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公共事業において、事業完成後の姿形や周囲景観との調和などを事前に知っておくこと（予
測）は良いものをつくる上で必要である。この予測を効果的・効率的に行うために、導入が進
むBIM/CIMの3次元モデルの適用が期待されているが、予測に必要な精度などは明確にされて
いない。そこで本研究では3次元モデルの景観予測への適用性に関する評価実験を行い、簡易
的な3次元モデルでも周囲景観との調和などを予測できることを把握した。
キーワード：景観予測、BIM/CIM、3次元モデル、評価実験

1．はじめに

をふまえ、適切な景観予測・評価を現場レベルで広く
実現し、景観検討の運用を可能とすることを目的とし、

(1) 研究の概要

図－1 下段に示す提案等を行うための研究を進めてい

公共事業において、より良いもの（インフラ）を

る。

つくるためには景観検討は不可欠な作業である。この
景観検討では、事業完成後の構造物等の姿形や周囲景

(2) 本報告の概要

観との調和などを予め知り（予測）、その結果を適切

本報告は、図－１下段に示す研究のうち、｢①効果

に評価・判断して設計に反映することが重要となる。

的な予測技術の提案｣を対象としている。景観予測・

この考えは『国土交通省所管公共事業における景観検

評価においては、技術者が完成形について共通の認識

討の基本方針(案)」1)（以下、「基本方針(案)」）に

を持つことが重要となり、フォトモンタージュやスケ

示されている。図－1 上段にその流れを示す。

ッチパース、CG、模型などの視覚的資料（以下、予

しかし、この流れを実際の公共事業の実施現場で
運用する上ではいくつかの課題がある。例えば、担当

測ツール）を用いることが有効となる。その一方で、
これらの作成には時間とコストを要することなどから、

技術者の景観検討に対する経験が十分でないことや、
それを支援する技術資料類も十分でないことが挙げら
れる。また、基本方針(案)における予測に関しては、
景観予測手法・ツ－ルの特徴が記載されているが、対

■基本⽅針(案)に基づく景観検討の流れ 〜計画・設計段階
各施設(要素)の規模・形
状・仕様等の検討

予測・評価結果の反映

象物の規模、検討段階、制約条件などに応じた適切な
予測・評価ツ－ルの選定方法や運用方法は提示されて

①効果的な
予測技術の
提案

もない。そのため、景観に関する学識者、有識者、景
制の確保ができない事業においては、適切な景観検討

この流れなどをふまえた本研究

■本研究の流れ
本報告対象

おらず、予測結果の評価方法に関しては具体的な記述
観の専門家等の参画がない場合など十分な景観検討体

予測結果の評価

景観の予測

フォトモンタージュ、CG、ス
ケッチパース、模型、 3 次
元モデル、検討⽤図⾯
等

評価⼿法の
提案

③予測・評価〜
設計への
プロセス提案

④予測・評価の
ガイドライン
取りまとめ

計量⼼理学的評価
⼿法（SD 法、⼀
対⽐較法等)、議論
等

予測の着眼点、予
測結果の判断ポイン
ト、設計への反映⽅
法 等

道路・街路、河川
等の公共事業の景
観予測・評価の⼿
法

②効果的な

がなされない場合が多い。
そこで、寒地土木研究所では、上記の背景や課題
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図－1 基本方針(案)に基づく景観検討と本研究の流れ

2 次元の設計用図面のみで景観予測・評価や景観的な

表－1 BIM/CIM に関する経緯

判断を行っている事例が散見される。こうした方法で

年度

は、適切な景観予測・評価、その結果を踏まえた計

H08

画・設計案への反映は難しいといえる。
この問題を解決する方法の一つに、今後の普及が

H22
H24
H27

見込まれる BIM/CIM（Building and Construction

H28

H30

－
－
H27.12
-28.03
H28.06
H28.11
H29.03
H29.03
H29.08
H30.03
H29.11
H30.03
H30.04

H31
(R1)

H30.09
H31.04
R01.05

Information Modeling/Management)の 3 次元モデル
（対象とする構造物等の形状を 3 次元で表現したもの）

H29

を景観検討に利用することが有効と考える。しかし、
国土交通省の『CIM 導入ガイドライン(案)』2)には、
景観予測を想定した必要な 3 次元モデルの精度などは
明確にされておらず、景観の計画・設計に関する 3 次
元モデルの長所・短所などの有効性を把握する必要が
ある。

