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Abstract: This report is about the research on a method to combine automatically with figures divided by 
surrounding frameworks. The spatial data used by urban planning GIS has many figures which are fixed per 
surrounding frameworks. Since such figures which intersect with neat line of surrounding frameworks are 
divided in many cases, there are not few problems at the time of use of analysis or display etc.
To this end, First, the former methods and problems about figures divided by surrounding frameworks were 
surveyed the Tokyo Urban planning GIS as an example. Next, the outline about development of the algorithm 
and tool about automatic integration. Last, the examples of processing with the developed tool were shown.
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1. はじめに

本 稿 は， 都 市 計 画 分 野 で の 地 理 情 報 シ ス テ ム

（Geographic Information System：GIS）のさらなる利活

用を支援することを目指して行っている研究のうち，

都市計画 GIS データにおける図郭で分断されたポリゴ

ンの自動結合に関する研究の報告である．

空間データにはあって実際の空間にないものの代表

として「図郭」があげられる．図郭自体にはデータ整

備上のメリットもあるが，都市計画分析においてはデ

メリットであることがこれまでも指摘されてきた（２

章で詳述）．特に，図郭と交差する図形は分断される

ことが多く，分析上の支障があるため，結合処理を行

う必要がある．従来は手作業によって結合処理を行う

ことが多かった．このような問題に対し本研究では，

図郭で分断された図形の自動結合アルゴリズムについ

て検討し，これに基づいた自動結合ツールを開発した．

以下，本稿では，

・図郭とは

・図郭による図形分断の事例

・図郭分断図形結合のためのアルゴリズムとツール

の試作

・処理事例

・まとめと課題

について述べる

2. 図郭とは

地図学上の図郭の定義は「地図における外周の総称」

（日本国際地図学会；1998）である . 紙媒体での地図で

は，この図郭内に各種の地物を描画し，この図郭線と

紙面の間（余白）に地図名や記号などのメタ情報を記

載するような仕様となっている．

一方，空間データでは，地図の余白部分に記載され

るメタ情報は，別途管理されるため，図郭線は空間デー

タの描画領域を指し示す役割を有しているのみである

といえる．未だ多くの空間データは図郭単位でのファ

イル編成を行うことが多い．データ整備上の図郭単位

でのファイル編成を行うメリットとしては，

・領域に規則性を持たすことが出来るため，GIS へ

の読み込み時のタイリング処理が容易 .

・領域面積を一定に出来るためファイル容量などの

コントロールが容易 .

・データ化に際しての工程管理や品質管理を図郭ご

とに行うことが可能 .

などがあげられる．しかし，空間データの利用という

観点からは，図郭単位で整備されたデータは，

・図郭線と交差する図形は，分割されることが多い．

　→図形の個数や，各種の指標を計測する場合にダ

ブルカウント（それ以上の場合もある）になる

・図郭間での図形単位での幾何学的不整合・主題属

性情報の不整合が生じやすい．

　→地物の位相関係の把握，もしくは幾何学的な指

標の導出に錯誤が生じる可能性がある

・描画上，美しくない .

といった問題がある．実際に図郭ごとに整備された空

間データを使ったことのある読者ならば一度はこの図

郭によって分割された図形の処理や取り扱いについて
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苦慮したことがあると思われる（例えば，阪田・吉川；

