形状を生成する 
2) 道路の種類および規模に応じて，交差点の優先度ならびに特徴を決定する 
3) 交差点特徴に応じて交差点，歩道の形状を生成し，適宜標示，標識，信号機，街路樹等を設置する 
 今後は，大規模な幹線道路に見られる右左折専用車線や，歩道橋等の形状生成を行い，より詳細かつ

リアルな道路網景観を生成する必要がある． 

(a)直交する交差点 (b)斜交する交差点 
図 6-18 幹線道路同士の交差点 
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図 6-20 地区道路同士の交差点 図 6-19 幹線道路と地区道路の交差点 

図 6-21 地区道路と区画道路の交差点 図 6-22 区画道路同士の交差点 
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６．２ 建物形状の生成 
 
実在する都市は，道路，建物，街路樹，人間，車などさまざまな要素で構成されているが，その中で

建物は人間が生活や労働を行う場であり，都市の活動を描写する上で欠かすことのできない存在である．

建物１つ１つを比較してみても，全く異なった多様な特徴や構造を持っており，仮想都市を生成するた

めには，仮想空間上にそれらの建物形状をリアルに生成する手法が必要である． 
 
６．２．１ 建物の特徴 
建物とは，屋根及び周壁又はこれに類するものを有し，土地に定着した建造物であって，その目的と

する用途に供し得る状態にあるものをいう[幾代 94]．建築基準法[荒 90]では以下のように定められてい

る． 
建築物とは，土地に定着する工作物のうち，屋根及び柱若しくは壁を有するもの，これに附属

する門若しくは塀，観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所，店

舗，興業場，倉庫その他これらに類する施設（鉄道及び軌道の路線敷地内の運転保安に関する

施設並びに跨線橋，プラットホームの上家，貯蔵槽その他これらに類する施設を除く．）をい

い，建築設備を含むものとする． 
また，建築設備は，建築物に設ける電気，ガス，給水，排水，換気，暖房，冷房，消火，排煙もしく

は汚物処理の設備又は煙突，昇降機もしくは避雷針をいう． 

 
（１）建物の用途 

建物の用途は，大きく分けて以下の３つに分類することができる[荒 98]． 
居住…人間が居住して日常生活の用に供している建物．睡眠，炊事，家財管理，接客，隔離を行うこと

ができ，ゆっくりとくつろげる，プライバシーが守られた空間． 
商業…報酬あるいは補償を伴う物品，サービスにかかる権利の移転を目的として継続的に実施される物

品の需要・供給を行うことができる，または，サービス等の事業活動を行うことができる建物． 
工業…第１次産業や鉱業などから得られた原料を加工し，生活に必要な製品の生産を行う，又は賃金，

給料その他これに準ずる収入を得ることができる事業を行う場となる建物． 
 
（２）建物の種類 

建物の種類とは，建物の主たる用途による種別のことを言い，居宅，寄宿舎，店舗，事務所，工場，

倉庫，病院，校舎，研究所，停車場，劇場，映画館，遊技場，競技場などがある．建物の種類を，前節

で述べた 3 つの用途に分けて以下に示す． 
住居…戸建住宅，アパート，マンション，寮，社宅等 
商業…小店舗，レストラン，ホテル，デパート，ガソリンスタンド，映画館，カラオケ，学校，病院等 
工業…事務所，オフィス，工場，研究所，畜舎等 
また，用途による建物の種類は都市の発展の状況に応じて特徴がある(表 2.1)． 

 
（３）建築法による規定 

建築物には，日照条件などの理由から立体形状を変形させるいくつかの規制がある． 
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表 7.1 都市の発展による建物の特徴 