年⽉
－

R01.08

そこで、本報告では、BIM/CIM の 3 次元モデルを
用いた計画・設計の有効性を把握することを目的に、
BIM/CIM の現況をふまえた上で、3 次元モデルを用
いた景観予測の評価実験及びヒアリング結果から、そ
の有効性を考察する。併せて、予測ツールの活用に向
けた、既存の設計用図面に着色等を施した簡易的な予
測ツール（以下、検討用図面）の有効性も報告する。

概要
・建設 CALS 整備基本構想の公表
・IAI（国際的⾮営利組織）による BIM 標準化の着⼿
・公共建築物における BIM 導⼊の試⾏
・CIM の試⾏事業開始
・第 1 回 i-Construction 委員会の開催
-第 4 回 i-Construction 委員会の開催
・第 1 回 CIM 導⼊推進委員会の開催
・第 2 回 CIM 導⼊推進委員会の開催
・第 3 回 CIM 導⼊推進委員会の開催
・「CIM 導⼊ガイドライン(案)」の公表
・第 4 回 CIM 導⼊推進委員会の開催
・第 5 回 CIM 導⼊推進委員会の開催
・「3 次元データ利活⽤⽅針」の公表
・「CIM 導⼊ガイドライン(案)」改訂版の公表
・H30 年度「設計業務等の品質確保対策」の依頼︓⼤規
模構造物の詳細設計における BIM/CIM 活⽤の原則化他
・第 1 回 BIM/CIM 推進委員会の開催
・第 2 回 BIM/CIM 推進委員会の開催
・「CIM 導⼊ガイドライン(案)」改訂版の公表
・H31 年度「設計業務等の品質確保対策」の依頼︓⼤規
模構造物の概略設計における BIM/CIM の積極的活⽤他
・BIM/CIM ポータルサイト【試⾏版】の開設

討を行うことで、後工程で生じそうな仕様変更や手戻
りを未然に防ぎ、品質向上や工期の短縮化を図ること
を指す。小林3)らは、発注者にとって最も有効なのは
このフロントローディングであり、より早くモデル空
間を精密に作成することではなく、最初は地形も構造
物も簡単なものでよく、3次元地形が見えていること
が重要と述べている。
(2) BIM/CIM モデルの考え方

2．BIM/CIM の現況

『CIM導入ガイドライン(案)』2)では、対象とする
構造物等の形状を3次元で表現した「3次元モデル」

(1) BIM/CIM の概要
BIM/CIM とは、建築分野の「BIM」、土木分野の
「CIM」といった従来の概念を改め、国際標準化等
の動向に呼応し、地形や構 造物等の 3 次元化全体を
「BIM/CIM」として名称を整理したものである。国
土交通省では、調査・測量から設計、施工、維持管
理・更新に至る一連の建設生産プロセスの効率化・高
度化を図ることを目的として平成 24 年より CIM の試
行事業を開始し、『CIM 導入ガイドライン(案)』2)の
公表、『3 次元データ利活用方針』の策定など、

とそれに付与する部材の情報、数量など「属性情報」
を組み合わせたものを「CIMモデル」と表している。
また、このCIMモデルを、「線形モデル」「土工形
状モデル」「地形モデル」「構造物モデル」「地質・
土質モデル」「広域地形モデル」と、これらを統合し
た「統合モデル」に分類している（図－2）。
本報告では、「属性情報」を除く「3次元モデル」
について、「構造物モデル」及び「統合モデル」を主
対象とし、以降に記す予測ツールの評価実験を行った。

BIM/CIM の運用拡大に向けて推進している（表－1）。
BIM/CIMの期待される効果には、ミスや手戻りの
大幅な減少、単純作業の軽減、工程短縮等の施工現場
の安全性向上、事業効率及び経済効果に加え、副次的
なものとしてよりよいインフラの整備・維持管理によ

線形モデル

土工形状モデル

地形モデル 構造物モデル

る国民生活の向上、建設業界に従事する人のモチベー
ションアップ、充実感等の心の豊かさの向上が期待さ
れている。 また、導入効果を示す用語として、「フ
ロントローディング」がある。これは、初期の工程か
らBIM/CIMを用いて旧来より頻度の高い3次元的な検
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地質・土質モデル