2001，伊藤・曲渕；2001，など）．また，図郭で分断

された図形の結合に関する先行研究としては，佐藤ほ

か（2000）による空間データ基盤 2500 の道路中心線デー

タの結合に使用可能な幾何学的性質について論じたも

のがあるが，こと建物などのポリゴンデータの結合に

ついての検討事例は管見では見当たらない．

ここ数年で，こうした図郭で分断されたデータにつ

いての不具合に対する認識が高まり，また GIS 自体

の高度化に伴い，データ整備の段階で「図郭と交差す

る図形は分割してはいけない」という仕様を示す場合

も出てきた．これにより，今後整備される空間データ

については，図郭と交差する図形が分割されていない

データが主流となっていく期待もある．しかし都市計

画分野では，過去のデータも用いた時系列での分析を

行う場合がある．すなわち，これまでに図郭単位（かつ，

図郭で分断された図形を持つ）で整備された空間デー

タの処理に対するニーズは少なくないと思われる．

ではまず，図郭で分断された図形の結合に使用でき

そうなアイデアと問題点を整理してみる．

○ ID をキーとして結合する方法

　　ある領域についてユニークな ID が図形に付

与されていれば，GIS エンジンの機能（例えば，

ArcGIS のディゾルブ機能など）で，この ID をキー

とした自動結合が可能である．実際はユニークな

ID が付与されていることは希なことである（1）．

○図郭線の決まった位置から順に図郭間同士の図形

を結合する方法

　　空間データ上の図形が凸である保証はないた

め，ある図郭の端部から順にペアを見つけ出して

結合するということは，時に誤った図形同士を結

合しまうことが考えられる．

すなわち，図郭で分断されていたとしても，データ整

備の段階で結合・復元のための決定的な情報を図形に

持たすようなことはなく，かつ，図形のもつ幾何学的

性質より位置関係のみでは，図郭で分断された図形の

ペアを見つけるのは容易ではないことがわかる．

処理する個数が少なければ，目視で確認しながら手

作業で結合していくことも可能である．しかし，図郭

で分断された図形の数は少なくないため，手作業での

結合には限界がある．これは，単なる工数の問題では

なく，判断の一貫性の担保という問題の方が大きい．

そのため，図郭で分断された図形のもつ幾何学的性

質や主題属性を組み合せた自動結合の方法を考えなけ

ればならない．

3. 図郭による図形分断の事例

本章では，都市計画で用いられる空間データにおけ

る図郭分断の事例として，東京都都市計画地理情報シ

ステム（以下，東京都 GIS（2））の建物データおよび土

地利用データを例として，具体を見ていく．

3.1 図郭間での図形分断の実例

手始めに，東京都区部の建物データで見られる分断

の実例をみていくことにする．都区部内で図郭で分断

されていると判断される建物の図形は，おおよそ 3 ～

4 万個程度ある．図 1 は図郭で分断された代表的な建

図郭ごとに，色分けをしてある．

水色の点線が図郭線で，その両側

で色が変わっている図形の建物が

分断されている．

図 1　図郭で分断された

代表的な建物の例

新宿区西新宿（東京都庁） 新宿区霞岳町（国立競技場） 文京区後楽（東京ドーム）

港区台場（フジテレビ本社）渋谷区神南付近（NHK 放送センター）
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物の例である． 次節以降，特徴別に詳細を述べる．

3.2 図郭間の隙間・オーバーラップの存在

本来，データを図郭単位で作成しているならば，図

郭にによって分断されたポリゴンを構成するリンク

は，最低でも１本は図郭線上にあるはずである．しか

し，多くのポリゴンで，図郭間の隙間が存在している

ことがわかった（図 2）．これには，図郭のタイリング

時の浮動小数点による誤差の可能性も考えられるが，

同時にデータ作成時の位置の誤差にも起因すると考え

られる．また逆に，図郭間が完全にオーバーラップし

ている例もあった（図 3）．

3.3 図郭間での主題属性の不整合の存在

土地利用用途や建物用途などの主題属性が異なる場

合である．本来，図郭で分断された図形であっても，

その主題属性は図郭の両側で同一の属性が保持されて

いるはずである．

しかし，隣接する図郭の土地利用データを土地建

物用途の主題属性ごとに分類表示してみると，図 4 に

示すように，図郭の両側で土地利用属性が異なる事例

が見られる．特に図 5 のように，場所によっては，半

分程度誤りと思われる主題属性の不一致が見受けられ

た．形状から判断すると，結合できそうであるが，主

題属性の不一致が見られるため，図形結合すべきかど

うかの判断ができない．これは，地域（市区町村）によっ

て程度の差はあれども，全体の図形数からすると無視

できない程度ある．

 

