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周回道路の結合と分割に基づく
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概要：領域リバースジオコーダーは，入力した緯度経度座標を内包している領域を領域データベースから
読み出し，その領域が内包している代表地点が示す施設情報を取得する技術である．しかし，公開されて
いる，あるいは購入できる施設境界データが少ないので，我々は不足している領域を周辺道路で近似する
ことで，補填していた．しかし，複数の周回道路に跨る施設や，複数の代表地点を内包する周回道路に対し
て領域リバースジオコーディングを行うと，正しい結果が得られないことがある．領域リバースジオコー
ディングにおいて，正しい結果を得るためには，領域と代表地点が一対一に対応していなければならない
と考えられる．本稿では，領域と代表地点とを一対一に対応させるために，周回道路を結合または分割す
る手法を用い，領域データベースを対話的に作成するシステムを提案する．そして，提案システムの実験
用プロトタイプを用いて評価実験を行い，提案システムの有効性を評価する．

1. はじめに
近年，Google Map などの様々な Web マップサービスで
は，神社や公園などの施設と位置情報を結びつけるリバー
スジオコーダーという機能を提供している．リバースジオ
コーダーは，緯度経度座標から代表地点がその場所に一番
近い施設を距離順にリストを返す機能である．
我々の研究室では，リバースジオコーダーに着目し，領
域データを用いた領域リバースジオコーダー [1][2] を開発
してきた．領域リバースジオコーダーとは，入力された緯

図 1

度経度座標を内包する領域データを領域データベースから
読み出し，その領域が内包する代表地点が示す施設情報を

代表地点を含まない周回道路内部にある場合，取得し

取得する技術である．この技術によって，従来よりも精度
の高いリバースジオコーディングを行うことが可能となっ
た．しかし，公開されている，あるいは購入できる施設領

たい施設情報が得られない．
問題２ 複数の代表地点を内包する周回道路に対して，領
域リバースジオコーディングを行うと，複数の施設情

域データは少ないので，我々は不足している領域を図 1 に

報を取得してしまい，入力した緯度経度座標に対し，

示すような，公園等の地図オブジェクトを取り囲む周辺道
路 (以下，周回道路) で近似する方法を用いることで補填を
行ってきた．図 1 は，徳川美術館を囲む周回道路の例であ
る．赤い線で示す部分が周回道路である．
しかしながら，周回道路で近似した領域に対して領域リ
バースジオコーディングを行うと，以下のよう問題が生
じる．
問題１ 複数の周回道路に跨る施設に対して領域リバース
ジオコーディングを行うと，入力した緯度経度座標が
1
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施設を一意に決めることができない．
自動的に代表地点と一対一に対応付けられるような領域を
作成することは困難なので，対話的に領域を作成する手法
を提案する．問題１に対し，周回道路を１つの領域に結合
するというアプローチを試みることで，大きな領域を有す
る施設を内包する領域境界を作成でき, 解決できると考え
られる．また，問題２に対し，周回道路を複数の領域に分
割するというアプローチを試みることで，領域境界に対し,
代表地点を一意に対応付けることができ, 解決できると考
えられる．
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本稿の目的は，前述の問題を解決するための機能を実装

