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1. はじめに
近年，GIS（Geographic Information System）の普及に伴い，電子地図の利用が急激に増
加している．電子地図は，地物の属性情報とし
て位置情報，地形，地域名や建物名など様々な
データを扱う[1]ことができる．しかし，電子地
図には多くの情報が含まれるため，空間を認識
するために必要な情報のみを確認することが困
難である．その要因として，目印となるランド
マークの過剰配置[2][3]が挙げられる．そこで，
道案内地図の作成には，ランドマークを適切に
配置することが必要となる．ランドマークを最
適に配置するには，人や動物が脳内で形成する
認知地図を考慮することが有効である．認知地
図に関する既存研究として，目的地付近の地形
を強調する研究[4]やデフォルメ地図自動生成に
関する研究[5]がある．これらの既存研究では，
ランドマークの配置が重要視されていない．し
かし，人が経路をより正確に移動するには，必
要なランドマークのみを地図上に配置する必要
がある．そこで，本研究では，人が経路移動に
用いるランドマークを調査しモデル化する．そ
して，そのモデルを基にランドマークを配置す
る道案内地図作成システムの開発を目指す．
2. 研究の概要
本研究では，ランドマークの種類と配置位置
の出現する割合を基に，ランドマークを配置す
るシステムを開発する．本システムは，１）モ
デル情報の抽出機能，２）ランドマークの配置
機能の２つの機能により構成される．
2.1 モデル情報の抽出機能
本機能では，人が経路を移動するとき，経路
移動に利用するランドマークを明確にするため，
手書き地図作成調査を行い，そのデータを基に，
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ランドマークの種類と配置に関するモデル化を
行う．モデルでは，ランドマークの種類と配置
位置の出現の割合を算出し，各項目の積を利用
する．モデルを表１に示す．
2.1.1 ランドマークの種類に関するモデル化
人が経路を移動するとき，様々なランドマー
クを目印とする．目印となるランドマークは数
多くある．そこで本モデルは，「学校」や
「駅」などのランドマークを６種類に分類する．
そして，種類ごとにランドマークの割合を抽出
する．「有名な建物」は，方向感覚が優れてい
る人が目印とするコンビニエンスストアやスー
パーなどのチェーン店やその地域で有名な建物
を対象とする．
2.1.2 ランドマークの配置位置に関するモデル化
人が経路を移動するとき，曲がり角で印象に
残りやすい目印を記憶する傾向[4]がある．そこ
で，本モデルは，印象に残りやすいとされてい
る「曲がり角」と他に「直線道路」，「目的地
点付近」と「出発地点付近」の４種類にランド
マークの配置場所を分類する．そして，場所ご
とにランドマークの割合を抽出する．
2.2 ランドマークの配置機能
本機能では，2.1 のモデルを基にランドマーク
を地図上に配置する．地図上に配置するランド
マークは，出現の割合により表示サイズを変え
る．例えば，最も出現の割合の高い「曲がり角
に配置されている有名な建物」はサイズ１とな
り，出現の割合の低い「直線道路に配置されて
いる駅」はサイズ 0.5 となる．また，同じ種類の
ランドマークには，同じアイコンを配置する．
3. システムの実証実験と考察
本システムの有効性を確認するために，実証
実験を行った．本実証実験では，大学生 40 人を
被験者とした．被験者を本システムで作成した
道案内地図を利用するグループと市販の地図を
利用するグループに分けた．被験者は，JR 高槻
駅北口から芥川小学校への移動を行った．なお，
被験者には，芥川小学校周辺の地理に詳しくな
い者を選んだ．
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表１
曲がり角
直線道路
出発地点
目的地点
合計（種類）

学校
6.7%
5.9%
2.7%
1.8%
17.0%

駅
8.2%
7.2%
3.3%
2.2%
20.9%

ランドマークの種類と配置位置
公共機関
0.3%
0.3%
0.1%
0.1%
0.9%

有名な建物
14.1%
12.3%
5.7%
3.7%
35.7%

自然物
7.9%
6.9%
3.2%
2.1%
20.0%

その他
2.2%
1.9%
0.9%
0.6%
5.5%

合計（位置）
39.3%
34.4%
15.8%
10.4%
100%

3.1 実証実験
表２ 目的地に到達できた人数
システムの実行結果を図１に示す．本実証実
到達でき 到達できな
験では，大阪府高槻市の電子地図を元データと
た人数
かった人数
して，JR 高槻駅北口から芥川小学校へ向かうた
本システムで作成した地図
16 人
４人
めの道案内地図を作成した．被験者は，本シス
市販の地図
10 人
10 人
テムで作成した地図，または，市販の地図を見
表３ 実験に関するアンケート結果
ながら徒歩で目的地へ移動した ．
アンケート項目
システム
市販
本実験では，通常 10 分必要とするルートを
4.3
3.9
地図は役に立ったか
10 分以内に目的地へ到達できた人数と被験者の
4.2
3.2
ランドマークを見つけられたか
実験終了後のアンケートによって評価を行う．
3.8
3.3
容易に到達することができたか
アンケートの項目は，「地図は役に立ったか」，
3.9
3.7
地図をまた使いたいか
「ランドマークを見つけられたか」，「容易に
4. おわりに
到達することができたか」と「地図をまた使い
本研究では，ランドマークの配置をモデル化
たいか」として，各項目に対する評価を５段階
し，そのモデルを基に道案内地図を作成するシ
で行った．
ステムを開発した．実証実験により，本システ
ムの有効性を確かめた．また，認知地図を考慮
したランドマークの配置が道案内地図に効果的
であるとともに，個人の認知地図形成の役に立
つことを示すことができた．今後は，性別や年
齢といった個人情報や方向感覚といったユーザ
ごとの特徴を考慮し，個々のユーザに最適な道
案内地図の作成を行うことを考えている．
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