 住居 商業 工業 全体的な特徴 

都
市
部 

戸建住宅は少数 

高層マンションが

多数 

大型のデパート、小

店舗、雑居ビルが多

数 

様々な大きさのオフ

ィス 

超高層ビルや雑居ビ

ルが多数 

工場は少数 

背の高いビルが多数 

１つ１つの建物の底面積は小さい 

郊
外 

敷地の広い戸建住

宅やアパートが多

数 

中層のデパート、小

店舗、スーパーが多

数 

煙突がついた工場 

低層の事務所 

ビルの高さは全体的に低め 

１つ１つの建物の底面積が大きい 

一戸建ての庭、空き地、駐車場など

のスペースが大きい 

 
表 7.2 建物の種類と特徴 

種類 屋上／屋根 壁面および窓の特徴 

一戸建て 切妻屋根 

寄棟屋根 

さまざまな大きさの窓 

出窓、ベランダが存在 

マンション 

アパート 

貯水タンク 

アンテナ 

出窓、ベランダが多数 

工場 貯水タンク 

煙突、看板 

コンビニ屋根 

窓は少数 

オフィス 貯水タンク 

アンテナ 

全体的に統一感がある窓の

配置 

ガラス張り、帯状窓等 

デパート 看板、アンテナ 窓は少数 

容積率：敷地面積に対する建築物の延べ面積の割合．都市計画区域内においては建築基準法の規制によ

り用途地域の種別や前面道路の幅員等により容積率の上限が定められている． 
建蔽率：敷地面積に対する建築面積の割合．建築物の敷地内に一定の割合以上の空地を確保することに

より，建築物の日照，通風，防火，非難等を確保するため，その 高限度が制限されている． 
道路斜線制限：道路の上空の開放感及び採光を保つため，敷地前面道路の反対側境界から一定の角度で

引いた線の内側に建築しなければならないとされる規制．建築物から道路までの水平距離および道路幅

員と，建築物の高さの関係による制限． 
隣地斜線制限：隣接している土地の上空の開放感，日照，採光，通風などを保つため隣地との間隔を調

整するための規制．建築物から隣地境界までの水平距離と，建築物の高さの関係による制限． 
道路斜線制限，隣地斜線制限などによって，建物の上層が階段状に後退した形状になることが多い． 
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表 7.3 建物の種類、階数、敷地面積 

（４）建物形状の特徴 

仮想都市は都市計画のシミュレーションや景観評価を目的に使用することを想定しており，都市部に

多く見られる高層の建物だけでなく，郊外に見られる低層のものなど様々な建物を表現する必要がある．

そこで本稿では，前述の内容をふまえて表 2.2 のような建物の種類を扱う．また，建物を構成する特徴

の違いを示す[建築 73a][建築 73b]．また，建物の立体形状の特徴として，セットバック（建物の上部を

階段状に後退させた形状）の有無等が挙げられる[鈴木 99]． 
 
６．２．１ 形状生成アルゴリズム 
（１）基本方針 

本手法では，建物はその種類や用途により，その外観形状に共通な部分があることに注目し，基本方

針を以下のように定めた．[坂巻 04] 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

2m用途 構造 種類 階数 敷地面積[ ] 

低層 戸建住宅 1～3 50～150 

中層 アパート、マンション 2～5 100～300 

住居施設 

高層 マンション 5～ 200～1000 

低層 小店舗 1～3 50～200 

中層 デパート、雑居ビル 2～5 150～2000 

商業施設 

高層 デパート、雑居ビル 5～ 500～2000 

低層 工場 1～4 200～5000 

中層 オフィス、雑居ビル 2～10 150～2000 

労働施設 

高層 オフィス、雑居ビル 10～ 500～2000 

建物の種類から外観形状の特徴パラメータを設定し，その値を用いて確率的に形状を決定すること

で，様々な特徴の違いを表現する． 
セットバックによる多重の立体構造を表現することで，より複雑な建物の立体形状を生成する． 
戸建住宅には切妻・寄棟屋根，デパートには看板を設置するなど，他種類の建物とは異なる特徴を

