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新手法による宅地利用動向調査
データ整備の試験

長谷川 学＊ ○加 藤 一 男＊＊

１．はじめに

国土地理院では、昭和56年度から首都圏・近畿圏・

中部圏の宅地利用動向調査を概ね５年周期で実施し、

土地利用10mメッシュデータを整備してきた。この

調査によって得られた成果は、現在、「細密数値情報

（10mメッシュ土地利用）」として一般に試験刊行さ

れている。

国土地理院では、本データの高精度化及び整備の効

率化を図るとともに、GISへの利用及び標準化に対

応するため、ベクタ形式のデータによる新しい整備手

法及び更新手法等の開発を目的に、平成11年６月から

10月にかけて、日本測量調査技術協会（以下、測技協）

第６部門に「新しい細密数値情報データ整備手法の開

発作業」を委託し、本データの新整備手法を開発し

た。この新整備手法は、従来の土地利用変化図から

メッシュデータを作成する手法から、土地利用図の全

面的なベクタ化によるデータの作成手法へ転換され、

またデータ整備の効率化を図るため、既存のデータ

（数値地図2500）を利用した作成手法がとられている。

本稿では、この開発作業に引き続く新整備手法の試

験作業として、国土地理院が（株）オオバに委託した

「新整備手法による宅地利用動向調査データ整備の試

験作業」の内容について報告する。

２．試験の目的・概要

本試験作業は、実用化整備手法を構築することを目

的に「新しい細密数値情報データ整備手法の開発作

業」において開発された手法（以下、開発手法）に基

づき、試験的にデータ整備を行い、実作業への適応と

データの品質向上を考慮した実用的な作成手法に向け

た改善案を検討し、各作業工程の詳細部分を決定した

工程別の解説書作成を作成した。具体的には、次の作

業を実施した。

①開発手法の詳細検討と仕様の決定

②仕様に基づく試験データの作成

③旧データとの比較検証

作業は、「新しい細密数値情報データ整備手法の開

発作業」報告書に述べられている整備手法に基づき

データ作成を行ったが、報告書には詳細な手法や基準

については定められておらず、また用いるデータや資

料が異なる場合、採用する手法が複数になることも想

定されることから、データの品質を確保でき、かつ効

率的なデータ作成が可能となる作業手法について詳細

に検討した。

試験作業地区は、用いる資料、作業工数、データ量

などの違いを考慮した５地区であり、各地区毎に工程

別の時間数、器材、課題等を明らかにした。試験作業

地区の内訳は、表－１の通りである。

試験作業では、事業化する場合の作業手法毎の基準

を定める必要があることから、試験作業地区毎にデー

タ作成を行い作業手法毎の作業工程、作業結果、問題

点と解決策などを整理した。また、旧データとの比較

検証を行い、基図として用いる図面縮尺の違いの影響

を把握した。

最後に、試験結果を踏まえ、「新しい細密数値情報

データ整備手法の開発」で示された手法について補足

すると共に、必要に応じて一部改良を加え、事業化の

ための新しいデータ整備手法に向けての提案を行なっ

た。
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表１ 試験作業地区の内訳

図１ 土地利用データ作成フロー

３．測技協開発の新規データ整備手法について

本試験作業を開始するに当たり、先に測技協で考案

された開発手法を実作業へ適応させるための検討を

行った。

開発手法では、土地利用データのベクタ化について

は、下記に示す3段階の工程でデータ作成することを

提案している。

①数値地図2500を利用して土地利用データの骨格と

なる部分（骨格データ）を作成する。

②指定の資料を用いて土地利用判読し、都市計画図

上に土地利用計測基図を作成する。

③スキャナ計測した土地利用計測基図から土地利用

界線をデジタイジングし、骨格データと合せてポ

リゴン作成して土地利用データを作成する。

この提案では、“データを作れる”レベルでの作業方

法としては確認できているが、事業化に向けた実用性

という点では改善すべき問題点を残している。以下に

主な問題点を示す。

①1/2,500図面を用いることより作業量が増加する。

②数値地図2500データの経年変化修正がなされてい

ない。

③管面デジタイジングによるデータ取得は作業量が

多くなる。

④都市計画図上への土地利用界線記入ではラスタ化

したデータ上で必要な界線の判別が難しい。

⑤道路界線発生のための道路中心線バファリング幅

の設定が４mピッチでは位置ずれが大きい。

⑥道路ポリゴンの作成は複雑で作業量が増加する。

４．本作業における新規データ整備手法について

試験作業では基本的な作業の流れは新手法として示

された３段階のステップを踏む工程をそのまま採用す

ることとし、上記で挙げた問題点に対して、実作業へ

の適応を考慮し作業効率および精度の向上を考慮し

て、次に挙げるような変更を加え対応することとし

た。
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表２ 資料一覧

図２ 骨格データ作成工程 図３ 土地利用計測基図作成工程 図４ 土地利用データ作成工程

①DMデータが存在する地区については DMデー

タを利用する。

②ラスタ・ベクタ変換ソフトを利用し管面デジタイ

ジングによる作業を簡略化する。

③土地利用計測基図は都市計画図ラスタ出力図上で

はなく、別途用意した骨格データ出力図上に作成

する。

④中間工程で利用する図面の縮尺を1/5,000に統一

する。

⑤バファリング幅の設定を2mピッチとする。

⑥道路ポリゴンは作成しない。

上記の変更項目と資料の有無・作成方法の違い を

考慮した本作業の流れは図－１の通りである。

５．試験作業

今回の作業では、開発手法について、事業化した場

合に実作業に適応できるよう修正及び改良を加えた手

法を用いて作業を行った。作業地区は指定された5地

区である。ここでは都市地域について報告する。

5.1 地域の特徴

試験対象地の作業に関連する事項として次の特徴の

ある地域である。

・建物等の占める割合が卓越し、高度の土地利用が進

んだ市街地。

・臨海副都心部として盛んに開発され土地利用の変化

が激しい地域。

・数値地図2500の作成に1/10,000地図データが用いら

れた地域であり、経年変化に伴うデータ編集が多く

発生する地域。

・地方自治体が DMデータを整備している地区。

5.2 作成図面

図面番号（メッシュ番号）： LD-47(2417)，LD

-48(2418)

都市地域においての詳細な作業の流れは以下のとおり

である。
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表３ 作業時間一覧 （単位：時間）

図５ ベクタデータによる土地利用図

5.3 試験結果

5.2で示した作業手順に従いデータを作成を行った

結果、表３に示す作成時間となり、図５のような図面

を得た。

5.4 問題点と解決策

当初の計画では、数値地図2500を利用した骨格デー

タ作成を行う予定の地区であった。しかし、数値地図

2500を DMデータにオーバーレイして図面内容を確

認した結果、数値地図10000のデータ利用がされてい

る部分でのデータが古く、位置ずれ・経年変化が多く

見られた。そこで、数値地図2500を利用するより、む

しろ参考資料である DMデータを直接使用すること

でデータの品質・作業効率が高められると判断し、

DMデータを用いて骨格データ作成を行うこととし

た。以下に工程別の問題点と解決策を示す。

工程別の問題点と解決策

１）骨格データ作成

①地図項目が重複して取得されている部分は陰線処

理されており、不用なデータを取除く必要があ

る。

②DMデータは基本的には位置形状を示す情報であ

ることを優先しているため、未接続な線データ

となっており、必ずしもポリゴンを作成するた

めに望ましいデータとはなっていない。
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この課題に対して、①については編集システムに取

