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アクセス経路生成機能を有する道路総描システム
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概要：近年，商業施設の広告，観光地の案内図などで略地図を見る機会は多い．しかしながら，略地図は
自動生成が難しく，略地図生成には時間と労力がかかる．そこで，我々は，ストローク（道なりに続く道
路）の長さとその沿道の施設数がストロークの重要性に影響を与えるという点に着目し，重要性の高いス
トロークを選択的に描画する道路ネットワーク総描方式を提案・開発してきた．しかし，この方式で選択
した道路ネットワークをそのまま表示するといくつかの問題点がある．そこで，次の特徴を持つ道路総描
システムを提案する．(1) ストロークの交差点に着目して道路の形状を簡略化して道路ネットワークのデー
タ量を減少させ，道路を簡略化して描画する．(2) 幹線道路のストロークは長くなる傾向があるため，スト
ロークの長さに応じて幅を広げて道路を描画して，幹線道路を強調描画する．(3) 総描の際に道路の選択結
果に依存せずに多数の道路を含む地図を背景として重ねて描画する．このとき，必要に応じて背景描画を
抑止して，総描道路の視認性を向上させることができるようにする．(4) 描画対象となっている道路ネット
ワークへのアクセス経路のない施設に対して，アクセス経路の距離と，アクセス経路内のストローク数を
考慮してアクセス経路を生成して道路ネットワークへ追加する．
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図になる．しかしながら，略地図は自動生成が難しく，略

1. はじめに

地図生成には時間と労力がかかる．また，略地図は静的な

近年，GoogleMaps[1] をはじめとする多くの Web マッ
プサービスが普及している．これらの Web マップは地
図を手軽に見ることができ，多くの人が利用している．

地図であるため，Web マップのように任意の場所の地図を
見せることができない．
そこで，我々は，ストローク（道なりに続く道路）の長

GoogleMaps など多くの Web マップでは，紙の地図と同様

さとその沿道の施設数がストロークの重要性に影響を与

な複数の縮尺の地図画像を事前に準備し，描画時に，指定

えるという点に着目し，重要性の高いストロークを選択的

された縮尺の地図画像を選択して提示している．さらにそ

に描画する道路ネットワーク総描方式を提案・開発してき

の上に，店舗情報や，GPS トレースなどの位置コンテンツ

た [2]．この方式では，画面の大きさと，ユーザが選択した

を重ねて表示する．この結果，携帯端末のような小さな画

施設カテゴリに応じて道路を動的に選択することにより，

面に表示する場合や，位置コンテンツが大量にある場合な

良好な接続性を保持しながらも，密度を抑えて視認性が高

どに，視認性が著しく低下することがある．

い道路ネットワークをリアルタイムで描画する機能を実現

一方で，商業施設の広告，観光地の案内図などは Web
マップではなく略地図を見る機会は多い．略地図は道路や

している．
しかし，この方式で選択した道路ネットワークをそのま

施設などの地図オブジェクトの選択，配置，形状などを変

ま表示したマップは次のような問題点がある．

えて地図を簡略化，抽象化して描画する（総描）地図であ

問題点 1 道路ネットワークのデータ量が必要以上に多く

る．これにより，携帯端末などの小さな画面でも見易い地

なり描画時間とデータ転送時間が長くなることがあ
る．また，小さな画面では，細かい道路形状の変化が

1

名古屋工業大学大学院工学研究科
Graduate School of Engineering，Nagoya Institute of Technology

道路ネットワークの視認性を低下させることがある．
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問題点 2 色と幅が同じ線で描画すると幹線道路と脇道な