生成し，外観における特徴の違いを表現する． 
建物全体に同じ種類の窓を配置する確率を設定し，オフィスビルなどに見られる窓の統一感を表現

する． 
 本手法で受け取るデータは以下の 3 項目であり，これらは配置モジュールによって与えられる． 

建物の種類 
階数 
敷地の形状 

建物の敷地の形状は長方形，または長方形を一箇所削った台形か五角形となっている(図 3.2)．建物の

種類と階数，敷地の面積は表 3.1 のように設定した．本章では建物の種類を，戸建住宅，マンション（ア

パート），デパート，工場，オフィスの５つに絞って説明する． 
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セットバックの段階数

n になるまで 

屋上の生成 

立体形状の生成 

壁面生成 

パラメータ決定建物形状生成 

図 7-1 敷地の形状 

図 7-2 建物形状生成の流れ 

（２）処理の流れ 
本手法は複数の建物形状を生成する手法であるが，本章では各個の建物の生成に絞って説明を行

う．本手法の流れは以下の通りである．全体の流れを図 7-2 に示す． 

1. 建物の種類，階数，敷地の形状を入力として受け取り，生成パラメータを決定する． 
2. セットバックをつける段階数 n（n≦3）になるまで建物の立体形状と屋上を生成する． 
3. 壁面および窓の立体形状を生成する． 
 
（３）生成パラメータの設定 

入力された建物データをもとに，表 7-4 に定めたパラメータの範囲内で確率的に立体形状，屋上また

は屋根，壁面の形状を決定する．また，建物の階数により，以下に示した式からセットバックの段階数

n を決定する． 

max

max

max

max

0 10 ( 20)
3 ( 20)

0
:
:

:

n h h
n h

n n
h
n
n

≤ ≤ ÷ ≤  
= >

≤ ≤
建物の階数

セットバックの段階数

セットバックの 大段階数
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表 7-4 生成パラメータ 

種類 副棟の 大の数 屋上の種類 窓の領域の長さ[m] 窓の種類 

戸建住宅 ２ 切妻屋根 

寄棟屋根 

３－６ｍ 小窓 

出窓 

アパート 

マンション 

１ 貯水タンク 

アンテナ 

４－８ｍ 小窓 

出窓 

工場 １ 煙突、看板 

コンビニ屋根 

６－１５ｍ 小窓 

帯状窓 

オフィス ０ 貯水タンク 

アンテナ 

６－８ｍ 小窓、帯状窓 

ガラス張り 

デパート １ 看板、アンテナ ７－１５ｍ 小窓 

（４）立体形状の生成 

建物の立体形状の生成は，セットバックによる建物の多重階層構造を表現するため，建物の 下層か

ら 上層まで以下の処理を繰り返し行う． 
i) 下層の底面 L から一定の範囲内で縮小した長方形を主棟として切り出し，上層の底面 B とする(図

7-3) 
ii) セットバック数 n に応じて 1 段階の階数 S を決定し(図 7-4)，n を 1 減らす 

iii) 底面を B，高さを S とする直方体を生成し下層の立体の上に積み重ね上層とし，下層の底面内に収

まるように配置する． 
iv) 生成した上層の上面に屋上を生成する 
v) n > 0 の場合，次の下層の底面 L = B とする． 

ただし， 下層を生成する場合は前節で述べた底面概形を下層の底面 L とし，敷地に接する 大の長

方形を切り出す(図 7-5a)．主棟を除く部分の面積が大きい場合，副棟として追加の長方形を切り出す(図
7-5b-d)．また，高層ビルに見られるようなセットバック形状の規則性を表現するために，下層の主棟の

形状と同様の形状で切り出す確率が高くし(図 7-6)，上層の底面積形状と配置位置に相似性を持たせる． 
 
（５）屋上の生成 

(4)の処理によって階層ごとに生成された立体の上面に設置物を配置し，屋上の立体形状を生成する．

本手法では，戸建住宅等に見られる屋根も屋上の設置物として扱う． 
屋上の立体形状の大きさは表 7-5 のように定義した．貯水タンク等の設置物は，立体の主棟の上面に

対して表 7-6 に示した位置に配置する．切妻屋根および寄せ棟屋根は，屋根の尾根線を奥行き，尾根線

に垂直な辺を幅とし，主棟に設置する屋根と副棟に設置する屋根の高さは異なるものとする． 
屋上形状は，直方体に頂点番号をつけ(図 7-7)，屋上の設置物の形状に合わせて変形させる(図 7-8)．