表 1 周回道路テーブルの構造

した領域データベースを対話的に作成するシステムを提案
することである．

2. 周回道路と領域リバースジオコーダー

項目名

型

説明

周回道路 ID

int

周回道路を一意に識別する ID

最東点

double

周回道路を構成するノードの

最西点

double

周回道路を構成するノードの

最東点の経度

本章では，本研究で用いる道路データ，周回道路データ

最西点の経度

について述べた後，領域リバースジオコーダーとその問題
最北点

double

周回道路を構成するノードの

最南点

double

周回道路を構成するノードの

リンク ID リスト

text

周回道路を構成するリンク群

緯度経度座標リスト

text

周回道路を構成する多角形の

について述べる．

最北点の緯度

2.1 道路データの定義

最南点の緯度

道路データの構造について述べる．道路データはリン
ク，セグメント，ノードという３つのデータから構成され
る．道路は図 2 のように，主にリンクにより構成されてお

緯度経度座標

り，Tail ノードと Head ノードを持ち，リンクはさらに細
かい表示のために，セグメントは分割され，セグメントも

経度座標が内包されているか判定し，一意に周回道路を導

Tail ノードと Head とノードを持つ．また，リンク，セグ

出する．周回道路の候補を絞ることで，周回道路データの

メントは，Tail ノードから Head ノードへの有効グラフで

導出が効率的に行われる．

ある．

2.3 領域リバースジオコーダーとその問題点
リバースジオコーダーとは，緯度経度座標を，住所や施
設名などの地理的情報に変換する技術である．この技術
は，地図上の緯度経度座標が入力されると，その座標に代
表地点が一番近い施設を距離順に返す．そのため，ある施
設の領域内の緯度経度座標を入力しても，その座標が領域
の境界付近である場合，異なる施設情報を取得してしまう
問題が生じる．
これに対し，地図上の緯度経度座標を入力すると，その
図 2

道路データの構造

座標を内包する領域を施設領域とする施設の名称を出力す
る領域リバースジオコーダーを実現することで，上記の問
題を解決した．

2.2 周回道路とその高速化手法

しかし，領域リバースジオコーディングの際に，領域の

周回道路データは，複数のリンクから構築されており，

境界内に複数の施設の代表地点が存在する場合，正確な施

表 1 に示す周回道路テーブルに格納されている．表 1 の最

設の位置を示すことが困難である．また，商店街，繁華街

東点，最西点，最北点，最南点は，周回道路を内包する最

などは，境界，代表点を持っていないため，境界を補うこ

小の矩形を表している．矩形領域のデータは，周回道路の

とが困難である．

導出を効率的に行うためのものである．

3. 提案システムの実現上の課題とアプローチ

2.2.1 周回道路データベースの構築法
道路データベースから，ある道路幅以上の道路リンクを

本稿では，第１章で述べた問題点の解決を目指して，周

取得し，周回道路を探索し，道路幅毎に定められたテーブ

回道路の結合・分割機能を用いて領域データベースを対話

ルに格納する．これをすべての道路幅に対して繰り返し実

的に作成するシステム (領域データベース作成システム) を

行することにより，周回道路データベースを構築する．周

提案する．以下では，このシステムの実現上の課題とアプ

回道路データベースを構築することで，周回道路データの

ローチについて述べる．

導出が高速化される．

3.1 実現上の課題

2.2.2 周回道路データの導出法
データベースに格納されている周回道路データの導出法

課題１ 作成した領域データをどのようにデータベースに
登録するか．

は，次のようになっている．まず，入力された緯度経度座
標を内包する矩形を有しているか否かで周回道路候補を絞

課題２ 登録した領域データをどのようにして高速に検索

る．そして，周回道路の多角形を構成し，多角形内に緯度
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するか．