広域地形モデル

図－2 CIM モデルの一例

統合モデル

3．景観予測の評価実験及びヒアリング

・3 次元モデルの構造物モデルをベースとして、視点
を自由に可変でき、周辺地形等を表現しない簡易

事業タイプの異なる整備事例に対して、3 次元モデ

な予測ツール（以下、3D 構造物モデル）

ルを主とした複数の予測ツールを用いて土木技術者

・3 次元モデルの構造物モデルをベースとして、視点

（コンサルタント、景観に関する学識経験者及び研究

を自由に可変でき、周辺地形等を表現した予測ツ

者）に対し、これら予測ツールの景観検討への適用性

ール（以下、3D 統合モデル）

に関する評価実験を行った。この実験概要を表－2 に
b) 作成した評価サンプル

示す。

作成・使用した評価サンプルを図－3に示す。評価
(1) 実験の概要

対象は、「道路や街路（以下、「道路」）」、「河川」

a)用いた予測ツール

及び「公園・緑地」の3分野とし、現場で検討される

・設計、検討上の基本情報となる図面（以下、設計用

可能性のある3つの工種を選定した。その工種は、長

図面）

大橋の橋脚、河川護岸、公園・緑地内の小橋梁である。

・上記の設計用図面に、着色、設計思想の記載等の簡
易な工夫を施した予測ツール（以下、検討用図面）
・現地の写真の上に対象事業の完成予想図等を合成し
た予測ツール（以下、フォトモンタージュ）。

これらの工種について工法を3つに変化させ計9構図
とした。評価サンプルの作成及び提示概要を以下に述
べる。
・設計用図面：過去の工事事例における工事用図面を
基に平面図(1:500)、標準図 (1:100)を抜粋・作成し、
モノクロA4版で提示した。

表－2 実験概要
実施⽇
実施場所

H30.10.19（⾦）
寒地⼟⽊研究所内
⼟⽊技術者 15 名（コンサルタント 3 名、景観に
関する学識経験者及び研究者 12 名）
①設計⽤図⾯
②検討⽤図⾯
③フォトモンタージュ
④3D 構造物モデル ⑤3D 統合モデル

被験者
⽤いた予測
ツール等

・検討用図面：上記の設計用図面を基に、着色、設計
思想の記載、類似事例写真の添付を行い、スケー
ルが判るように人物を加え、カラーA4版で提示し
た。
・フォトモンタージュ：現地写真及び同程度の画素数
となる構造物等の画像を合成し、スケールが判る
ように人物を加え、カラーA4版で提示した。

実施状況

・3D構造物モデル：対象を中心とした約150ｍ四方の
実験

①
設計⽤図⾯

ヒアリング

②
検討⽤図⾯

予測ツール
③
フォトモンタージュ

⾯取柱

橋脚
護岸

張芝

⼩橋梁

ア チ橋

評価対象

図－3 実験に用いた対象とその評価サンプル
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④
3D構造物モデル

⑤
3D統合モデル

3 次元モデルを基に対象構造物のみの形状作成（モ

表－3 実験に用いた評価項目

デリング）及び陰影の付加（レンダリング）を行

評価項⽬
対象空間
の評価

い、スケールが判るように人物を加えた。なお、
作成の詳細度は、『CIM導入ガイドライン(案)』2)

全体の評価 Ｑ1
Ｑ2

評価項⽬の補⾜
対象空間の中で、各設計案がどの程度「良い景
観」と感じるか。
予測ツールを⽤いて、「構造物と周辺環境との調
和感※」をイメージ・理解できるか。

全体の評価
※構造物が周辺環境に対し、どの程度調和しているか、
（周辺環境を
馴染んでいるか等
ふまえた上での
予測ツールを⽤いて、「構造物と周辺環境との圧
構造物の評
迫感※」をイメージ・理解できるか。
価）
Ｑ3
※構造物が周辺環境に対し、どの程度圧迫感を出して
いるか、重苦しくなっているか等

による詳細度300（附帯工等の細部構造、接続部構
造を除き、対象の外形形状を正確に表現したモデ
ル）程度とした。また、視点を可変した画像をス
クリーンで提示した。