これにより看板，アンテナ，屋根などの立体形状を生成する．屋根の配置については，に主棟の尾根線

を主棟の底面の短辺に対して垂直にし，副棟の尾根を主棟の尾根に対して垂直になるように設置する(図
7-9)． 
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図 7-3 上層の底面切り出し 

図 7-4 階数の決定 
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敷地に接する 大の道路と平行に一定間隔で取り

出した長方形を比較し 大のものを主棟とする 
 

 

 

 

 

 

 
判定部分の面積が大きい場合，副棟を切り出す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
主棟の辺の中心から傾き 45°の直線を引き，敷地

との交点を頂点とする長方形を副棟とする 
 

(c) 副棟底面形状の決定 

(b) 副棟生成判定 

(a) 大面積の長方形の決定 

(d) 下層底面形状の確定 

図 7-5 下層の切り出し 
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図 7-6 階層の規則性 

図 7-7 屋上形状のベース図形 図 7-8 屋上形状の変形例 

表 7-4 設置物の大きさ 表 7-5 設置物の位置 
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設置物の種類 配置位置 

アンテナ 上面の中心 

貯水タンク 上面内にランダム 

看板 道路側 

煙突 上面の角 

屋根 上面全体 

 

屋上の種類 幅 奥行き 高さ 

アンテナ 0.2m 0.2m 9m 

貯水タンク 4m 3m 2m 

看板 上面の道路に 

接する辺の 

長さ以下 

0.1m～ 

幅の長さ以下 

0.7m 

～3m 

煙突 2～3m 2～3m 20～30m 

屋根 短辺+1.2m 長辺+1.2m 主棟 3m 

副棟 1m 



図 7-10 屋根の設置方向 

（６）壁面の生成 

建物全体の立体形状生成後，窓やベランダの形状を含む壁面を作成するために，生成された立体の側

面の形状に対して以下のような処理を行う． 
1) 各側面の窓の種類を決定する 
2) 全ての側面に対して，側面を分割して窓を生成する領域を割り当てる 
3) 全ての窓生成領域に対して，窓およびベランダの形状を生成する 
まず，建物全体の壁面のデザインを決定するため，デザインの主要となる窓の種類 Wmain を決定し，

建物立体形状の全側面のうち，Wmainを配置する側面数 k（0≦k≦4）を決定する．側面 i にはその面す

る方向 diと接する道路の種類 riによって重み wiを与え，確率的に Wmainを設置する側面を決定する．

重み wiは次式によって計算される． 

軸となす角が側面 xi
SDW

D

iii

i

  :

5)1(cos

θ

θ
+=

×+=
 

Wmain が割り当てられなかった側面の窓の種類 Wsub は，建物全体に窓の統一感を持たせるため，表

7-6 に示した確率を用いて Wmain と関連した窓の種類を選ぶ．他の側面と同種類の窓を配置する確率が

高く設定されている． 
次に，全ての側面に対し窓を生成する領域(窓生成領域)を割り当てる．窓生成領域の幅 len はパラメ

ータから確率的に決定し，側面を分割して生成する．側面がセットバックにより階段状の形状となって

いる場合，図 7-11 のように階層の切れ目で区切って領域を生成する． 
領域の分割パターンには，次の 3 通りがある．ただし，戸建住宅の場合は 1 壁面にさまざまな大きさ

の窓がつくことを表現するため，各階を分けて領域を分割し，窓の種類も領域ごと決定する(図 7-12)． 
均等分割：余りの出ない幅 len で均等に分割する(図 7-13a) 
剰余分割：幅 len で分割し，余った領域をそのまま利用する(図 7-13b) 
乱数分割：ランダムな幅で分割する(図 7-13c) 

後に各側面の窓生成領域に窓を配置する．１つの側面に存在する領域にはすべて同種類の窓を設置

し，窓の種類がベランダを含む出窓である場合は，その立体形状を生成する．各窓のサイズは，各窓生

成領域の幅，高さをそれぞれ 1.0として，表 7-7に定めた割合で窓生成領域を縮小して作成する(図 7-14)． 
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表 7-6 窓の生成確率 