課題３ 複数の人が領域データを登録できるようにした場

課題２に対するアプローチ 従来では 2.2 章で述べた方法

合，作成した領域データが重複した時の処理をどうす

を用い，データベースから周回道路データを導出して

るか．

いたが，MySQL の空間インデックス [8] を用いること

課題４ 領域が離れていたり，ドーナツ型であった場合に

で，より高速に周回道路が導出可能になった．空間イ

も，１つの施設の境界内部であるか判定するか．

ンデックスとは，空間データベースでの情報検索を最
適化するものである．MySQL では，２次分割 R 木を

3.2 アプローチ

用いて空間インデックスが実装されている．周回道路

課題１に対するアプローチ 結合後の領域データを格納す

テーブルは，表 4 に示すように変更を行った．

る複数周回道路データベース，分割後の領域データを

表 4

格納する分割周回道路データベースを作成する．複数

空間インデックスを用いた周回道路テーブルの構造

周回道路テーブルを表 2，分割周回道路テーブルを表

項目名

型

説明

3 に示す．そして，結合によって作成した領域には，

周回道路 ID

int

周回道路を一意に識別する ID

結合した領域を一意に識別する ID を割り当て，領域

リンク ID リスト

text

周回道路を構成するリンク群

を構成するリンク毎に複数周回道路テーブルに格納す

緯度経度座標リスト

text

周回道路を構成する多角形の

面積

double

周回道路の面積

ポリゴン

geometry

周回道路を構成する多角形の

緯度経度座標

る．飛び地を有している領域やドーナツ型を構成して
いる領域を登録する場合は，複数のレコードを挿入す
る．詳細は 4.2 章で述べる．また，分割によって作成

ポリゴンデータ

した領域にも同様に，分割した各領域を一意に識別す
る ID を割り当て，領域を構成するリンク毎に分割周

課題３に対するアプローチ 複数の人が同じ施設を異なる

回道路データベースに格納する．
表 2

領域境界で登録を行う場合，それらの領域の論理和を
とった領域を登録する．図 3 に例を示す．図 3 は，事

複数周回道路テーブルの構造

前に登録されている領域と同じ領域を登録しようとし
項目名

型

説明

周回道路リスト

text

結合に用いた周回道路の ID を

リンク ID リスト

text

領域を構成するリンクを

緯度経度座標リスト

text

領域を構成する緯度経度座標の

タイプ

int

た場合の処理を示している．

カンマに区切って格納
カンマに区切って格納
組毎にカンマに区切って格納
リンク群の位置関係を示す値

周回道路数

int

結合に用いた周回道路数

複数周回道路 ID

int

領域を一意に識別する ID

面積

double

領域の面積

ポリゴン

geometry

領域を構成する多角形の
ポリゴンデータ

図 3

領域が重複した場合の処理

課題４に対するアプローチ 領域が離れていたり，ドーナ
ツ型になっている場合には，それらの領域を構成する
リンク群が複数あるので，それらのリンク群を関連付

表 3

ける．具体的な実現法については，4.2 章で述べる．

分割周回道路テーブルの構造

4. 提案システムの実現法

項目名

型

説明

周回道路 ID リスト

text

分割前の周回道路 ID を
カンマに区切って格納

リンク ID リスト

text

領域を構成するリンクを

緯度経度座標リスト

text

領域を構成する緯度経度座標の

提案手法では，2 章で説明した道路データと周回道路デー
タを用いる．

カンマに区切って格納

4.1 提案システムの概要
提案システムは，対話的に領域データベースを作るため

組毎にカンマに区切って格納
分割周回道路 ID

int

領域を一意に識別する ID

のシステムである．まず，提案システムのシステム構成図

面積

double

領域の面積

を図 4 に示す．図 4 中の周回道路選択機能とは，入力され

ポリゴン

geometry

領域を構成する多角形の

た緯度経度座標から周回道路データベースより周回道路

ポリゴンデータ

データを読み出す機能である．また，周回道路結合機能は
複数の周回道路を結合し，１つの領域を作成する機能であ
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り，周回道路分割機能は，周回道路を複数の領域に分割す