予測ツールを⽤いて、「構造物の⽴体形状※」を
Ｑ4 イメージ・理解できるか。

予測
ツールの
評価

・3D統合モデル：上記の構造物モデルに、点群測量
による周囲の空間要素画像の合成を行い、視点を

※構造物の⽴体的な姿、形等

単体の評価

可変した画像をスクリーンで提示した。

予測ツールを⽤いて、「構造物のスケール感※」を
Ｑ5 イメージ・理解できるか。

（構造物⾃
体の評価）

c) 評価手法

※構造物の⾼さ、幅、延⻑、勾配等

予測ツールを⽤いて、「構造物の質感※」をイメ
Ｑ6 ージ・理解できるか。
※構造物の素材感、表⾯の仕上がり等

評価手法は「仮称・寒地法」4)を用いた。この手法

予測ツールを⽤いて、「構造物の⾒え⽅※」をイメ
Ｑ7 ージ・理解できるか。

は、複数の評価サンプルを並べて提示し、被験者に 1

※構造物の様々な位置等からの⾒え⽅
【評価点】 ・6 点︓とても出来る
・3 点︓あまり出来ない

枚の回答用紙のなかで評価を求めるものである。SD

・5 点︓出来る
・2 点︓出来ない

・4 点︓やや出来る
・1 点︓全く出来ない

法と同様に評価サンプル自体の評価のほかに、評価サ
ンプル同士の相対的な順位の評価が行われるメリット

の被験者（表-2）を 2 グループに分けてワークショッ

を有し、筆者らの既往研究 5)でも空間評価に対する一

プ形式で行った。

定の有効性が確認されている。
d) 評価項目（回答項目）等

4．実験及びヒアリング結果・考察

評価項目は、景観に関する評価（以下、「対象空
間の評価」）と完成予測に関する評価（以下、「予測
ツールの評価」）に大別した。その評価項目の詳細は、

(1) 実験結果

既往研究で使用した形容詞や既往文献6)で示される形

予測ツールに関する実験結果及びヒアリング結果

容詞を基に選定し、その意味を補足して提示した（表

の概要を以下に述べる。なお、予測ツール毎の評価平

－3）。

均値は工種に関わらず類似傾向を示しているため、長
大橋橋脚の結果（図－4・左）を基に述べる。

また、実験の評価段階は、3 段階の正負、計 6 段階

a) 3D 構造物モデル

とした。これは SD 法で一般的に用いられる段階 7)に

長大橋橋脚に関する実験結果（図－4・左）の 4 列

準じた。

目より、3D 構造物モデルは「予測ツールの評価」に
関して、立体形状の理解度（Q4）、スケール感の理

(2) ヒアリングの概要
評価実験の終了後、予測ツールの印象や評価理由

解度（Q5）及び様々な位置等からの見え方の理解度

等についてヒアリングを行った。ヒアリングは、前述

（Q7）は、中間値より 1 程度高く評価された。また

イメージ
できる
↑
︻評価平均値︼
↓
イメージ
できない

小橋梁（アーチ橋） 【室内実験】

河川護岸（張芝） 【室内実験】

長大橋橋脚（面取柱） 【室内実験】
6

6

6

5

5

5

4

4

4

3

3

2

2

2

1

1

（中間値）

3

設計⽤図⾯

検討⽤図⾯

フォトモンタージュ 3D 構造物モデル 3D 統合モデル

■対象空間の評価

Q1良い景観

設計⽤図⾯

検討⽤図⾯

フォトモンタージュ 3D 構造物モデル 3D 統合モデル

1

設計⽤図⾯

検討⽤図⾯

フォトモンタージュ 3D 構造物モデル 3D 統合モデル

■予測ツールの評価

Q2調和感

Q3圧迫感

Q4立体形状

Q5ｽｹｰﾙ感

Q6質感

図－4 実験結果：長大橋橋脚(面取柱)、河川護岸(張芝)、小橋梁(アーチ橋）
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Q7様々な見え方

調和感の理解度（Q2）、圧迫感の理解度（Q3）及び

表―4 ヒアリングにおける被験者の主なコメント

質感の理解度（Q6）は中間値より 1 程度低く評価さ

種別

れた。また、「対象空間の評価」に関して、良い景観

特徴

設計⽤
図⾯

設計、検討上での基本情報となるもの。
⻑所○ (○)全員が共通の⼨法を知ることができる。
短所× (○)専⾨家なら図⾯から想像する⽅が分かり易いこともある。
留意点 ・図⾯は構造物を作る為、他は予測の為であり⽤途が異なる。

