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新しい細密数値情報データ整備手法
の開発

佐 野 滋 樹

１．研究の背景と目的

1.1 研究の背景

昭和56年度から国土地理院が実施している首都圏・

近畿圏・中部圏３大都市圏を対象とした宅地利用動向

調査は、土地利用図作成及び計測作業によりデータが

整備・蓄積されている。しかし、これまでの調査は､

開始当初の作業環境とデータ整備手法を継続してお

り、近年の GIS技術および地理情報としての有効利

用にそぐわないデータ構造となってきた。そこで作業

の効率化とデータの信頼性の確保を目標にしつつ、現

在の作業環境および技術に対応した調査及びデータ整

備手法の開発が建設省国土地理院から（財）日本測量

調査技術協会に委託された。

1.2 研究の目的

本研究の目的は以下のとおりである。

１）宅地利用動向調査における土地利用図の実用可能

なベクタデータ作成手法の検討

２） GISによる情報処理技術を利用した新しい整備

手法の開発

３）GIS技術を利用した経年変化する土地利用情報

の効率的な更新手法の開発

以下の研究成果は、今後の土地利用ベクタデータ作

成業務の作業規程・作業要領の原案作成ための基礎資

料として活用していくことになる。

1.3 手法開発の条件

整備手法開発におけるデータ仕様の条件は以下のと

おりである。

１）地図情報レベル

ベクタデータを作成する場合、その図形が示す座標

値の位置精度を含み品質の定義が必要である。本研究

では、新規土地利用のベクタデータの作成条件として

1/10,000紙地図以上の地図情報レベルを目指し、品質

基準は１万分1地形図図式規程(国土地理院)に準じ、

平面位置精度は図上0.7mm（実長：70cm）以内とす

ることとする。

２）土地利用分類項目

土地利用分類項目及び土地利用の区分を表示する場

合の最小単位面積、最小短辺長は、『１万分１宅地利

用図図式規程(案)』に準拠する。土地利用区分につい

ては、『土地利用区分適用細則』、『１万分１土地利用

区分分類要領』、『土地利用区分早見表』、『1万分1宅地

利用図式適用図例集』に準拠することとした。土地利

用分類は、表-５に示す17分類とし、最小単位面積は

200m2（表示が必要で有ると認められるものについて

拡大表示が可能：1/10,000の図上で1mm×1mm＝

100m2）、最小短辺長については道路幅員が4m（1/

10,000の図上で0.4mm）以上であるとされている。

３）資料等

土地利用図作成において、数値地図2500及び都市計

画図､住宅地図､空中写真､都市計画基礎調査図を基本

資料とする。これら資料を有効に活用できる環境等を

考慮し、データソースを明確にした上で既存の土地利

用図レベルのデータを取得加工する。また、成果品の

統一を計るためデータフォーマットを統一する。

２．整備手法の提案

土地利用図のベクタデータ整備手法は基準とする資

料の違いにより、表―1～４に示す４つの手法の作業

部会（WG1～4）を構成し、それぞれ整備手法の検討

を行った。試験作業は、「都市区域（東京首部）・近郊
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表－１ 数値地図2500データを利用する方法

表－２ 住宅地図データを利用する方法
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表－３ ディジタルマッピングデータ等の データを利用する方法

表－４ 都市計画基礎調査の土地利用図を利用する方法
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表－５ 土地利用分類とそれに対応するソースデータ一覧