導出した各リンク群の関連付けは，以下のように行う．

る機能である．システムの入力は緯度経度座標であり，出

• 領域が離れている場合

力として，Web マップ上に領域データを描画する．

領域が離れている場合は，複数周回道路データベース

次に，提案システムの大まかな動作について説明する．

に登録する際，離れている領域を構成する各リンク群

まず，入力した緯度経度座標をもとに，周回道路選択機能

に共通の領域 ID を割り当て，関連付けることで離れて

によって，周回道路データベースから周回道路データを読

いる領域が１つの施設であるということを判別する．

み出す．次に，周回道路を結合する場合は，周回道路結合

• ドーナツ型を構成している場合

機能によって，複数の周回道路を１つの領域に結合し，作

ドーナツ型の領域は，外径を構成するリンク群と内径

成した領域データを複数周回道路データベースに格納し，

を構成するリンク群の複数のリンク群を有している．

出力として Web マップ上に領域データを描写する．また，

領域が離れている場合と同様に，各リンク群に共通の

周回道路を分割する場合も同様に，周回道路分割機能に

領域 ID を割り当てることで関連付ける．しかし，関

よって周回道路を分割し，作成した領域データを分割周回

連付けるだけでは，ドーナツ型であると判別できない

道路データベースに格納し，出力として Web マップ上に

ので，各リンク群の位置関係を判別しなければならな

領域データを描写する．

い．そこで，領域の外径のリンク群からの深さを示す
タイプ値を各リンク群に割り当てる．具体的に，どの
ような値を割り当てるかは，例を用いて以下に示す．
離れている領域を持ち，ドーナツ型の領域を構成する領域
データのデータベース格納例を図 5 に示す．図 5 の①と⑤
のリンク群は，周回道路の外径なので，タイプ値を１とす
る．②のリンク群は，①のリンク群に対する内径のリンク
群なので，①のタイプ値の負の値を②のタイプ値とする．
また，③のリンク群は，①と②のリンク群から形成される
ドーナツ型の領域の内側にあるので，③のリンク群には，

①のタイプ値に１加算した値を与える．そして，④のリン
ク群には③のリンク群のタイプ値の負の値を与える．つま
り，タイプ値が１のリンク群を複数持つ領域は，飛び地を
図 4

有しており，タイプ値が負の値のリンク群を持つ領域は，

システム構成図

ドーナツ型の領域を有している．

4.2 周回道路結合機能
周回道路分割機能とは, 複数の周回道路を結合し, １つの
領域を作成する機能である．
この機能では，連続した領域を１つに結合するだけでな
く，ドーナツ型の領域や飛び地になっている領域に対して
は，リンク毎に関連付けを行うことで，様々な領域を作成
可能となっている．また，周回道路を結合するには，選択
した複数の周回道路に対して，以下のような処理を行う．

図 5

飛び地を有しているドーナツ型領域データのデータベース格
納例

Step1 選択された複数の周回道路を構成するリンクデー
タ L を抽出し，重複しているリンクを削除する．

Step2 リンク群 L の中からリンク l を１つ選択し，繋が
るリンク lx を探索し，結合する．

また，入力した緯度経度座標がドーナツ型を有している
施設内部であるかの判別は，入力した緯度経度座標を内包

Step3 結合したリンク lx に対して，繋がるリンク ly を

するリンク群の数によって行う．緯度経度座標を内包する

探索し，結合する．この処理をリンクが１周するまで

リンク群の数が偶数であれば，領域外であり，奇数であれ

繰り返す．

ば領域内であると判別する．

Step4 リンクが１周し，未探索のリンク群 L’ が存在した
場合，Step2 に戻る．

4.3 周回道路分割機能

Step5 リンク群が複数存在した場合，ノードを用いて内
外判定を行うことで，位置関係を判別する．

周回道路分割機能とは, １つの周回道路を分割し, 複数の
領域を作成する機能である．
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周回道路を分割する際，分割する境界の始点と終点は，