Wmain＼Wsub なし ガラス張 縦帯窓 横帯窓 小窓 出窓 

なし － 0% 0% 0% 100% 0% 
ガラス張り 70% － 0% 0% 30% 0% 
縦帯窓 20% 0% － 0% 80% 0% 
横帯窓 20% 0% 0% － 20% 0% 
小窓 100% 0% 0% 0% － 0% 
出窓 20% 0% 0% 0% 20% ＼ 

 

図 7-12 戸建住宅の壁面分割 図 7-11 セットバックのある壁面の分割 
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(a) 均等分割 (b) 剰余分割 (c) 乱数分割 

図 7-12 壁面の分割パターン 



種類／割合 h0 h1 w0 w1 
なし 0.5 0.5 0.5 0.5 
ガラス張り 0 0 0 0 
縦帯窓 0 0 0.4 0.4 
横帯窓 0.2 0.5 0 0 
小窓 0.2 0.5 0.3 0.3 
出窓 0.5 0 0.3 0.3 図 7-14 窓形状の生成範囲 

表 7-7 窓の大きさの割合 

（７）生成例 

 本手法を用いて生成した建物の例を示す．図 7-15，7-16 は 2 階建ての戸建住宅の生成例である．図

7-15 は寄せ棟屋根が主体となっている．それに対し，図 7-16 では，切り妻屋根が主体であり，またと

ころどころに出窓のテラス形状が生成されている． 
 図 7-17，7-18 は 15 階建てのマンションの生成例である．図 7-18 は図 7-17 に比べ，セットバックの

形状が顕著に表れている．図 7-17 のものは 上階の屋上にエレベータホールを模した設置物が配置さ

れている． 
 図 7-19，7-20 は 20 階建てのオフィスビルの生成例である．図 7-19，7-20 は，図 7-17，7-18 のマン

ションの形状に比べ，対称的な形状をしている．また，窓のデザインが各面で統一されている．図 7-19
は戸建住宅等と同じく通常の窓形状を持ち， 上階の屋上にはエレベータホールを模した設置物が配置

されている．図 7-20 は前面ガラス張りのビル形状が生成された例であり，この窓形状はオフィスビル

に独特のものである．また，図 7-20 では 上階の屋上に避雷針を模した設置物が配置されている． 
 
（８）まとめ 

 本節では，与えられた建物の敷地および種類等のデータから，建物の特徴を決定し，さまざまな建物

形状を生成する手法について述べた．本手法の特徴は以下のとおりである． 
1) 敷地に合わせて主棟および副棟の底面形状を切り出すことで多様な立体形状を生成できる． 
2) 建物の階層ごとに立体形状および屋上形状を生成し，セットバックのある建物を表現できる． 
3) 建物の各壁面における窓デザインの統一性を考慮しながら，多様な配置と形状パターンの窓を持つ

壁面形状を生成できる． 
 今後は，ステップやテラス，壁看板等の立体形状・屋上形状の詳細化に加えて，庭や駐車スペース，

塀といったエクステリア形状を生成していく必要がある． 
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図 7-15 戸建住宅の生成例 1 左：正面 右：裏面 

図 7-16 戸建住宅の生成例 2 左：正面 右：裏面 
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図 7-17 マンションの生成例 1 図 7-18 マンションの生成例 2 
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図 7-19 オフィスビルの生成例 1 図 7-20 オフィスビルの生成例 2 
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第 7 章 結言 
 
７．１ 全体の実行例 
 道路網生成手法を用いて生成した道路網に対し，経年的に建物配置手法を適用し，標示した例を示す．

本仮想都市システムによる一回の更新を 1 ステップとし，図 8-1 は初期状態(0 ステップ目)，図 8-2～8-5
はそれぞれ 10，50，100，150 ステップ目の様子を示している．本仮想都市システムの適用により都市

が発展するとともに，建物数が増加し，より規模の大きな建物が生成されていることがわかる． 
 

図 8-1 仮想都市の初期状態 
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図 8-2 第 10 ステップ目の仮想都市 

図 8-3 第 50 ステップ目の仮想都市 
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図 8-4 第 100 ステップ目の仮想都市 