式 (1) では，そのストロークに隣接している施設数が与え

どの区別を付けにくくなり，スクロールしながら長区

る重要度への影響，式 (2) では，そのストロークの長さが与

間道路を追跡するのが容易でないことがある．

える重要度への影響を計算し，式 (3) では，そのストロー

問題点 3 縮尺が変化したり選択した施設の種類が変化し

ク選択に用いるストロークの重要度を計算している．3 つ

たりすると道路ネットワークが変化して，ユーザが見

の式から分かるように，ストロークの重要度はストローク

ていた道路が消えてしまうことがある．

に隣接している施設数が多いほど，ストローク長が長いほ

問題点 4 ユーザが注目する施設から描画された道路ネッ

ど高くなる．このことから，大通りや多くの施設が並んで

トワークへの経路（アクセス経路という）が描画され

いるストロークはストロークの重要度が高くなるという特

ないことがある．

徴を持つ．

アクセス経路の有無の例を図 1 に示す．図 1 のピンは施

また，重要ストロークの選択は式 (4) で計算されるスト

設の位置，太線は選択され，描画される道路，細い線はそ

ローク占有率が 0.1 を超えるまで、重要度が高い順に描画

の他の描画されない道路を表す．

するストロークを追加していくという方法で行っている．

本論文では，上記の問題を解決し，視認性の高い道路総

• ストローク占有率
ストローク長 × ストロークの太さ/画像の大きさ (4)

描を実現すると同時にアクセス経路を生成する手法を提案
する．

図 1 アクセス経路の有無の例
図 2

fat-stroke 道路総描システムの実行画面

2. fat-stroke 道路総描システム
fat-stroke 道路総描システムは長いストロークと沿道の
施設数が多いストロークを優先的に選択して描画する道
路ネットワーク総描方式を実装したシステムである．fat-

3. 提案システムの概要
提案システムは以下の特徴を持つ．

stroke 道路総描システムの実行画面を図 2 に示す．施設カ

特徴 1 ストロークの交差点に着目して道路の形状を簡略

テゴリ，地図の表示範囲，縮尺が指定されたとき施設の位

化して道路ネットワークのデータ量を減少させ，道路

置情報，重要ストロークを描画するという機能を持つ．地

を簡略化して描画する．

図の表示範囲，縮尺を入力すると fat-stroke 道路総描シス

特徴 2 幹線道路のストロークは長くなる傾向があるため，

テムは研究室のサーバ内のストロークデータベースから

ストロークの長さに応じて幅を広げて道路を描画し

表示範囲内のストロークデータを取得する．取得したスト

て，幹線道路を強調描画する．

ロークデータからストロークの重要度は次のように計算さ

特徴 3 総描の際に道路の選択結果に依存せずに多数の道

れる．

路を含む地図を背景として重ねて描画する．このとき，

• 施設データの重要度

必要に応じて背景描画を抑止して，総描道路の視認性

0.3 × 隣接している施設の数/地図上の施設の総数 (1)
• ストロークデータの重要度

を向上させることができるようにする．
特徴 4 描画対象となっている道路ネットワークへのアク

0.7 × ストローク長/地図上のストローク長の合計 (2)

セス経路のない施設に対して，アクセス経路の距離と，

• ストロークの重要度

アクセス経路内のストローク数を考慮してアクセス経

(施設データの重要度+ストロークデータの重要度)/2
(3)

路を生成して道路ネットワークへ追加する．
提案システムの構成図を図 3 に示す．図 3 において，特
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徴 1，特徴 2 を実現する機能として道路簡略化機能，特徴 3
を実現する機能として地図画像表示切替機能，特徴 4 を実
現する機能としてアクセス経路生成機能を実装している．

(a) 道路ネットワーク

(b) (a) におけるストローク

図 3 提案システムの構成図

(c) fat-stroke 道路総描シス
テムの出力例

3.1 提案システムで使用するデータ [3]
図 5

3.1.1 道路ネットワーク

道路ネットワークとストロークの例

道路ネットワークには，ポイント，ノード，アークの 3
つのデータがある．ポイントは，道路上の点を表し，位置

3.1.3 ストロークネットワーク

座標 (緯度，経度) からなり，道路の形状を表すためのデー

ストロークネットワークのデータ構造を図 6 に示す．ス

タである．ノードは，道路ネットワークの交差点であり，

トロークネットワークは複数のストロークから構成され，

アークは始点ノードから終点ノードに至る道路で，道路上

SN ノードと SN リンクの 2 つのデータを持つ．SN ノー

のポイントの系列で表す．リンクはアークとノードをまと

ドは，ストロークの交点または端点である．SN リンクは，

めたものである．道路のデータ構造を図 4 に示す．

SN ノード間を結ぶリンクの系列である．

図 4 道路データ構造

図 6

3.1.2 ストローク [4]