また，出力されるデータは，領域の境界の緯度経度座標群

入力された緯度経度座標から一番近い周回道路上の点とし

である．出力結果の例を図 6 に示す．図 6 では，周回道路

て決定する．また，周回道路内の緯度経度座標を入力する

ID が 873810,910796 の２つの周回道路を結合した領域デー

ことで，分割境界を作成する．そして，分割境界の座標が

タを出力しており，領域を構成しているノード数が 217 個

入力されると，以下のような処理を実行する．

であることがわかる．

Step1 選択された周回道路を構成するリンクデータ L を
抽出する．

Step2 分割境界の始点，終点を含むリンクを始点または
終点を境に分割し，新しくリンク ID を割り当て，元
のリンクを取り除く．

Step3 抽出したリンク群 L を分割境界の始点，終点を境
に２つのリンク群 L1,L2 に分ける．

Step4 ２つのリンク群 L1，L2 に分割境界のリンク Lb を
追加する．

Step5 リンク群 L1，L2 に対し，以下の処理を行う．
( 1 ) リンクを１つ選択し，繋がるリンクを探索，結合する．
( 2 ) 結合したリンクに対して，繋がるリンクを探索し，結
合する．この処理をリンクが１周するまで行う．

5. プロトタイプシステム

図 6

出力結果の例

本章では，提案システムの実験用プロトタイプについて
述べる．

5.3 システムの動作
5.1 システムの概要

周回道路の選択は，地図画面をクリックまたはドラッグ

プロトタイプシステムを JAVA 言語 [9] により実現した．

することによって行う．また，選択されている周回道路内

また，周回道路 DB の作成には，MySQL[10] を用いた．作

をクリックすると，周回道路を削除する．周回道路の結合

成した領域データを提供する Web サーバとして Apache

は，複数の周回道路を選択後に結合ボタンを押すことで，

Tomcat[11] を用いた．プロトタイプシステムには，周回道

周回道路を１つに結合し，結合後の周回道路データを複数

路結合機能，周回道路分割機能を実装した．プロトタイプ

周回道路データベースに格納する．また，結合した周回道

システムの構成図を図 4 に示す．

路には，領域名を登録でき，検索ボタンを押すことで，登

プロトタイプシステムのインターフェースを図 7 に示す.

録されている名称から領域データを導出することも可能で

地図の縮尺は，５千分の１から 100 万分の１の範囲で変更

ある．周回道路の分割では，まず周回道路内を右クリック

可能となっている．また，UNDO 機能，REDO 機能を実

し分割境界の始点を指定する．次に，分割境界を左クリッ

装することで，ユーザの操作ミスを減らすことが可能であ

クで指定していき，右クリックで境界の終点を指定すると，

ると考えられる．

周回道路が分割され，分割後の領域データを分割周回道路

プロトタイプシステムにおいて，入力にはマウス操作を

データベースに格納する．

用い，クリック又はドラッグによって得られる緯度経度座
標を入力とする．出力として，データベースから読み出し
た周回道路，作成した領域を地図上に描画する．

UNDO ボタンを押すことで１つ前の状態に，REDO ボ
タンを押すことで１つ進んだ状態に遷移する．

6. 評価実験

5.2 領域データ提供サーバの実装

6.1 実験の目的

領域データ提供サーバは，周回道路結合機能を有してお
り，作成した領域データを XML 形式で出力する．Apache

評価実験の目的は，周回道路結合機能，周回道路分割機
能の有効性を示すことである．

Tomcat にてサーブレットを作成した．サーブレットに対
し，特定の URL を HTTP リクエストにて送ることにより

6.2 実験の概要

指定した領域データを XML 形式にて出力として返す．

本実験では，提案手法の有効性を示すため，入力した緯

領域データ提供サーバに入力するパラメータは，緯度経

度経度座標を線で繋ぐことで領域の境界を作成する従来の

度座標群，周回道路の選択方法，結合の有無などである．

手法と提案手法をプロトタイプシステムを用いることで比
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6.3 結果と考察
手法別の結果をを表 5 に示す．また, 練習の有無での結
果を表 6,7 に示す．表 5 の手法の「結合のみ」というのは，
提案手法を用いる際に，結合を終えた時点でのデータであ
る．表 5 を見ると, 大まかな領域を作成する場合, 提案手法
を用いた方が少ない時間と操作回数で領域を作成でき，正
確に作成する場合は, 従来手法とほとんど同じ精度で領域
を作成できることがわかる．表 6,7 を見ると，練習有りの
場合では, 提案手法が従来手法よりも領域作成に要した時
間が少ないことがわかる．また，作成した領域の精度は，
練習の有無において大きな変化が見られないが，領域作成
に要した時間と操作回数においては, 練習有りの方が良い
結果が得られた．これにより, 提案手法では，習熟度を上げ
ることで，よりスムーズに領域を作成できることがわかる．
表 5
図 7 プロトタイプシステムのインターフェース