と感じる度合（Q1）は中間値より 1 程度低く評価さ
れた。

検討⽤図⾯

b) 3D 統合モデル
長大橋橋脚に関する実験結果（図－4・左）の 5 列
目より、3D 統合モデルは「予測ツールの評価」に関
して、調和感の理解度（Q2）、圧迫感の理解度

フォトモンタージュ

（Q3）、立体形状の理解度（Q4）、スケール感の理
解度（Q5）及び様々な位置等からの見え方の理解度
（Q7）は、中間値より 1～２程度高く評価された。ま
た、質感の理解度（Q6）は中間値程度と評価された。
また、「対象空間の評価」に関して、良い景観と感じ
る度合（Q1）は中間値より 1 程度高く評価された。
c) 設計用図面（予測ツールを用いない）

３Ｄ構造物モデル

長大橋橋脚に関する実験結果（図－4・左）の 1 列
目より、検討用図面は「予測ツールの評価」に関して、
立体形状の理解度（Q4）及びスケール感の理解度
（Q5）は中間値より 1 程度高く評価され、調和感の
理解度（Q2）、圧迫感の理解度（Q3）、質感の理解
度（Q6）及び様々な位置等からの見え方の理解度
（Q7）は中間値より 1～２程度低く評価された。また、
「対象空間の評価」に関して、良い景観と感じる度合
（Q1）は、中間値より 1 程度低く評価された。
d) 検討用図面

３Ｄ統合モデル

長大橋橋脚に関する実験結果（図－4・左）の 2 列
目より、検討用図面は「予測ツールの評価」に関して、
立体形状の理解度（Q4）及びスケール感の理解度
（Q5）は、中間値より 1 程度高く評価された。また、
調和感の理解度（Q2）、圧迫感の理解度（Q3）、質
感の理解度（Q6）及び様々な位置等からの見え方の
理解度（Q7）は、中間値程度もしくは中間値より 1

設計⽤図⾯に、着⾊、設計思想の記載等の簡易な⼯夫を施したもの。
(○)簡単に作ることが可能。
⻑所○ (○)図⾯に着⾊するだけで印象が変わる。
短所× (○)着⾊した図⾯はフォトモンにも匹敵する
(○)現地写真やテクスチャサンプルの掲載だけで想像しやすい。
留意点 ・分かり易い図⾯の作成⽅法を⽰すと有効。
撮影した写真の上に対象事業の完成予想図等を合成したもの。
(○)取り込む画像が現実に近い場合、かなり分かり易い。
(○)⼀番、現場の雰囲気は分かりやすい。
(×)フォトモンは分かり易いが、分かった気になって少し危険。
⻑所○
(×)思っていたより騙されやすい。
短所×
(×)クオリティの良し悪しに左右される。
(×)河川護岸のテクスチャに違和感がある。
(×)⾼欄のディテールが分からなかった。
・背景＋構造物を多様なアングルから補完してあげると良い。
留意点
・テクスチャのクオリティが向上すればよりイメージしやすくなる。
３次元モデルをベースとして、視点を⾃由に可変でき、周辺地形等を表現
しない簡易なもの。
(○)構造物のサイズや構造が分かり易い。
(○)ディテールは分かり易い。
(○)⽴体感は分かりやすい。
⻑所○
(○)JCT 等の複雑な構造物には向いている。
短所×
(×)背景が無いと、調和感等はイメージできない。
(×)テクスチャに違いがある。
(×)周辺との調和がわからない。
・景観検討する際は⿃瞰の視点は⼊れない⽅が良い。
・精度は⾼くないが⽊等を置いて貰えるだけで分かりやすくなる。
留意点 ・テクスチャのクオリティが向上すればよりイメージしやすくなる。
・ゲームエンジンを⽤いた VR で⼈の動きがあると想像しやすい。
・費⽤対効果に留意すべき。
３次元モデルをベースとして、視点を⾃由に可変でき、周辺地形等を表現
したもの。
(○)周辺との調和が良く理解出来た。
(○)ボリューム感や構造等の空間認識はしやすい。
(○)時間や多⾓的視点の切替や影の変化は分かりやすい。
(○)⼈⼯物と VR の愛称は良い。
(×)背景に違和感がある。
⻑所○
(×)空間範囲が⼩さいと周辺との調和が分かりにくい。
短所×
(×)⾃然物に弱い。
(×)VR では雰囲気や⾊の表現に限界がある。
(×)VR を作り込み「簡単に分かりました」となる事が⼀番怖い。
(×)建築は 3D 前提だから模型も作るが、⼟⽊は 2D スタートなの
で 3D 化にコストもかかる。
・3 次元モデルの精度によって与える影響や印象が変わる。
・簡易な３D（CG）の質感はあきらめた⽅が良い。
留意点
・作り込めばどこまでも良くできるが、⽬的に応じて調整すべき。
・BIM はテクスチャレベルが⾼い(⾃然物･地形を含まない為）