区域（川越市）・郊外区域（秦野市）」の３地区とした

が、基準とする資料の状況により、すべての手法につ

いて３地区を実施することは出来なかった。各手法に

おける関連資料の整備状況、使用する優先順位、作業

の流れとデータ検査方法及びその手法の長所と短所

は、同表―1～４に示すとおりである。

整備手法の評価結果を踏まえ、現時点で利用できる

手法として、資料収集の容易さと資料の整備率が高い

ことから表―1の数値地図2500を利用する手法（以下

本手法）を選定した。本手法は、数値地図2500を基本

データとして扱い、地域や諸条件から土地利用界及び

土地利用属性について最適な資料を選択し、主目的で

ある GISを活用した作業が可能である。しかしなが

ら、表―5に示すとおり異なったソースデータから作

成する土地利用データは、土地利用界１）の位置精度及

び土地利用属性の適正等データ品質について課題が

残っている。さらに本手法による今後の宅地利用図の

ベクタ化業務の作業規程及び作業要領作成を補備する

ことを目指し、使用資料の分析、骨格データ２）作成手

法の相違による比較、試験作業で作成した土地利用ベ

クタデータと従来データの比較及びデータ仕様の面か

ら検討を行った。

３．実用可能な整備手法の評価分析

3.1 調査に用いる資料の分析

１）資料の役割

手法における土地利用分類とそれに対するソース

データ（資料）一覧を表-５に示す。

２）数値地図2500

データの変換

数値地図2500は PC（Windows）での利用を前提と

したデータであることから EWS等の UNIX環境

（Linuxを含む）での変換には注意が必要である。し

かし PC（Windows）環境においては利用する CAD

への変換プログラムが CADメーカー及びサードパー

ティから安価に市販されていることや数値地図2500の

フォーマットが比較的単純な構造となっているため、

作業環境への取り込みは比較的容易であった。

使用上の課題と考察

数値地図2500のデータ整備の内容は、市街地と郊外

では格差が大きいため、ここでは一例として試験作業

地区の内、市街地と市街地外縁部が混在する近郊地区

（図面番号： KD-22）について、数値地図2500を都

市計画図の画像データと重ね合せ、土地利用データを

作成する際の項目別の課題（●）を示し、その対応方
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法等について考察(◎)する。

