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Abstract This paper aimed to propose a method to combine automatically road networks divided by 
surrounding frameworks and municipal boundary for urban analysis. We need to integrate the road 
network data because most of spatial data are usually divided by surrounding frameworks and municipal 
boundary. In addition, there is no unique attribute data to combine the road data using Geographic 
Information System (GIS). We consider not only the topological data like the degrees of nodes, but also 
the attribute data in relation to surrounding frameworks. At first, we survey the available digital maps 
which include polyline data of road networks and the effect of file divide. Then we develop the algorithm 
to combine automatically and apply the tool to the digital maps 2500 and 25000 of the Geographical 
Survey Institute, Japan. 
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1. はじめに 

本稿は，都市空間解析における地理情報システム

（Geographic Information System: GIS）の利便性の向

上を目指して行っている研究のうち，図郭などで分断さ

れた道路ネットワークデータの自動結合に関する研究の

報告である．  
都市空間解析においては，様々なデータを取り扱う（柴

崎10)，明野・平井1)）．その中でも道路ネットワークデー

タを用いた研究事例は数多く存在する．例えば，道路網

の形態的な特徴を把握する分析（東海林・貞広12)，安井・

貞広14)，渡部13)など）ではデータとして，道路中心線デー

タよりリンク・ノードデータを抽出したものより，交差

点ノード間を結ぶ線分をリンクとして定義したものを使

用する場合が多い．最近では，こうしたデータの取得に

各種の空間データを用いる場合が多くなってきた．上述

のように，分析において使用する空間データは，多くの

場合，全くの加工を施さずに用いることは希なことであ

る．その理由は様々あり，かつその背景が多岐にわたる

ため，包括的な整理は稿を改めるべきだと思われるが，

その理由の１つに，図郭などの人為的な空間単位によっ

て図形が分断される現象があげられる． 
もともと図郭とは，矩形の紙面に定形領域の地図を描

画するために用いられてきた概念であり，地形図や都市

計画基図などは，図郭単位で整備されてきた歴史がある．

近年，カーナビゲーションシステムなどに代表される地

図のデジタル化に関する技術革新により，見た目には図

郭の境目にとらわれないスムーズな地図表示が可能とな

り，もはや図郭を意識することなく地図を利用している

ことが多い．しかし，地図データの整備・配布の面から

見ると，未だ図郭線や行政界によって分割されたファイ

ルを編成し，配布されることがある．そのため，実空間

や見た目ではつながっている道路でも，データ上の図形

単位では分断されているといった場合も少なくない．こ

の「見た目ではつながっているが，幾何学的には分断さ

れている」という現象を含む道路データは，上述のよう

なリンクとノードを用いた解析においては，あまりうれ

しくない．それは，人為的な境界により幾何学的に分断

されたデータは，空間上に存在しないノードとそれに接

続したリンクで構成されるため，これらの空間上に存在

しないデータをも分析の対象としているということが考

えられるからである．すなわち，分断されたままのネッ

トワークデータを用いた分析が，実際の空間の記述がど

こまでできているのか，この観点を見落としている可能

性がある． 
これらの問題を回避するためには，あらかじめ図郭な

どの人為的な境界で分断されたデータを幾何学的に結合

する処理が必要である．その処理にGISソフトウェアを

用いることは一見有効なように考えがちである．しかし， 
GIS ソフトウェアを用いて分断された道路ネットワーク

を半自動的に結合するには，多くの場合，キーとなる道

路固有の（ユニークな）属性値が必要となる．しかし，

国道などの主要幹線道路や格子状市街地などを除いて，

わが国では名称のない道路が多いため，道路データにユ

ニークな属性を付与しておくことは現状では困難である．

仮に，全ての道路にユニークな属性を付与することが困

難であっても，隣接図郭間の整合性の観点からは，図郭

などをまたぐ道路には何らかの識別子（フラグ）を付与

しておくだけでも状況はかなり好転すると考えられる．
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事実，近年の空間データの整備に伴い，隣接図郭間のデ