込むデータを陰線処理部分についてバッチ処理で省い

た。②についてはデータ編集を行って対処した。

２）土地利用計測基図作成

①土地利用判読の基準に曖昧さがあるため、判読作

業で判断に苦しむ個所があった。また住宅地図か

らは判断しにくいものがあった。

②路地（３m以下の道路）を採用しないと土地利

用の区別ができない部分が多数出現した。本試

験作業では DMデータ内のすべての道路データ

を採用したことにより土地利用分類しやすい骨

格データとなった。

３）土地利用データ作成

①スキャナ計測、ラスタ・ベクタ変換ともに利用す

るソフトに依存するところが大きく、パラメータ

の設定状態によって作業効率が大きく変動する。

本作業においては可能な限り期待するデータが作

成できるように慎重にパラメータ設定を行った。

②骨格データと土地利用界線が、同一基図上に記入

されたラスタデータをラスタ・ベクタ変換を行っ

てベクタ化した場合、無駄なデータが発生しデー

タ編集量が増加する。これについては、骨格デー

タ出力図とは別のマイラーに土地利用界線のみを

書き、土地利用計測基図として余分な線を発生さ

せないようにした。

４）土地利用（納品）データファイル作成

①成果データファイル形式として指定されたファイ

ルへの変換で、作成していない道路部分の、国土

地理院内でデータを管理しているシステム（以

下、管理システム）での再現が問題となった。重

複したポリゴンデータの受渡しは指定のファイル

形式では２重ポリゴンまで可能である。従って、

３重以上の多重ポリゴンについて、必ずポリゴン

化作業において２重以下のデータに編集すること

が条件となった。

②ポリゴンの代表点座標について、管理システムで

は指定のファイル形式のデータから自動的に代表

点を作成する機能を有していることが確認できた

ことから成果品には代表点座標は座標値としては

入力しない。

③データ交換については、成果品を集約する管理シ

ステムで取込み機能（バッチプログラム）を作成

することで道路ポリゴンデータのない土地利用

データでも正しく受渡しができた。

5.5 試験作業の全体のまとめ

本試験作業の全体を通して把握できた要点を以下に

整理する。

１）骨格データ作成

①基本とする利用データについて、当初考えていた

数値地図2500に代えて、都市計画図（DMデー

タ）を基本した作業を行うことで時間的に無駄の

少ない工程とすることができる。

②骨格データ作成において、道路等の取捨選択が適

正に行われているか否かが重要である。

２）土地利用計測基図作成

①判読作業は旧手法と比べて、取扱う縮尺を1/

5,000に変え、都市計画図による判読整理を行っ

たことで作業者の負担が軽減でき、判読結果の

精度も大幅に改善できた。

②1/5,000縮尺での作業としたことで、判読資料の

縮尺を1/5,000に統一を図ること、小さな土地利

用の判読ができてしまい住宅地区での小さなエ

リア（建物、空き地）を採用してしまうこと等

が課題として挙げられる。

③土地利用計測基図の作成では、用いるマイラー、

鉛筆の材質が作業性に影響するため、慎重に選択

することが大切である。また、土地利用計測基図

の品質（線幅、濃さ）を一定のレベルに合わせて

作成することが、スキャナ計測したラスタデータ

の品質に繋がり、結果的に全体の作業工数に影響

することになる。

３）土地利用データ作成

①スキャナ計測、ラスタ・ベクタ変換を行う作業で

は、作業開始時にパラメータ設定を慎重に行うこ

とが重要であり、得られたベクタデータの品質に

よって後続作業へ大きく影響する。

②土地利用計測基図に土地利用記号を明示して作成

することにより、属性入力作業時に土地利用計測

基図ラスタデータを重ね表示することで土地利用

内容が判別でき、作業者はその記号に応じて属性

が入力できる。

③都市計画図など、位置精度の高いデータで作成し

ており、特に道路、河川、鉄道の位置が正確であ

り、繰返し実施することになる更新作業での位置