図 8-5 第 150 ステップ目の仮想都市 
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７．２ 結論 
 本論文は，自律的に変化する仮想都市を生成するための仮想都市システムを提案するものであった． 
 第 2 章では，都市の概念，構成について述べ，本研究にとって重要な都市モデルについての考察を行

った．また，仮想都市に関する種々の考え方を知るために，実在の都市の再現と，架空の都市の構築と

いう 2 つの側面から既存の関連研究について触れ，また既存手法の問題点について述べた．さらには，

本研究が提案する仮想都市自動生成システムの全貌について言及した．本仮想都市システムは，都市表

示インタフェースと時間生成エンジンの 2 つの主要ルーチンによって成り立っており，前者は 2 つ，後

者は 3 つのモジュールを持つ． 
 第 3 章では，時間生成エンジンのうち，道路網の生成を行う道路モジュールについて，その手法を述

べた．本道路網生成手法は L システムをベースとし，道路網を生成するための規則の集合から成り立っ

ている．実行例により，本手法が時間変化を伴う道路網を生成できることを示した．また，都市を取り

巻く環境として地形に注目し，手法へと拡張した．本拡張手法は，デジタルデータから地形を評価する

ためのベクトルデータに変換し，道路網生成 L システムの適用確率に利用するものである．評価実験に

より，本拡張手法によって地形に対応した特徴を持つ道路網を生成できることを示した． 
 第 4 章では，時間生成エンジンのうち，都市の特徴の変化を計算する時間モジュールについて，その

手法を検討した．本手法は，2 重のセルオートマトンを構築し，都市の広域的な影響と局所的な変化の

両方を相互作用させる手法である．実行例により，エリア CA によって，都市の広域的な発展・衰退現

象を表現できる可能性を示した． 
 第 5 章では，時間生成エンジンのうち，建物の更新を行い，都市景観を生成する配置モジュールにつ

いて，その手法を述べた．本手法は，環境ベクトルに応じてブロック内の建物の配置・再配置を行うこ

とで，都市の特徴に合ったブロック景観を生成することができる手法である．実行例により，与えられ

た都市の特徴量を建物配置へと反映できることを示した． 
 第 6 章では，都市表示インタフェースのうち，道路網および建物の立体形状を生成する造形モジュー

ルについて，その手法を述べた．本手法により，さまざまな道路種の組み合わせの交差点形状および道

路網形状を生成できることを示した．また，配置モジュールによって与えられるさまざまな敷地形状を

持つ建物の立体形状を，建物の種類・階数等のパラメータに応じて生成することを示した． 
 
 以上により，本研究の意義は次のようにまとめられる． 
1) 都市の自律的な時間変化を表現する手法を提案した 

都市における人間の経済的・機能的活動をモデル化し，仮想都市に対して適用した．L システムと

セルオートマトンという無機的な手法を拡張することにより，都市の道路網と建物景観という 2 つ

の事物の有機的な変化を表現した．これは，手法の組み合わせにより，都市をはじめとする複雑で

自律的な時間変化を表現できる可能性を示している． 
2) 仮想都市の架空の道路網および建物景観を生成，表示する大規模システムを構築した 

都市は事物に溢れ，それをそのまま仮想空間上に再現しようとするならば，多大なデータ容量を要

する．本研究では，都市データに定義された小数のパラメータをもとに，仮想都市における架空の

道路網の立体形状および個々の建物の立体形状を自動生成する手法を提案した．1 つの都市データ

ベースを中心に，都市景観を表示するルーチンと時間変化を生み出すルーチンを別々に構築するこ

とで，時間変化を生み出しながらリアルタイムに都市を表示する大規模システムを構築した． 
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７．３ 今後の課題 
 前述のように，本仮想都市システムは有意義なものであるが，道路網および建物形状を含め，種々の