ータの整合性を考慮した道路データが流通しているとい

われている．ただし，どういった道路データが隣接図郭

間のデータ整合性を考慮しているのかについての整理や，

データ属性や隣接関係を利用して道路データ結合を行う

際の注意点についてまとめたものは管見では見あたらな

い． 
そこで以下では， 

・ 図郭間のデータ整合性に関する既存研究及びデータ

種別・製品に関する調査・整理 
・ 図郭線や行政界といった人為的な境界によりファイ

ル分割された道路ネットワークの分断状況の分析 
・ 分断状況の整理に基づく道路ネットワークデータの

結合アルゴリズム 
について述べる． 

 
2. 図郭間のデータ整合性に関する調査・整理 

本章では，図郭間のデータ整合性に着目した既往研究

の整理と，現状のGISデータの図郭などのファイル分割

の方法と隣接ファイル間の座標及び位相構造の整合性に

ついての調査を行った． 

2.1. データ整合性に関する既往研究 

貞広7)や古跡6)において，図郭によるデータ管理の利点

と分断されたラインデータ・ポリゴンデータの結合につ

いて述べられている．しかし，模式的な手法が提示され

ているに過ぎず，実際のGISデータを用いて計算機プロ

グラムで実装するためのデータ構造・属性の考慮や，結

合対象の判定についての具体的方法については記述され

ていない． 
実際のGISデータの利用を前提とした研究では，主に

リンクとノードの接続関係について構造化されていない

データについて，より整合性を高めたデータ作成のため

のアルゴリズム開発を目的としている．神郡3)では，「数

値地図10000(総合)」を対象にポリゴンデータである道路

境界線の位相構造を構築しているが，図郭結合や道路中

心線データを用いた分析を行っていない．阪田5)では，「東

京都都市計画地理情報システム」（以下，東京都GIS）を

対象にして，建物や土地利用現況などのポリゴンデータ

を対象に，データ整合性の問題点の指摘や自動的に結合

するアルゴリズム開発を行っている．しかし，ポリゴン

データとラインデータでは位相構造が異なるため，ライ

ンデータの結合を目的としたアルゴリズムの検討が必要

である．  
本研究の目的としている道路ネットワークの結合を扱

った既往研究としては，佐藤他9)があげられる．佐藤では，

東京都GISの道路データを対象に図形情報を用いて対話

的に図郭分断のリンク結合を行う手法の提案を行ってい

るが，リンク属性の考慮や大規模なデータに対して自動

的に結合する方法については検討されていない． 

2.2. 道路データ整備の現状把握 

現在，GISデータは用途に応じて国内外・官民の様々

な機関によって整備され，一般に配布・販売されている． 
JACIC15)，測技協16)用いて道路データを含むGISデータを

リストアップし，道路中心線データの有無，図郭による

データ管理の有無，図郭分断による影響の有無について，

パンフレットやヒアリングによって調査を行った．その

内，地図情報レベル 2500 および 25000 について，道路

中心線の含まれるデータをまとめると表1のようになる．

そして，ファイル分割の方法と隣接ファイル間の座標及

び位相構造の整合性について，下記のような傾向が見ら

れる． 
・ ファイル分割：ほぼ全てのデータが，図郭によって

領域分割されてファイル編成されている． 
・ データ整合性：隣接図郭での座標の整合性はほぼ全

てのデータにおいて保証されており，分断されたノ

ード情報を保持して位相構造を保つようにしたデー

タもある． 
 
表1 道路中心線データのある主なGISデータ 

機関名 地図情報レベル2500 地図情報レベル25000

国土交通省国土地

理院 

数値地図2500(空間デー

タ基盤) 

数値地図25000(空間デ

ータ基盤) 

東京デジタルマッ

プ(株) 

東京都縮尺1/2500 地形

図 
－ 

(株)昭文社 MAPPLE2500 MAPPLE25000 

北海道地図(株) － GISMAP for Road 

(株)アルプス社 
－ 

ナビゲーション道路地

図 

国際航業(株) 