SN ノードと SN リンク

3.2 道路簡略化機能

ストロークは認知心理学に基づいて道路ネットワークを

道路簡略化機能機能は，描画する道路の簡略化とスト

グルーピングしたものであり，直観的には道なりに続く

ロークの長さに基づいて幅を広げて道路を描画することに

道路に対応する．道路ネットワークの例を図 5(a) に示す．

よって，道路ネットワークのデータ量の減少，視認性の向

黄色い丸で示されているのがノードであり，青い線で示さ

上，幹線道路と脇道などの区別を付けやすくする機能であ

れているのがリンクである．また，(a) におけるストロー

る．道路の簡略化は SN ノード以外を間引くことによって

クを図 5(b) に示す．黒丸で示されているのが SN ノード

実現する．したがって，ノードの間引きは始点，終点，描画

であり，青色の線と矢印で示されているのがストロークで

するストローク同士が交差しているノード以外を間引くと

ある．例えば，(a) における (L5，L10，L17) が (b) のスト

いうことになる．これは，ストロークの交差点の位置情報

ローク S3 を構成している．さらに，fat-stroke 道路総描シ

を保持するためであり，交差点の位置情報は目印などユー

ステムの出力例を図 5(c) に示す．黒丸で示されているのが

ザにとって有益だと考える．

SN ノードであり，白丸で示されているのがノードである．
fat-stroke 道路総描システムによって S4，S5，S9 が選択さ

3.3 地図画像表示切替機能

れなかったので白丸のノードではストローク同士が交差し

地図画像表示切替機能は，操作パネルのボタン入力によっ

ていないため，白丸のノードは SN ノードとはならない．

て地図画像の表示，非表示の切替を行う機能である．ここ
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では，地図画像はサーバーから取得した OpenStreetMap
変数名

の地図のことを指す．多数の道路を含む地図画像を背景と
して重ねて描画することによって，ユーザが描画されてい
ない道の有無を認識することができる．また，地図画像を
非表示にし，道路，施設の位置情報のみを描画することに

表 2 施設のデータ
クラス

説明

facilityId

Long

施設 ID

facilityType

String

施設種別

facilityLocation

Point2D

施設位置

geojson

String

施設位置 (GeoJSON 形式)

より，道路や施設の描画を強調する．

GeoJSON 形式 [5] には，GeoJSON オブジェクトの種類

3.4 アクセス経路生成機能
アクセス経路生成機能は，アクセス経路が描画されない
ことがあるという問題を解決するために次の操作を行う．
初めに，地図上のすべての表示施設に対してアクセス経路
を持つかどうかの判定を行う．そして，アクセス経路を持
たないと判定された施設に対して，アクセス経路 (施設に
最も近いノードから重要ストロークへの経路) を生成し，
追加描画する．アクセス経路の生成手法として様々な手法
が考えられるが，本研究ではアクセス経路が経路長，経路
の複雑さにそれぞれ別の特徴を持つように次の 3 種類の手
法を用いて経路を生成し，それぞれ評価する．

を決定する文字列，それぞれの施設の座標が記述されて
いる．

4.2 道路描画の簡略化
fat-stroke 道路総描システムで生成され，GeoJSON 形式
で記述された描画するストロークついて以下の手順で道路
描画の簡略化を行う．手順は図 7 に沿って説明する．
手順 1 すべてノード (左図のすべてのノード) を取得する．
手順 2 描画するストローク同士が交差するノードを取得
する．
手順 3 SN ノード以外のノード (白丸で表されたノード)