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図６ 提案した土地利用データ作成フロー

ずれは避けられると予想できる。

６．新たなデータ整備手法に向けての提案

新整備手法による土地利用データ整備に関しては、

将来に亘って一定の品質を維持し、かつデータ更新の

作業効率の改善が図れることが確認でき、その点では

効果的な作業方法といえる。

一方、今回の試験作業で行った手法によるだけで

は、従来の経年変化修正作業と比較して作業量の増加

に対する効率化が図られていない。従って、更に作業

量を抑えるためには、最終的な成果物である土地利用

データの品質の確保ができる範囲で、今回の試験作業

を通して把握できた作業上の問題点・改善策を取り入

れ、もう一歩踏み込んだ作業手法にすることが必要と

考えられる。そこで、新たな整備手法として、以下に示

す作業手法を標準作業に取り入れることを提案した。
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6.1 標準的な作業手法の提案

資料の優先順位は① DMデータ、②都市計画図、

③数値地図2500の順とする。

都市計画図出力図上で骨格データとなる部分（道

路・水部・鉄道敷）の判読（骨格データの予察）

を行い、採用するデータを予め確定する。

地図の読図性を損なうことなく作業できること、ま

た1/2,500図面の作業枚数を少なくできるという経

済性から、作業図面は1/5,000縮尺を基本とする。

骨格データは、用いる資料や作業地域の状況を考慮

し、必ずしも作成する必要がない。

土地利用計測基図のスキャナ計測作業以降では、土

地利用計測基図上の骨格データは必要ないことか

ら、骨格データのプロット出力時にスキャナの認識

しない色（蛍光色など）で出力し、不要なデータを

発生させない。

新整備手法では、空中写真は補助資料として使用

し、作業の省力化及び品質の均一化を図る事が効

果的である。

土地利用ポリゴンの作成では、道路部分のポリゴン

データはあえて作成しなくともよい。但し、多重ポ

リゴンなどの問題で必要な個所について作成する。

属性の付与は、正確かつ効率的に行えるよう、土地

利用計測基図ラスタデータを画面上に重ね表示して

行うことを基本とする。

ファイル名称については従来のデータとの整合を取

るためメッシュコードを利用し、拡張子により分類

する。さらに土地利用データと行政界データの分類

を行うためにファイル名先頭に土地利用データは

LU、行政界データは GVをつける。

また道路ポリゴンを作成しない場合には図郭ポリ

ゴンを用意し、管理システム内部で対応が取れるよ

うにする。

6.2 新規データ整備手法の作業の流れ

全体としては今回行った試験作業の流れと大幅な変

更は行っていない。試験作業と同様に、①骨格データ

作成、②土地利用計測基図作成、③土地利用データ作

成、④データ出力の手順で作業を進める。

細部においては6.1で示したような提案を取り入れ

た手法で作業を進める。

７．おわりに

本試験作業によって改良できた項目は、これから行

われる実作業から考えればほんの一部に過ぎない。本

格的な量産体制においての問題点などがこれからの課

題となる。またこの手法はあくまでも標準的な作業手

法であり、作業能率の向上を図っていくことは十分に

可能である。事実、現在今年度作業が既に開始されて

いるが、この手法を基に受注各社が独自に効率化を図

り作業を進めている。今後は受注各社の創意工夫およ

び提案がこの作業を効率化する手段となることはまち

がいない。

なお 本論文は、平成11年11月25日から平成12年３月

10日まで、建設省国土地理院より株式会社オオバが受

託し、作業を行ったものをまとめたものである。本稿

を投稿するにあたり、当時の建設省国土地理院地理調

査部地理第一課鈴木美奈男課長をはじめ皆様に、ご助

言ご指導をいただいたことを特に記し、深く感謝の意

を表します。
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