住友電気工業(株)
－ 

全国デジタル道路地図

データベース 

 

3. 道路網の分断状況の把握 

 本章では，東京23区の道路網を例にどの程度道路網が

分断されているのかを把握し，その分断パターンの抽出

を試みる． 

3.1. 分析対象データ 

 本研究では，「数値地図2500(空間データ基盤)」（以下，

数値地図2500）及び「数値地図25000(空間データ基盤)」
（以下，数値地図 25000）を対象とする．地図データは

ともに国土地理院のウェブサイト6)よりダウンロードす

ることができ，それぞれの特徴をまとめると表 2 のよう

になる5)．これらは同一機関によって整備されているが，

地図情報レベルによってデータ作成や用途の違いにより

異なる点が多くみられ，道路ネットワークの分断につい

て多様な分析が行えられると考えている． 
そして，道路ネットワークの結合の際に利用できる情

報についても違いが見られる．数値地図2500 では，「図

郭・端点タグ」が位置（図郭４辺，４頂点）や座標系境

界，連結・非連結の違いによって36種類のコードが用意
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されている．一方，数値地図25000では，道路接点デー

タはあるが座標値のみで，ノード図郭や行政界などによ

る分断と認識できる属性値はない．  
 
表2 数値地図データの概要 

 数値地図2500 数値地図25000 

作成下図 都市計画基図 1/25000地形図 

作成範囲 都市計画区域 全国 

提供ファイル単位 図郭単位 市区町村単位 

図郭単位 国土基本図（地図情報

レベル2500） 

標準地域メッシュ（第

二次地域区画） 

図郭サイズ 東西2km×南北1.5km 経度7.5分×緯度5分

（約10km×10km） 

図郭を識別できる

ノード属性値 

図郭・端点タグ なし 

 

 

3.2. 東京23区の道路網での例 

図1・図2は，東京23区を含む道路データを図示した

ものである．ピンク色の道路網に対して，水色のリンク

が図郭や行政界など人為的な境界により分断された道路

である．水色リンクが連続している箇所は，主に首都高

速道路のように長いリンクがある場合に見られる． 

数値地図 2500（図 1）では，図郭接合を識別するノー

ド属性値があるため，黄色い線である図郭と交差する道

路リンクのみを抽出することができている．一方数値地

図25000（図2）では，ファイル分割に使われている図郭

と行政界だけでなく，幹線道路や河川などの広域的な線

的施設の影響が見られる． 

表 3 は入力した道路データの概要である．データ範囲

が，数値地図2500 では23 区を内包する図郭であるのに

対し，数値地図25000では23区境界であるため，全く同

じ範囲ではない．そのため，直接的な比較はできないが，

ほぼ同じ領域を対象としているとみなしても，リンク

数・ノード数では約3倍の違いが見られる．理由として，

地図情報レベルによるデータ取得基準の違いから，大縮

尺の地図はより狭幅員の道路を取得しているため，蒸気

のような違いが見られる． 

分断されたリンクを結合することによって，処理前後

でのデータ数の変化の比較を行う．結合処理の前後では，

道路延長は原則的には変化しないため，ノード数とリン

ク数について見てみると表4・表5のようになる．分断に

よって影響を受けていたリンクデータは，数値地図2500

では3％程度，数値地図25000 では10％程度と，無視で

きないくらい大きな数であることが分かる．  

 

表3 東京23区道路データの概要 

 数値地図2500 数値地図25000 

総ノード数 280,052 88,952

総リンク数 377,937 136,413

総道路延長(m) 18,522,404 11,010,664

 

 

 

図1 東京23区の道路データ分断状況（数値地図2500） 

 

 
図2 東京23区の道路データ分断状況（数値地図25000） 

 

表4 東京23区道路網の結合処理結果（数値地図2500） 

 ノード数 リンク数 

処理前 280,052 377,937

処理後 256,520 366,187

削減率 9% 3%

 