手法 1 ストローク数最小の経路を選択する．
手法 2 ストローク数最小の中で最短の経路を選択する．
手法 3 最も近いノードへの最短経路を選択する．

を間引き，ストロークを簡略化する．
手順 4 簡略化したストロークの SN ノード (黒丸で表さ
れたノード) を GeoJSON 形式で記述する．

4. 提案システムの実現法

記述された GeoJSON 形式のファイルが Leaflet の描画機

本章では，提案システムの実現法について述べる．4.1
節では使用しているデータベースの構造について述べる．

4.2 節では道路簡略化機能の実装について，また 4.3 節で
は地図画像表示切替機能の実装について述べ，4.4 節では

能へ出力され，描画される．
道路描画の簡略化を行うためには SN ノードの取得，取
得ノードの間引き，道路の描画の 3 つの要素が必要である．
この節ではそれぞれの実現方法について述べる．

アクセス経路生成機能の実装について述べる．

4.1 使用したデータベース
提案システムを実現するために 2 つのデータベースを使
用した．

4.1.1 ストロークデータベース
ストロークデータベースはストロークの集合で構成され
ている．提案システムで使用しているストロークデータは
表 1 のようになる．

表 1
変数名

図 7 提案システムの道路の簡略化例

4.2.1 ノードの取得

ストロークのデータ
クラス
説明

strokeId

Integer

fat-stroke 道路総描システムでは，ノードの座標を Geo-

ストローク ID

JSON 形式で取得している．しかし，ノード間の距離計算

strokeLength

Double

ストローク長

などを行うため，ノードの座標を Double 型で取得する必

strokeFacilityNum

Integer

隣接している施設データ数

要がある．そのため，図 8 のように，GeoJSON 形式で取

geojson

String

SN ノードの座標

得した座標データを Double 型に変換する．

String 型から String 型で文字列を抜き出す際には，String
クラスで用意されているメソッドである substring を用い
る．また，String 型の数値を Double 型に変換する際には，

4.1.2 施設データベース
施設データベースは施設の集合で構成されている．提案

Double.parseDouble メソッドを用いて行う．Double 型に

システムで使用している施設データは表 2 のようになる．

変換した座標は ArrayList クラス [6] を利用し，x 座標，y
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長さによって変更し，視認性の向上，幹線道路と脇道など

座標に分け格納し，管理する．

の区別を実現する．道路描画の太さは 2 段階に分かれてお
り，描画されているストロークの長さの平均値を閾値に用
いる．

図 8 GeoJSON 形式から Double 型への変換手順
図 9 GeoJSON 形式の記述例

4.2.2 描画するノードの間引き
道路ネットワークのデータ量を減少させるために，描画
するノードを間引く．描画するノードをより少なくすると

4.3 地図画像の表示切替
この節では地図画像の構造と表示切替の実現方法につい

道路ネットワークのデータ量は減少する．しかし，前節で

て述べる．

述べたように交差点の位置情報はユーザにとって有益だと

4.3.1 地図画像の構造

考えた．よって提案システムでは，ストロークの始点，終

fat-stroke 道路総描システムでは OpenStreetMap[8] の地

点，描画するストローク同士が交わる点以外のノードを間

図を Leaflet を用いて地図画像にして表示している．Leaflet

引くという方法で道路の簡略化を実現する．

は図 10 のようにいくつかの層 (pane) から構成されている．

ここでは，ノードの始点，終点とは String 型で取得した
座標列の最初と最後に記述されたノードを指す．

pane には道路描画に用いた直線を表示する層，施設の描
画に用いたピンを表示する層などがある．そのため，地図

描画するストロークを取得する際，描画するストローク
同士が交わるノードを取得する必要がある．

画像表示機能では Leaflet 全体を非表示にするのではなく，
地図画像を表示している層だけを非表示にする．

fat-stroke 道路総描システムで生成された，それぞれの
ストローク S に対して以下の手順でストロークの簡略化を
行う．ただし，ストローク S のノードのリストを N とし，
交差ノードを保持する集合を N’ とする．
手順 1 ストローク S を構成する各ノード n に対して交差
判定を行う．