①街区データ

●街区データ＝道路骨格と同一でない箇所がある。

●道路幅員の情報がなく、４m未満の道路も街区と

して区分されおり、土地利用分類の定義と符合し

ない。

●街区データの整備範囲及び街区データの定義が不明

確である。

◎土地利用データ整備に街区データを用いることで､

形状､位置精度及び作業効率とも著しく向上する。

◎データの整備されている地区と未整備の地区では、

作業量及び精度に大きな格差が生じ、一図葉内で土地

利用データの品質にバラツキがでる可能性がある。

②道路中心線

●骨格データとして道路データを整備するには都合の

良いデータである。しかしながら、街区データ同様

に道路幅員の情報が無く、４m未満の道路も街区

として区分されおり、土地利用分類の定義と符合し

ない。

●橋梁部に道路中心線が無いため、水路優先のデータ

となっている。

◎街区データを正とした場合、バッファリング処理に

よる整備手法では、幅員のランキングと幅員定数は土

地利用面積の計量に大きな影響を与える。

◎土地利用データの骨格を道路中心線データで作成す

る場合、数値地図2500が未整備の地区に対して、道路

中心線データの供給が可能であろう。同様に、街区

データの作成を土地利用の骨格データ作成に義務付け

た場合は、街区データの共用が可能である。

③水路

●1/2,500レベルの水路は面積量に影響を与えない２

m未満のものも含まれ、土地利用分類の定義と符

合しない。今回は、目視で判断し、データを省い

た。

◎面積計量が目的であれば、幅2ｍ未満の水路は他の

土地利用に大きな影響を与えない。従って、あえて

データを省く必要はない。但し、空間データがない地

区のデータ仕様とのバランスが課題である。

④湖沼

●地形図との相違（作成時期により、一致しない）

◎作業量に大きく影響しないことから、データ仕様に

おいては数値地図2500との整合をとる必要がないな

ら、時期の新しい情報ソースに合わせて作成すればよ

い。

⑤学校・公園

●街区データとの不一致

●土地利用データとして骨格データ（街区データ）と

接合する編集作業が必要である。

●領域の適格性は未確認である。

◎地区全体に占める面積量は少なく、データ作成の効

率化には大きく影響しない。使用する効果は低い。

以上のように数値地図2500の整備と土地利用データ

のベクタ化には、データが重複し共有できる項目が存

在することが確認できた。

３）空中写真の取り扱い

オルソフォトの利用

オルソフォトを作成することで、位置精度を確保しや

すくなり、作業効率が上がるという考えがある一方、

オルソフォトを作成してまで行う作業ではないという

意見もある。必要経費（コスト）の試算と空中写真の

利用頻度及びその効果について再度検討する必要があ

る。

写真画像について

解像度を高くして読み込むと自然的土地利用の判読

精度は向上するが、ファイルサイズが大きくなり取り

扱いが困難になる。使用している GISとPCの特性に

もよるが、写真の解像度を高めた画像データではデー

タの負荷が大きく、正規化時の画像変換ができない場

合がみられた。

また、写真の解像度は、データ編集の効率を重視

し、家屋形状、道路の交差点、橋梁等がかろうじて判

読できる程度で充分であると思われる。写真から商業

施設であるとか、住宅地であるという判読は困難であ

り、住宅地図からそのほとんどを読み取っている現状

を考慮すると、写真のスキャニング解像度はそれほど

細かい必要はない。

3.2 狭長な領域（骨格データ）のベクタ化の課題

土地利用の骨格データ作成は、数値地図2500の街区

データを使用するとしながら、数値地図2500で街区

データが整備されていない場合については、同等の品

質を維持するため、都市計画図(1/2,500～1/10,000)

をスキャンして管面デジタイズにより数値地図2500と

同等の骨格データを作成することを提案した。しか

し、提案した手法を用いてもデータ作成コストは高く
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図－１ 中心線データを利用した骨格データ作成フロー

なる傾向にある。骨格データとなる道路、用水路、鉄

道敷き等の狭長な領域のベクタ化には、以下のような

課題が顕在化している。

・計測基図を作成し、デジタイザ計測する場合、計測

基図に適切な境界（上手に平行線）を示すことは困

難で、縮尺により表示できる幅員には限界がある。

・作業コストについて、計測基図の作成、ベクタ計測

及びポリゴン編集に多大な労力が必要となる。

・計測基図の縮尺及びデータ作成方法により、面積計

量の精度に大きな影響がある。

そこで、数値地図2500で街区データが未整備で道路

中心線データしかない場合、または数値地図2500が未

整備の地区の骨格データ作成について、作業効率を上

げるため GIS（地理情報システム）のバッファリン

グ機能を利用した手法について検討を行った。

狭長な土地利用区分（道路、鉄道、水路等）のベク

タ化は、図－１に示すフローに沿って数値地図2500の

中心線データ及び1/2,500都市計画図を用い作成する

こととした。また、ここでは主に道路の事例を示す

が、鉄道､水路も同様である。作業工程ごとの課題と

解決方法は、以下に述べるとおりである。

１）中心線データを用いた骨格データ作成手法

骨格データとなる狭長な領域（道路､水路､鉄道）につ

いて目視により平行線の表現が適切であるものを選定

し、それに必要な中心線データをベクタ化するための

計測基図を作成する。

道路中心線データの確認及び修正

課題となるのは平行線の自動作成が適正だとする判

断基準である。1/10,000の情報レベルに対し、縮尺1/

5,000図を計測基図としていることで、土地利用計量

への影響は確保できると想定して、バッファリング処

理を行う中心線データを選定した。

幅員ランクの属性分け

1/10,000紙地図からの幅員のスケールアップは、図

上で±0.2mm（実長：２m）の読定が限界であるこ

とから、４m間隔で表－６に示す幅員ランクを設定

した。また、バッファ幅については便宜的に平均値を

摘要した。（バッファ幅員の評価は後述する。）

２）中心線データを利用した骨格データの評価

試験作業において中心線データを利用した骨格デー

タの状況は1/5,000レベルの目視点検では、概ね良好

な成果が得られた。しかしながら、面積計量や形状に

どのように影響するかは不明確である。そこで、図－

２に示す近郊地区（図面番号： KD-22）の数値地図

2500の街区データが整備されている範囲について、街

区データを使用した道路データとバッファリング処理

により作成した道路データを比較して、位置精度、形

状表現、面積計量について評価検討した。

位置精度と形状表現

線形の位置精度を数量化することは困難なため、目
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表－６ 計測基図の凡例及び幅員ランクの摘要