程度高く評価された。また、「対象空間の評価」に関
して、良い景観と感じる度合（Q1）は、中間値程度

(3) 結果の考察

と評価された。

前述の実験及びヒアリング結果を踏まえ、以下考

e) フォトモンタージュ

察する。

長大橋橋脚に関する実験結果（図－4・左）の 3 列

a) 3D 構造物モデル

目より、フォトモンタージュは全ての項目（Q1～Q7）
に関して、中間値より 1～２程度高く評価された。

3D 構造物モデルは、今回用いたような簡易なモデ
ルの場合、質感は予測・評価しにくいが、スケール感
や立体形状を多くのケースにおいて十分に予測・評価

(2) ヒアリング結果

できる予測ツールといえる。しかし、この 3D 構造物

ヒアリングにおける被験者からの主なコメントを
表-4 に示す。

モデルの作成においては、3 次元モデルが作成されて
いない場合はコスト面等で不利となる。したがって、
BIM/CIM の導入が進み、3 次元モデルがベースとな
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る場合、初期段階における 3D 構造物モデルの景観検

せて、設計用図面に着色などを施した簡易的な予測ツ

討への適用が特に効果的になると考える。

ールの評価を行った。以下に得られた知見を示す。

b) 3D 統合モデル
上記の 3D 構造物モデルに周辺地形を表現した 3D

(1)BIM/CIM の 3 次元モデルの有効性

統合モデルは、調和感、圧迫感、スケール感や立体形

・3D 構造物モデルは、質感は予測・評価しにくいが、

状を多くのケースにおいて十分に予測・評価できる予

スケール感や立体形状の予測・評価には有効とな

測ツールといえる。時間や多角的な視点の切り替えや

り得る。

影の変化が分かり易いが、その一方で、背景の違和感、

・3D 構造物モデルに周辺地形等を表現した 3D 統合

特に自然物の表現においては、設計検討に必要なデー

モデルは、調和感、圧迫感、スケール感や立体形

タのみの簡易なモデルの場合、大きな違和感が生じる

状の予測・評価には有効となり得る。

場合がある。作り込んだ分、違和感は軽減できるが、

・新たに 3 次元モデルを作成する場合にはコスト面で

コスト面等で不利となることから、目的や制約条件に

不利になるが、今後、BIM/CIM の普及が進む場合、

応じた精度の調整が必要といえる。

3 次元モデルの景観検討への有効性が期待される。

c) 設計用図面（予測ツールを用いない）
景観検討の経験のある土木技術者でも通常の設計
用図面のみでは、完成後の構造物の立体形状や周辺景

(2)その他の予測ツールの有効性など
・設計用図面に着色等を施した簡易な検討用図面でも
予測・評価しやすくなる。

観との調和等について、誤りのないように予測するこ
とは難しく、予測ツールを用いることで効果的な予

・フォトモンタージュは、現地写真があり、決まった

測・評価ができるといえる。一方、設計用図面は全員

箇所からの予測・評価を行う際には有効なツール

が共通の寸法を知ることができるなどの長所をふまえ

でなるが、様々な見え方を検討する場合には作成

て活用する必要がある。

手間が増えるなど、適用には留意が必要となる。

d) 検討用図面
設計用図面に着色、現地写真やテクスチャのサン
プル写真の添付、設計思想等を記載した簡易な検討用
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