表5 東京23区道路網の結合処理結果（数値地図25000） 

 ノード数 リンク数 

処理前 88,952 136,413

処理後 75,986 123,666

削減率 17% 10%
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3.3. 分断パターンの抽出 

上記道路網での分析結果から，道路リンクが分断され

ているパターンの抽出を試みた．その結果として，分断

されていると考えられるノードとリンクは，下記の３つ

の関係により判定することが明らかになった． 

・ ノードの属性（図郭との接合） 

・ ノードの接続次数（ノードに接続するリンク本数） 

・ リンクの属性（高架・地下など道路構造や幅員など） 

ノード属性で図郭との接合が認識できれば，探索すべ

きノードが特定できる． 

ノードの接続次数を用いることで，リンクとノードの

接続関係から交差点かどうかの判断ができる．接続次数

が2である場合は，交差点ではないので結合対象となり，

またリンクペアが容易に特定できる．しかし，図 3 のよ

うに接続次数が 2 以上である場合は，次章で説明するよ

うに，結合する対象リンクのペアを探索し特定する必要

がある．  

リンク属性については，データ項目や分析の目的によ

って様々である．リンク属性を考慮することによって，

結合対象リンクのペアに対して，種別の異なるリンクを

結合させないといった処理が可能となる．  

 

 結合対象ノードについて，パターン別の分類とその個

数は表6のようになる．結合パターンi)(a)が大部分を占

めており，それ以外の結合パターンは例外的にしか現れ

ていないことが分かる． 

世田谷区用賀付近 

大田区田園調布付近 

図3 図郭接合の特殊な例（数値地図2500） 

 
表6 東京23区の結合パターン別ノード数 

結合パ

ターン 

接続次数 リンク属性 数値地図

2500 

数値地図

25000 

i)(a) 一致 11,744 12,966

i)(b) 

2 

不一致 0 0

ii)(a) 一致 10 0

ii)(b) 

2以上 

その他 16 0

合計 11,771 12,966

4. 結合のためのアルゴリズムの開発とツールの試作 

本章では，前章で東京23区道路データを元にした検証

で明らかになった結合パターンについて対応するアルゴ

リズムの構築を行い，それを実装したツールについて紹

介する．  

4.1. 結合アルゴリズム 

図 4 は，結合処理のフローチャートである．3.1.節で

整理したように，図郭接合についてデータ属性を持った

ノードデータの有無によって，隣接関係の把握や結合ペ

アの特定などについて途中過程が異なる．以下，主な処

理の概要について述べる． 

 

図4 フローチャート 

 

○ファイル隣接関係の把握 

 数値地図 2500 は国土基本図4)の図郭コードを採用して

おり，図郭の隣接関係が容易に判定できる．一方，数値

地図 25000 のデータには図郭を判断するのにも緯度経度

データを用いるしかないため，隣接関係を把握するには

座標値のみを用いる． 

○リンク・ノードのマッチング 

リンクに対してノードを対応付け（位相構造化）を行

う．リンクの起点と終点に対して，座標の一致するノー

ドデータの探索を行う．これにより，リンクとノードの

接続関係が明らかになるため，ノードの接続次数を算出

され，リンクからノードの属性データを利用することが

可能となる． 

ノードデータ読み込み 

リンクデータ読み込み 

リンク起点終点からのノ

ードデータ抽出 

ファイル隣接関係の把握

・図郭コード 

数値地図2500 

（図郭属性データ有）

リンク・ノードのマッチン

グ（位相構造化） 

結合対象リンクペアの確定 

・接続次数，リンク属性値 

リンクの結合，ノードの集約 

ファイル出力 

リンク・ノードのマッチン

グ（位相構造化） 

リンクデータ読み込み 

結合対象ノードペアの抽

出 

数値地図25000 

（図郭属性データ無） 

結合対象ノードペアの抽

出 

パターンii)(a) 
リンク属性の同じペア
同士を結合（高架と地
上，高速道路と一般道）

パターンii)(b) 
結合せず（交差点） 
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○結合対象ノードペアの抽出 