1-1 n∈N ならば，N’ に n を追加する．
1-2 n̸∈N ならば，N に n を追加する．
手順 2 ストローク S を構成する各ノード n に対して間引
き処理を行う．

2-1 ノード n が始点，終点ならば，ノード n を保持
する．

2-2 n̸∈N’ ならば，ノード n をストローク S から削除

図 10

地図画像の構造

する．
ストローク S が簡略化されたストロークである．以上の手
順を描画するストロークすべてに対して行う．

4.2.3 道路の描画
提案システムの道路総描は Leaflet[7] の道路描画機能を
用いて描画している．Leaflet の道路描画機能は描画する道
路のノードを入力とし，そのノードを辿る折れ線を描画す
ることによって道路描画を実現している．提案システムで
は，描画するポイントの座標を図 9 のように GeoJSON 形
式で記述し，Leaflet の道路描画機能に送っている．
また，提案システムでは道路描画の太さをストロークの
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4.4 アクセス経路の生成
fat-stroke 道路総描システムの必ずしもすべての施設が
アクセス経路を持つとは限らないという問題に対して，ア
クセス経路を生成し，追加描画する．本研究ではアクセス
経路の生成を次の 3 種類の手法で行う．この節ではアクセ
ス経路を生成する 3 種類の手法について説明する．