較を行う．
実験方法は，緑地・公園等の領域データが存在する領域

実験結果

手法/項目

適合率

再現率

f値

操作回数

時間 (ms)

従来手法

97.29

95.32

96.25

25.53

42191

結合のみ

84.90

99.35

91.40

5.74

18503

提案手法

92.27

98.76

95.35

16.17

49911

に対して，従来の手法，提案手法を用いて実験を行う．被
験者には，指定した特定の領域 (実領域) を，従来手法，提

表 6

案手法の２つの手法を用いて作成してもらう．提案手法を

実験結果 (練習あり)

用いる場合には，周回道路を結合した時点で，作成した領

手法/項目

適合率

再現率

f値

操作回数

時間 (ms)

域のデータ，操作回数，要した時間などを記録する．そし

従来手法

97.33

96.30

96.79

26.86

39347

て，分割後のデータと比較し，領域の精度，操作回数，要

結合のみ

84.78

99.35

91.33

3.08

12000

した時間などの変化を記録する．被験者は 12 人とし，練

提案手法

92.28

98.64

95.30

12.44

38272

習の有無で２つのグループに分けて行う．練習では, 対象
領域を作成する前に２つの領域を作成してもらう．また,

表 7

対象領域は６箇所とした．本実験では以下の項目に関する
検証を行う．

実験結果 (練習なし)

手法/項目

適合率

再現率

f値

操作回数

時間 (ms)

• 作成した領域の実領域に対する精度

従来手法

97.24

94.34

95.71

24.19

45035

• 作成に要する時間や操作性などのユーザビリティ

結合のみ

85.01

99.36

91.46

8.39

25007

提案手法

92.23

98.89

95.40

19.89

61550

本実験において，精度に関する評価尺度として再現率，適
合率，f 値を用い，比較する．領域データの実領域を A，
本実験で作成する推定領域を B とした場合，再現率とは

R =

A∩B
A

にて求められ，求めたい領域に対し，推定領

域がどれだけの割合満たしているかを表す．適合率とは，
A∩B
B

次に，領域別の結果から考察を行う．領域別の実験結果
を表 8 に示す．表 8 の項目「時間の差」，「操作回数の差」
は，提案手法で領域作成に要した時間，操作回数から従来

にて求められ，推定領域に対し，求めたい領域

手法で領域作成に要した時間，操作回数を引いた値を表し

がどれだけの割合含まれているかを表す．また，f 値とは

ている．表 8 を見ると，領域 D，E，F では，提案手法の

P =

2×P ×R
P +R

にて求められ，適合率と再現率の調和平均を

方が作成に要した時間が短いことがわかる．領域 E，F は

取った値である．また，Ｒ，Ｐ，Ｆは大きいほうがよい値

分割回数が 0.5 回を下回っていることから，周回道路を結

であり，精度が高いと判定できる．また，ユーザビリティ

合して作成した領域の境界が実領域の境界と類似している

の評価として操作回数，作成時間を比較する．ここで操作

と考えられる．領域 C に関しては，領域作成に要した時間

回数とは，クリック回数，ドラッグ回数，ボタン操作回数

が従来手法よりも大幅に多くなっており，これは領域作成

の合計である．また，周回道路をも落ちいた手法では，分

に要した分割回数が多いことが起因しているのだと考えら

割した回数も記録する．被験者には，実験後にユーザビリ

れる．

F =

ティに関するアンケート調査を実施した．

よって，従来手法よりも提案手法の方が，実領域の境界
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が道路に沿っている施設に関しては，領域作成に要する時