図郭接合を認識するノードの属性値があれば，対象ノ

ードペアを限定できる．そして，隣接する図郭で結合対

象になるノードを順列として作成することが容易であり，

各座標値が一致した場合には結合ノードペアとして抽出

とする． 
数値地図25000ではノードの属性値によって図郭接合

を認識できないため，位相的関係から判断する必要があ

る．接続次数が２のノードは道路が不自然に分断されて

いる可能性が高いと考えられるので，結合ノードペアと

して抽出する． 
○結合リンク確定 

3.3節において観察した分断パターンに基づいて，接続

次数とリンク属性に着目して図 5 のように結合する．そ

の際，リンク１本と１本のリンクペアを結合することを

基本とする． 

i)接続次数が2の場合 

(a) リンク属性が同じ場合はリンクを結合した上で，

ノードを削除する． 

(b) 異なる場合は結合せず，ノードを保存する． 

ii) 接続次数が2より大きい場合 

(a) リンク属性が一致するリンクのペアが存在する場

合→リンク属性ごとに結合した上で，ノードを削

除する． 

(b) 属性の一致するリンクのペアが複数存在する場合

→交差点とみなして，ノードを集約した上で結合

しない． 

 

図5 接続次数とリンク属性値による結合パターンの例 

 

○リンクの結合 

 結合するノードを中心として，各リンクの接続関係か

らリンクを構成する補間点の並び順を判定して，２つの

リンクを結合する．その際，結合するノードを補間点へ

組み込み，リンク起点終点の更新を行う． 

その際，リンクの起終点が複数図葉にまたがる場合や

同一図葉にある場合には，複数のリンクを結合すること

がある．そのため，処理したリンクにはフラグを立てて，

新しい結合されたリンクの情報に置き換える． 

 

4.2. ツールの試作 

上記のアルゴリズムを実装したプログラムを開発した．

データの入出力ファイル形式はShapeファイル2) とし，

Visual Basic6.0により開発を行った． 

機能としては，入力ファイル指定，出力ファイル名の

設定と処理状況を確認するとともに，画面上に地図表示

できることができる．そして，読み込んだファイルをコ

ピーし，指定されたファイル名で別ファイルとして出力

することができる． 

 入力パラメータとして，座標値の小数点以下の桁数を

与えることで，精度を指定することができる．数値地図

2500 では，平面直角座標においてメートルを単位とし小

数点以下 1 桁目まで表している．一方，数値地図 25000

では，緯度経度において小数以下4桁まで表している． 

 ツールを用いて結合処理を行った例として，図 6 のよ

うになる．数値地図2500の4葉（つくばセンター周辺：

ノード数1459，リンク数1869）を入力データとして，処

理時間は約 7 秒で結合を完了した．結果を見ると，図 7

のように黄色い図郭線上にはノードが全くなくなってい

ることが分かる． 

 

 
図6 結合ツールのGUI 

 

 

図7 出力結果 
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5. まとめ 

本研究では，道路データに対する図郭・行政界により

分断されたリンクの自動結合に関する方法とそのツール

の開発について報告した． 

図郭間において座標の整合性が取れている道路データ

について，リンクを結合する際には，リンク属性を考慮

した上でノードの接続次数と図郭接合に関するノード属

性を利用することでさらに効率よく処理できることを示

した．そして，分断状況の特徴をもとにした結合アルゴ

リズムを開発し，それに基づくツールを試作した． 

今後の課題として，処理事例の蓄積とともに，数値地

図以外の国内外 GIS データへの対応や道路以外の線的デ

ータ（鉄道，河川）の結合があげられる．さらに，本研

究で提案したラインデータの結合アルゴリズムとポリゴ

ンデータのアルゴリズムの違いについてもより踏み込ん

だ分析が必要である．これらの課題については，稿を改

めたい． 
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