課題を抱える．  
1) 道路モジュールにおいては，区画道路の簡潔な生成手法が必要である 

今回の手法では，幹線道路および地区道路の時間変化を表現することに主眼を置いており，区画道

路においては時間的な生成が考慮されていない．とりわけ，エリアの用途に応じて柔軟に区画を生

成することができる手法が望ましい． 
2) 時間モジュールにおいて，ブロック CA 規則の提案が必要である 

時間モジュールでは，エリア CA を用いて都市の広域的な影響の表現を提案したが，ブロック CA
規則については不十分であり，今後定式化していく必要がある． 

3) 時間モジュールにおいて，公共施設や緑地等，より要素を多様化する必要がある 
時間モジュールでは，生活度，消費度，生産度の 3 つの要素のみを定式化しているが，都市の重要

な要素である公共施設や緑地等については除外されている．特に緑地については，環境問題や災害

対策等，今後の都市計画において非常に重要な地位を占めることになる．そのため都市モデルを拡

張し，時間モジュールの要素を多様化する必要がある． 
4) 造形モジュールにおいて，より詳細な建物形状の生成が必要である 

造形モジュールにおいて生成される建物形状は，建物の大まかな特徴は捉えてはいるものの，細部

についてはあまり考慮されていない．今後，都市景観シミュレータ等のウォークスルーシステムと

して本システムを完成させていく上では，近接視認にも耐えうる一定水準の詳細な造形が必要であ

る． 
5) 表示モジュールにおいて，より高速な都市景観の表示が必要である 

本システムでは，都市全体の自動生成を目標としているため，膨大な数の 3 次元オブジェクトを仮

想空間内に配置する必要がある．将来的にはフライスルー，ウォークスルーできるシステムを目指

しているため，遠距離の物体については形状を簡略化する Level of Detail の手法を利用するなど，

より高速に仮想都市を表示するシステムを構築する必要がある． 
 
 また，今後の本仮想都市システムの応用のために以下の課題が挙げられる． 
a) 都市計画シミュレーションへ応用するためのインタフェースの開発が必要である 

都市計画では，現在の都市に対して手を加えることによって，都市の将来像を作り上げようとする

ものである．それゆえに，仮想都市に対して，新たに道路を敷設したり，建物を撤去・配置したり

するなどのインタフェースを備える必要がある．また，環境や法律の面から，配置される建物に制

限を加える等のパラメータを用意する必要もある． 
b) 本システムによって生成した都市の時代変化の評価手法が必要である 

本システムによって生成された都市の時代変化が，実際の都市で起きている現象と合致するかどう

かを評価する手法が必要である．このため，都市工学の分野と連携し，実際の都市の変化および仮

想都市の変化を比較する手法を検討する必要がある． 
c) 本システムによって生成した都市の交通シミュレーション手法が必要である 

本システムでは，都市における人間の活動に注目し都市モデルを構築しているが，その活動によっ
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て生じる都市交通を考慮する必要がある．都市計画においても，都市交通は重要なファクターであ

り，そのシミュレートおよびシミュレート結果を都市の変化に適応する手法が望ましい． 
d) 本システムをディジタルシティ等に応用するための個人エージェントの活動インタフェースが必

要である 
本システムは，仮想都市の都市景観を生成するシステムである．仮想都市は，都市計画の景観シミ

ュレータとして，また個々の建物にコンテンツを持たせたディジタルシティとして，今後の応用が

期待できる．しかしながら，仮想都市における人間の活動そのものは表現されていない．そのため，

個人を 1 つのエージェントとし，多数のエージェントが仮想都市内で活動できるインタフェースの

構築が必要である．個人が仮想都市の住人として，都市をウォークスルーし生活できるシステムが

望ましい． 
e) 本システムにより生成した都市景観の評価が必要である 

本システムは仮想都市をウォークスルーできるシステムを目標としている．言うなれば，本システ

ムを利用する個人が，都市の住人の視線で仮想都市を眺める機会が多い．それゆえに，本システム

で生成される仮想都市は，現実の都市の特徴を持った都市景観である必要がある．そのため，本仮

想都市景観を評価する手法が必要である．都市工学の分野と連携し，客観的に都市景観を評価する

手法を検討するほか，主観的なウォークスルー実験によって仮想都市住人の視点からの景観評価を

行う必要がある． 
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