4.4.1 ストローク数最小の経路選択
アクセス経路上のストローク数が最小になるように経路
を選択する手法である．ストローク数最小の経路例を図

11 に示す．経路長は長く，単純な経路になるという特徴を
持つ．
図 11

道路の簡略化の際に作成した重要ストロークの SN ノー

ストローク数最小の経路例

ドのリスト N，施設データベースから取得した地図上に表
示されているそれぞれの施設 f について以下の手順で経路

4.4.2 ストローク数最小の中で最短の経路選択

を生成する．ただし，ストロークデータベースから取得し

アクセス経路上のストローク数が最小になるように経路

た地図上のストロークのノードのリストを N’，アクセス

を検索し，その中で経路長が最小となる経路を選択する手

経路の SN ノードを保持する集合を R とし，描画するスト

法である．ストローク数最小の中で最短の経路例を図 12

ロークとの交差判定が終了したストロークを構成するノー

に示す．経路長は中くらい，単純な経路になるという特徴

ドを保持する集合を R’ とする．

を持つ．文献 [5] でストローク数最少の中で最短の経路を

手順 1 施設 f に対してアクセス経路の生成判定を行う．

選択する経路探索法 (SPMS 法) について記述されている．

1-1 n∈N’ を満たし，施設 f から最も近いノード n を取
得する．

SPMS 法では，出発地と目的地が一意に決まっている中で
の探索に対して，本研究の手法は施設を出発地とすると目

1-2 n∈N ならば，処理を終了する．

的地は重要ストロークのノードのどれかとなり，一意に決

1-3 n̸∈N ならば，アクセス経路を生成する．

まらないという違いがある．

手順 2 n’∈N’ を満たすノード n’ に対して，n’ を通るスト

道路の簡略化の際に作成した重要ストロークの SN ノー

ロークと描画するストロークとの交差判定をノード n

ドのリスト N，施設データベースから取得した地図上に表

から順に行う．

示されているそれぞれの施設 f について以下の手順で経路

2-1 ストロークデータベースからノード n’ を通るスト

を生成する．ただし，ストロークデータベースから取得し

ローク S を検索し，ストローク S を構成する各ノード

た地図上のストロークのノードのリストを N’，アクセス経

n”を取得する．

路の SN ノードを保持する集合を R，描画するストローク

2-2 n”∈N ならば，n”を集合 R に追加し，交差判定を
終了する．

との交差判定が終了したストロークの SN ノードを保持す
る集合を R’ とし，交差ノードと経路長を保持するリスト

2-3 n”̸∈N ならば，n”を集合 R’ に追加する．

を R”とする．

2-4 生成する経路において n”の 1 つ前に通るノードと

手順 1 施設 f に対してアクセス経路の生成判定を行う．

して n’ を保持する．

1-1 n∈N’ を満たし，施設 f から最も近いノード n を取

2-5 集合 R’ から追加された順にノード n”を取り出し，

得する．

n”に対して交差判定を行う．

1-2 n∈N ならば，処理を終了する．
1-3 n̸∈N ならば，アクセス経路を生成する．

手順 3 手順 2 で求めた交差ノード n”に対して，アクセス
経路の生成を行う．

手順 2 n’∈N’ を満たすノード n’ に対して，n’ を通るスト

3-1 n”の 1 つ前に通るノード n’ を集合 R に追加する．

ロークと描画するストロークとの交差判定をノード n

3-2 n’ = n ならば，処理を終了する．

から順に行う．

3-3 n’ ̸= n ならば，n’ に対してアクセス経路の生成を

2-1 ノード n からノード n’ への経路のストローク数を

行う．

求める．

2-2 閾値 (初期設定 ∞) < ストローク数ならば，交差

集合 R が生成したアクセス経路の SN ノードの集合であ
る．以上の手順を地図上に表示されているすべての施設に

判定を終了する．

対して行う．

2-3 ストロークデータベースからノード n’ を通るスト
ローク S を検索し，ストローク S を構成する各ノード

n”を取得する．
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1-3 n̸∈N ならば，アクセス経路を生成する．

2-4 n”∈N ならば，n”と経路長をリスト R”に追加する．
2-5 集合 R”に初めて要素が追加された際，ストローク

手順 2 ノード n に対して，アクセス経路の生成を行う．

2-1 n’∈N を満たし，ノード n から最も近いノード n’

数を閾値に設定する．

2-6 n”̸∈N ならば，n”を集合 R’ に追加する．

を求める．

2-2 ノード n を始点にダイクストラ法を用いる．

2-7 生成する経路において n”の 1 つ前に通るノードと

2-3 ノード n からノード n’ までの最短経路の SN ノー

して n’ を保持する．

ドを取得し，集合 R に追加する．

2-8 集合 R’ から追加された順にノード n”を取り出し，

集合 R が生成したアクセス経路の SN ノードの集合であ

n”に対して交差判定を行う．
手順 3 リスト R”から経路長が最も短くなる交差ノード

る．以上の手順を地図上に表示されているすべての施設に
対して行う．ダイクストラ法におけるノードの接続は同一

n”を取得し，n”を集合 R に追加する．
手順 4 手順 3 で求めた交差ノード n”に対して，アクセス

ストローク上に隣接してあるかどうか判定することによっ
て取得する．また，ノード間の距離は 2 つのノードの直線

経路の生成を行う．

4-1 n”の 1 つ前に通るノード n’ を集合 R に追加する．

距離を用いる．

4-2 n’ = n ならば，処理を終了する．
4-3 n’ ̸= n ならば，n’ に対してアクセス経路の生成を
行う．
集合 R が生成したアクセス経路の SN ノードの集合であ
る．以上の手順を地図上に表示されているすべての施設に
対して行う．