図－２ 道路骨格データの検証範囲（ -22）

図－３ 街区データの状況

図－４ 中心線からのバッファリングによる骨格データ

図－５ 街区データとバファリングによる骨格データ

視による評価のために、図-３に示すように数値地図

2500の街区データと都市計画図（1/2500）を重ね合わ

せた図面を作成した。また、同様にバッファリングに

より作成した道路骨格データと都市計画図を重ね合わ

せた図-４を作成した。これより位置精度と形状表現

の状況について考察する。

①図－３から分かるように1/2,500レベルの都市計画

図と街区データは、図上で最大0.5mmの都市計画図

との位置ズレは確認されたが、ほぼ一致している。

②図－４に示すバッファリングによる骨格データは、

図－３の街区データとを比較すると1/2,500レベル

では以下の特徴が読み取れる。

・幅員は均一で、街区データより広めの個所が多い。

・道路の隅切り部が表現されず、詳細なところの道路

領域が不成型な個所がある。

・位置精度は、中心線データに依存するが、幅員の設

定が適切であれば概ね都市計画図と一致する。

・道路交差部や曲がり部にバッファリング処理に伴う

微小なベクタデータの隙間が存在する。

面積計量の評価

道路幅員ランクの設定及び道路幅員ランクのバッ

ファ幅が、面積の計量結果に大きな影響を与えること

は明らかである。本検証では、前述の幅員ランクと

バッファ幅から作成した道路データの面積と街区デー

タから作成した道路の面積を比較し、その影響を検証

する。

検証範囲について、街区データによる道路ポリゴン

とバッファリングによるによる道路ポリゴンのオー

バーレイ処理を実施し、図－５に示す街区データと

バッファリングによる骨格データの比較図を作成し

た。表－７に図－５の凡例と面積の計量結果を示し

た。
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表－７ 比較図の凡例及び面積表

表－８ 街区データによる道路面積比較表

表－９ バッファ幅を変えた道路面積の概算表

表－７に示すとおり、バッファ道路が街区より広い

個所の面積（赤）は、街区道路がバッファ道路より広

い個所（緑）の約６倍の面積を示している。図－４で

も分かるとおり1/2500レベルでは、バッファ幅が適正

でない箇所が多いことが確認できる。発生原因として

は、計測基図を1/5,000としたことで、スケールアッ

プの精度の限界による影響とバッファ幅の設定が考え

られる。特にバッファ幅については、４m未満の道

路は４mから４m未満とし、基本幅員としていた４

m～８mについても平均値の６mを検証地区が４

m程度の幅員の道路が多いことから４mにバッファ

幅を見直すことが精度を向上するために効果が在りそ

うである。

表－８は、街区データによる道路とバッファ道路の面

積比較である。地区内の道路率において３ポイント弱

の格差が確認できた。

表－９は、バッファ幅を上記の検討結果にしたがっ

て変更した場合の道路面積の概算である。幅員ランク

別の道路中心線延長より計算した結果を示した。道路

延長が最も長い4m～8m道路のバッファ幅員の影響

が大きい。また、バッファ幅 に変更することで街区

データによる道路面積に近い値を示すことが分かっ

た。

考察

・位置精度及び形状表現としては、1/10,000レベルの

ベクタ化には1/5,000の計測基図は過剰スペックで

ある。

・微小なポリゴンデータが形成されることが考えられ

るためポリゴン数が増加する。

・面積の計量の精度を上げるためには、幅員ランクを

細分化することより、バッファ幅の適切な設定が効

果的である。また、そのために1/2,500程度の大縮

尺の図面で当該地区の分析を行う必要がある。

・バッファリング処理が適さない狭長領域のベクタ化

は、管面デジタイズ等の任意拡大表示による計測手

法が効率的である。

3.3 データ品質についての課題

本整備手法は、情報レベル10,000の定義に対し、資

料として数値地図2500及び都市計画図(1/2500)をベー

スとする手法を提案した。ここでは、本整備手法で作

成された土地利用データから、土地利用データの製品

仕様について考察する。

１）位置精度について

位置精度は、ベースとなる資料の影響を受け、資料

ごとにばらつきがある。表-１0に資料別の位置精度と

土地利用分類の分類レベルの概略をとりまとめた。

位置精度を保持するためには、測量成果作業規程で

品質管理がされている地図成果をベースに作成するこ

とが条件となる。
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表－11 土地利用図現況図の比較表表－10 資料別の情報レベルの評価表