明する．DIME とは地理情報システム (GIS) における領域

間と操作回数が少なくなる．また，領域作成に要する分割

管理に用いられるデータ構造の１つである．図要素として，

回数が多くなると，領域作成に要する時間が増えることが

ポイント (点)，ライン (線分)，ポリゴン (面) の三種のベ

わかる．

クター型データの基本図形をノード，チェイン，ポリゴン

また, 被験者に行ったアンケート結果を図 8 に示す．「操

の関係で表し，各図形の ID からリレーショナルデータと

作が疲れる」,「作業が面倒だ」,「思い通りの領域が作れ

して別途付与する形式である．ノードとは線分の始点と終

た」の項目に関しては, 提案手法が良い結果を得ることが

点，あるいは二本以上の線分の交点を表し，二次元座標で

できた．周回道路を用いて領域を作成する場合, 周回道路

は (x,y) の座標値で表される特別なポイントである．チェ

を結合した時点で, 対象領域とほとんど同じ形状をしてい

インは始点のノードと終点のノードで指示される方向性を

る場合があるため, 「操作が疲れる」,「作業が面倒だ」の

持つ線分として表現される．ポリゴンは複数のチェインの

項目で良い結果が得られたのだと考えられる．

組み合わせからなる面で，構成されるチェインの並びには
時計回り (あるいは反時計回り) の一定の方向が規約とし
て指定される．
この研究では，道路ネットワーク上領域管理するために

DIME を用いてデータベース化するアルゴリズムが提案
されている．この論文においては，２万５千分の１の地図
データの道路ネットワークの１つのサンプルから DIME 構
造を構築しており，道路リンクの始点と終点以外の補間点
を考慮している．しかし，サンプル間の境界により構成さ
れるポリゴンデータが考慮されておらず，全てのデータを

DIME 構造に反映されていない．
最後に，ArcGIS[7] について説明する．ArcGIS とは，地
理情報を収集，整理，管理，解析，伝達，および配布する
図 8