図 13 最も近いノードへの最短経路例

5. プロトタイプシステム
5.1 システムの概要
提案システムを実現するため，Java 言語 [9]，Javascript

図 12 ストローク数最小の中で最短の経路例

言語 [10] を用いてプロトタイプシステムを実装した．開発
環境として Eclipse[11]，windows10[12]，データベースとし

4.4.3 最も近いノードへの最短経路選択

て PostgreSQL[13] を利用している．また，tomcat[14] を

施設から最も近い重要ストロークの SN ノード (近傍ノー

利用し，web ブラウザ上で動作させる．プロトタイプシス

ド) への最短経路を選択する手法である．近傍ノードとは施

テムは fat-stroke 道路総描システムに，道路簡略化機能，

設から直線距離が最も短くなる重要ストロークの SN ノー

地図画像表示切替機能とアクセス経路生成機能を付与した

ドを指す．最も近いノードへの最短経路例を図 13 に示す．

ものである．プロトタイプシステムで使用しているデータ

経路長は短く，複雑な経路になりやすいという特徴を持つ．

ベースは，研究室サーバ内にあるストロークデータベース，

道路の簡略化の際に作成した重要ストロークの SN ノー

施設データベースの 2 つである．

ドのリスト N，施設データベースから取得した地図上に表
示されているそれぞれの施設 f について以下の手順で経路

5.2 システムの動作

を生成する．ただし，ストロークデータベースから取得し

プロトタイプシステムはデフォルトで地図の中心座標

た地図上のストロークのノードのリストを N’，アクセス経

を [35.157789, 136.93096]，縮尺を OpenStreetMap におけ

路の SN ノードを保持する集合を R とする．

るスケール 16，施設カテゴリを cafe としている．Open-

手順 1 施設 f に対してアクセス経路の生成判定を行う．

StreetMap におけるスケール 16 とは，1/8000 の縮尺であ

1-1 n∈N’ を満たし，施設 f から最も近いノード n を取

る [15]．プロトタイプシステムを起動すると図 14 のよう

得する．

1-2 n∈N ならば，処理を終了する．

にデフォルトで設定された，地図の表示範囲，縮尺と施設
カテゴリで生成された略地図が地図画像を表示した状態で

Copyright (c) 2017 by the Information Processing Society of Japan

― 1194 ―

表示される．地図中では図 15 のように，重要ストローク
は青い線，アクセス経路は赤い線，カテゴリ選択された施
設の位置はピンで表す．

図 16

表 3 アンケート項目
質問内容

番号

図 14 プロトタイプシステム起動画面

実験で用いたアクセス経路

1

略地図におけるアクセス経路の見やすさ

2

略地図におけるアクセス経路の分かりやすさ

3

実際の道路におけるアクセス経路の分かりやすさ

4

アクセス経路の満足度

6.2 実験結果と考察
アンケート結果を図 17 に示す．3 つの施設へのアクセス
経路のすべてにおいて手法 1 の評価は低くなった．これは
アクセス経路の経路長がより長くなるほど通る交差点の数
が増え，どこで曲がるのかが分かりにくくなったためだと
考えられる．このことから，アクセス経路の経路長がより
短い方が満足度の高い経路であると考えられる．また，手
図 15

法 3 の評価は施設によって大きく異なった．施設 A，施設

生成した略地図

B のアクセス経路の評価は最も高く，施設 C の評価は最も
低くなった．これは，施設 C へのアクセス経路が複雑で分
かりにくくなったためだと考えられる．手法 2 は施設によ

6. 評価実験

らずすべての項目において評価が高くなった．よって，ア

6.1 実験方法

クセス経路は経路長が長くなるよりも経路が複雑になる方

5 名の被験者に，プロトタイプシステムを使用してもら
う．実験手順は次のようになる．

• 指定した条件の略地図をプロトタイプシステムを用い
て生成してもらう．条件として，カテゴリはコンビニ
エンスストア，場所は名古屋城周辺と指定した．

がより満足度の低い経路になるという結果が得られた．以
上のことから，基本的には手法 3 を用い，経路が一定上複
雑になったら手法 2 を用い，アクセス経路を生成すると良
いと考えられる．
また，
「曲がる交差点が分かりづらい」という意見が得ら

• 地図の表示範囲，縮尺，施設カテゴリが同じで，それ

れた．これは，重要ストローク，アクセス経路以外の道路

ぞれの手法で生成されたアクセス経路をもつ 3 種類の

を略地図生成の際に間引いたためだと考えられる．この意

略地図を見比べ，Google ストリートビュー [16] を用

見に対して，駅や公園など目印になる施設の描画や描画道

い，アクセス経路の実際の道路を見てもらう．見ても

路上の交差点の表示などで解決できると考える．

らうアクセス経路は，図 16 のようになる．

• 5 段階評価のアンケートに回答してもらう．
ユーザにとって見やすい略地図と，アクセス経路の長さ，
経路の複雑さの関係などを検証するため，以下のアンケー
ト項目に対して回答してもらった．
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