しかしながら、都市計画図1/2,500は都市計画区域

内の市街地については概ね整備されているものの、本

仕様にある情報レベル10,000に該当する地図は体系的

に整備されていないのが現状である。地理情報の電子

化が進み表-１0に示す以外の資料についてもコント

ロールポイントを与えれば縮尺を合わせて重ねること

が可能となった。様々な地理情報を合成して作成され

た地理情報について、位置精度を評価する品質管理技

術は、今後の大きな課題である。

また、高度情報化社会において土地利用ベクタデー

タは、都市計画分野をはじめ民間業者のニーズが高い

ことから、情報インフラとしての期待度は大きいと考

えられる。さらに今後は、類似の地理情報から様々な

解析が実施され付加価値が高まった土地利用関連のベ

クタデータの増加が予想され、位置精度を明確で適切

にユーザーに示すことが必要かつ重要となる。加え

て、位置精度を理解して使用することが、それらの

データを利用やデータメンテナンス作業方法と利用コ

ストに大きな影響を与える。

本手法においては、新規土地利用図のベクタ化は原

則的に都市計画図がベースになっており、位置精度は

ほぼ1/2,500紙地図レベルと考えることができる。

２）従来調査との比較

近郊地区 KD-22の従来の土地利用現況図を図－６

に示し、同地区の今回作成した土地利用現況図を図-

７に示した。２つの図を目視による比較から考察す

る。

土地利用の内容比較

表－11は、項目別に土地利用区分の状況を比較して、

一覧表にとりまとめたものである。今回作成された土

地利用図（図－７）を、1/10,000の土地利用現況図と

して評価した場合は、骨格となる道路、水路の土地利

用区分が詳細すぎて見やすい図面とは言いがたい。

データ作成上の課題は、数値地図2500データ及び都市

計画図1/2,500の情報を如何に削除し、摘要と一致す

る形式にするかである。また、今後土地利用データの

製品仕様を検討するに当っては、作成手法と土地利用

区分の単位面積と道路,水路の骨格データと位置及び

土地利用属性の精度的なバランスを配慮して検討する

ことが重要である。

位置精度の比較

新規作成された今回の土地利用データは、上述のと

おり1/2,500程度の位置精度があること考えられるこ

とから、これを基準に従来土地利用図の位置精度につ

いて考察する。

図-８は、従来の土地利用図（図－６）に今回作成（図

－７）の道路データを白抜き表示にして重ねた図面で

ある。図－８で分かるとおり、今回作成した道路デー

タが図郭に対し左下にシフトしているように見える。

これは図郭の誤差の影響による定量的な位置ズレと考

えれば最小二乗法により、ある程度収束できるので、

大きな問題ではない。逆に、現状でたまたま一致して

いる個所やズレの方向が異なる個所は、従来の土地利

用図が修正を重ねて作成された経緯から、累積誤差に
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図－８ 従来の土地利用図と今回道路データの重ね合図－６ 従来の土地利用現況図

図－７ 今回作成した土地利用現況図 図－９ 土地利用変遷図

よる位置ズレであると想定できる。

このことから、修正手法に求められる課題の１つ

は、位置ズレの累積誤差を最小限にすることである。

その解決策として、土地利用ベクタデータのメタデー

タに修正のために用いるために図郭以外のコントロー

ルポイントを図柄として確実に継承していくことが上

げられよう。

３）宅地動向調査

土地利用現況図を２時期分作成すると、図－９に示

す土地利用変遷図の作成が可能である。これは２時期

の同一な構造の土地利用データより、GISのオー

バーレイ処理機能を用い、属性(土地利用区分)が異

なった領域を抽出して作成できる。現況の都市計画図

1/2,500に土地利用が変化した地区について、従前の

土地利用を着色すると宅地動向調査における土地利用

変遷の分かり易い図面が作成できる。

土地利用データのメンテナンスは、図－９ような変

遷図を作成しようとする場合、位置ズレの修正を実施

すると土地利用の変遷と誤差が混在し、推移を的確に

捉えることができない。また、骨格となる道路データ

の位置修正は、データの構造上、境界の加除修正と比

較して作業量が膨大になることは容易に想像できる。

したがって、新規作成の土地利用（特に骨格）デー

タの位置精度をできる限り高く維持することが、デー

タ利用及びデータメンテナンスにおいて最も重要な品

質課題であると思われる。逆に、位置精度の劣化を許
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容しても大きなコストの削減にはつながらないこと