アンケート結果

ための包括的なシステムである．ArcGIS では，ポリゴン
の作成，ポリゴンの合成，ポリゴンの分割などの機能を提

さらに, 提案手法に良かった点, 不十分だった点について

供している．ポリゴンの作成では，クリックで頂点となる

以下のようなコメントを頂いた．良かった点としては,「素

点を指定していき，頂点の間を直線で結びポリゴンを作成

早く大まかな領域を簡単に選択できる」,「領域の細かく入

する．また，複数の頂点を対話的に削除したり，移動した

り組んだ部分が周回道路で近似されていて修正しなくて良

りもでき，頂点間の直線を曲線やベジェ曲線に変更するこ

い」，「操作回数が少なくて楽だった」などが挙げられた．

とも可能となっている．ポリゴンの合成では，元々のポリ

不十分だった点としては,「選択する前に周回道路の形が見

ゴンに属性を持たせていれば，その属性値をもとに合成可

えた方が良い」,「操作が直感的には分かりづらく, 操作を

能である．例として，同じ市町村名ごとや地目ごとに合成

間違えやすい」, 「余分な領域ができてしまった時に，消

などが挙げられる．ポリゴンの分割では，元のポリゴンを

す作業が面倒」などが挙げられた．

完全に横断するラインを必要に応じて作成することで，ポ
リゴンを分割する．

7. 関連研究

8. おわりに

本章では，関連している研究について述べる．
まず，道路幅を考慮した拡大周回道路作成手法 [5] につ

本稿では，周回道路と代表地点とを一意に対応付けるた

いて説明する．この研究では，周回道路を道路幅を考慮し

め，周回道路を結合，分割する機能を実装し，これらの機

て拡大する手法が提案されている．周回道路を与えられる

能を用い，対話的に領域データベースを作成するシステム

とその周回道路を含む，より幅の広い周回道路を取得し，

を提案した．また，提案手法の有効性を示すため，提案手

その領域と幅の狭い道路の拡大周回道路で囲まれた領域の

法を実装したプロトタイプシステムを用い，評価実験を

論理積を取ってできる領域を囲む道路を拡大周回道路と

行った．

している．これにより，道路幅の広い道を境界として重視

評価実験の結果，境界が道路に沿っている領域や少ない

した拡大周回道路を生成することが可能となっている．ま

分割回数で作成可能な領域に関しては，従来手法よりも提

た，上記拡大周回道路が幅の広い道とだけ一致した場合は

案手法の方が有効であることが示せた．また，提案手法は

には，道路幅の広い周回道路を用いて拡大を行っている．

習熟度によって，領域作成に要する時間と操作回数の結果

次に，DIME 構造を用いた領域情報管理 [6] について説

が良くなることが分かった．
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項目/領域

A

表 8 領域別実験結果
B
C

0.92

1.25

4.58

1.17

0.33

0.5

31458

44236

164056

25633

13464

20621

時間の差

3441

4561

53334

-8501

-5219

-1294

9.75

16.67

52.25

7.92

3.58

6.83

-5.92

-5.66

-18.08

-13.33

-7.17

-6

評価実験の際，被験者から「操作方法がわかりにくい」
，
「事前に周回道路がどのような形か見えていた方が良い」な
どの提案システムにおける不十分な点を挙げられたので，
今後の課題として，それらの不十分な点の改善を行って
いく．

謝辞
本研究は JSPS 科研費 26330136，25700009 の助成を受
けたものです．ここに感謝の意を表します．

参考文献

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
[8]
[9]
[10]

[11]

F

時間
操作回数

[2]

E

分割回数

操作回数の差

[1]

D

樋川貴一，山本大介，片山喜章，高橋直久: ”XML を用い
た WEB サービス用施設領域 DB サーバの構築”，情報処
理学会第 74 回全国大会，1P-7，2012/3.
樋川貴一，山本大介，高橋直久: ”領域リバースジオコー
ダーの実現と旅程生成システムへの応用”，電子情報通信
学会，2012/12.
伊藤広記，山本大介，高橋直久：周回道路データベー
スの構築とそれに基づく高速な周回道路導出手法, 第３
回データ工学と情報マネジメントに関するフォーラム
(DEIM2011), B4-3,2011.02.
Daisuke Yamamoto, Hiroki Itoh, Naohisa Takahashi,
”One Click Focusing: An SQL-based Fast Loop Road
Extraction Method for Mobile Map Service”, Proceedings of the 4th In- ternational Conference on Advanced
Geographic Information Systems, Applications, and Services (GEOProcessing 2012), pp.7-16, Valencia, Spain,
2012.1.30.
伊藤広記, 山本大介, 高橋直久：道路幅を考慮した拡大周
回道路生成手法とモバイルマップへの応用, 情報処理学会
モバイルコンピューティングとユビキタス通信研究会第
64 回研究発表会, MBL64ITS51-24, 2012.11.
劉櫻，大沢裕，DIME 構造を用いた領域情報管理，電子情
報通信学会ソサイエティ大会講演論文集 1996 年. 情報・
システム, 293, 1996.9.18.
ArcGIS， https://www.arcgis.com/(2014.02.04 参照)
Wise, S. (2002). Spatial indexing, GIS Basic(pp. 113132), London: Taylor & Francis.
Java テクノロジ，サンマイクロシステムズ
http://jp.sun.com/java/(2014.02.04 参照)
MySQL 世界でもっとも普及している、オープンソース
データベース
http://www-jp.mysql.com/(2014.02.04 参照)
Apache Software Foundation - Apache Tomcat http:
//tomcat.apache.org/index.html(2014.02.04 参照)

― 574 ―