が、技術的な課題であると考えることもできる。

４）製品仕様の検討

地理情報標準においては、『作成手法より何を作る

かの製品仕様』であり、データ作成の発注には製品仕

様書の作成が重要であるとされている。それに基づき

本研究で得られた作業量及び資料の使用方法及びデー

タ利用目的から、土地利用区分の細分化と位置精度の

バランスを考慮し、データ仕様を検討すべきである。

また、同様に重要になるのは、データを使用する側

に対して、品質の客観的評価基準を設け、データに対

する品質保証をメタデータより把握できるように基準

を具体化することである。各検証作業において成果品

に格差が生まれるのは、資料の差によるところが大き

い。手法的な課題より計測基図（何を計測したか？）

のレベルが土地利用のベクタ化のカギである。メタ

データとして土地利用データの作成手法における計測

基図（縮尺、判読、）作成手法を明確にすることが品

質基準には重要であろう。

3.4 データフォーマットの検討

１）図形フォーマットへの出力

今回の検証作業では中抜き面については、統一的な見

解が取れていないために分割してポリゴンを作成する

場合や、Arc/Infoによる作業では、generateファイ

ルをそのまま出力できるため、中抜き面になっていな

い部分に対しても中抜き処理されてデータが出力され

ている。今後、実作業を行なうに当っては分割して

データを作成するのか、分割せずに中抜き処理のみで

作成するのかを明確に指示する必要がある。

２）属性フォーマットへの出力

属性ファイルのフォーマットについては、新規デー

タ作成時は特に問題とならないが、更新時において変

化図の作成及び変化量を計算する場合に、大きな役割

を果たすものとなる。今回のフォーマットは変化に対

する属性フィールドを持っていないため、変化量を把

握するには、旧時期データとの比較が容易ではなかっ

た。属性のフィールドを増やし、土地利用変化に対応

できるようなフォーマットに変更することも必要であ

る。

４．まとめ

今後、本作業を進めるために検討が必要な課題は、以

下が上げられる。

１）空中写真の正確な判読と資料の照合ができる経験

豊かな技術者が必要である。熟練を要さない土地

利用の調査方法の創出。

２）検査において、出力図と空中写真・住宅地図・都

市計画図を一つ一つ照合する必要があり、経費及

び時間の節約に向けた検査の簡便な方法の確立が

必要である。本検証作業では、経費と時間を軽減

する効率的な手法は見出せなかった。

３）本開発作業では土地利用分類項目に関する検討は

行なっていないが、分類項目の細分化は、属性分

類精度の問題と土地利用界が増えることで作業量

の増加につながるものであり、新しい環境の変化

を考慮すると無視することはできない重要な検討

課題として残った。

４）同時に立体交差などの階層的な土地利用計量の手

法についても、現状レベルでの作業手法の開発に

止まった。

５）将来においては、Zmap・DM・都市計画基礎調

査などのデータが整備されれば有効な資料とし

て作業効率も上げられるものと考えられる。

６）参加会社が13社（当初15社）と多く、各会社独自

の手法（使用機種により）もあり、今回の手法が

必ずしも最善のものと限定されるものでは無く、

今後も続けて改善が必要と考える。

なお、本稿は1999年度「新しい細密数値情報データ

整備手法の開発作業」報告書より抜粋し、とりまとめ

たものである。研究作業参加者は次のとおりである。

鈴木美奈男・浅井健一・長谷川学・坂部真一・岡本

勝浩：（建設省国土地理院地理）、菊田 猛・石川 正

孝：(朝日航洋株式会社)、入江 光一・米林 秀起：

(株式会社東京地図研究社)、鈴木 一弘・水口 勉：

（株式会社パスコ）、植月 輝道・有村 隆史：（株式

会社ナカノアイシステム）、鍵和田良隆：（昇寿

チャート株式会社）、瀧口 博之：（アジア航測株式会

社）、加藤 一男：（株式会社オオバ）、福田 義夫：

（東京カートグラフィック株式会社）、宮崎 充弘：

（株式会社かんこう）、佐野 滋樹：（玉野総合コンサ

ルタント株式会社）、西川 治幸：（株式会社ゼンリ

ン）、町田 満：（日本コンピュータグラフィック株式

会社）、吉田 善二：（東武計画株式会社）
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注釈
１）土地利用界：土地利用の属性（土地利用分類）が分けら

れる境界線を指す。
２）骨格データ：土地利用図において、広域に連続して存在

し、土地利用の境界として利用できる道路、鉄道敷、海

岸線・河川・湖沼などの土地利用を骨格データとする。
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