4．図郭分断図形結合のためのアルゴリズムとツー

ルの試作

本章では，前章での東京都 GIS データを基にした検

証で明らかになった問題点を考慮した上で，図郭分断

図形の自動結合の確度を高めるための基礎的なアルゴ

リズムについて検討する．以下では，GIS への実装時

の留意点（ツールの仕様）と併せて検討する．

4.1 図郭抽出法の検討

まず，図形結合を行う際にどのポリゴンが結合対象

となるかを抽出するための確度を高める必要がある．

言い換えれば，結合対象となるポリゴンの接合面をい

かに効率的に抽出するかが重要となる．

本来図郭線上にあるはずの結合対象となるポリゴン

上は 113（厚生医療施設），下は 111（官公庁施設）となっていた．

図 4　土地利用現況での主題属性不整合の例

図 6　連続したポリゴンで構成されるデータ

 

図 7　独立したポリゴンで構成されるデータ

図 3　図郭間のオーバーラップの例

図の上下が別の図郭

となる．この場合で，

隙間は 0.016m 

図 2　図郭間の隙間の例

図 5　土地利用現況での主題属性不整合の例　その 2
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の接合面が，図郭線上からずれている場合があること

が明らかになったため，より確度の高い図郭検出方法

が必要となる．

今回対象となる GIS データはその性質から次の 2 つ

のタイプに分類される．1 つは，都市計画区域・新用

途地域や土地利用現況のように，基本的に連続したポ

リゴンで構成されているもの（図 6）で，このタイプ

は図郭全体をポリゴンで埋め尽くすことができ，すべ

てのポリゴン全体の形状が図郭と一致するのが特徴で

ある．もう 1 つは，建物用途現況のように，一棟ごと

に独立したポリゴンで構成されるタイプ（図 7）である．

このタイプは，図郭の中に点在し，連続的に図郭を埋

め尽くすようなことはない．

そこで，図郭抽出の手法をそれぞれのパターンでわ

け，連続したポリゴンで構成され都市計画 GIS データ

に関しては，構成するポリゴンの最外縁を追跡するこ

とで図郭線を抽出する手法を採用する方針とした．こ

のことにより，図郭線の位置がずれていても，最外縁

≒図郭線であることから，対象となるリンクの絞込み

が行えるようになり，より確度の高い図郭抽出が可能

になると考えられる．

一方で，独立したポリゴンで構成される都市計画

GIS データに関しては，本来あるべき図郭線の位置か

らバッファを生成し，当該領域に含まれるリンクを抽

出する手法で図郭抽出を行っている．この際に，許容

誤差範囲により抽出できる確度が影響するため，許容

範囲の閾値を設定できるようにすることとした．

4.2 図形結合対象確定手法の検討

先に抽出した図郭について，さらに，接合面となる

線分（以下，リンク）を絞り込むため手法を検討した．

具体的には，図郭線は水平または垂直であるという

性質を利用し，図郭抽出の結果から座標値にリンクの

傾きを加味し，接合面のペア検索を行うことにした．

また，図郭 4 辺のどこに該当するかを割り出すことに

よって，接合面のペア検索の効率化を図ることとした．

接合面のペア検索では，お互いのリンクの始終点が

それぞれ許容範囲の中で一致しているか，リンクの座

標範囲が相手のリンクの位置に含まれているか，およ

び線分のオーバーラップが許容範囲内であるかの 3 つ

の観点からペアとなるリンクを抽出することとした．

一方，3 章での検証から，図形の形状から判断して

図形を結合しても問題がないと思われるが，主題属性

が整合しないため，結合すべきかどうか判断できかね

る場合が明らかになった．主題属性の内容が不整合の

場合，どのポリゴンに含まれている主題属性の内容が

正確であるかを特定することはできず，図形結合され

たポリゴンに，どの主題属性の内容を格納すればよい

のかを一意に決めることができない．

そこで，図形の幾何学的性質から結合すべき図形の

ペアと判断できても，主題属性の内容が異なる場合は

図形の結合は行わないことにした．ただし，処理終了

後にユーザーが主題属性の内容も加味して結合すべき

か否かの判定を行うことが出来るように，処理フラグ

を付与しておくことにした，

4.3 ポリゴン結合の確度向上のための手法の検討

3 章での検証より，ペアが確定したポリゴンを結合

する際に，ポリゴン間の隙間およびオーバーラップに

より，一見してうまく結合できない場合があることが

明らかになった．すなわち，こうした不正なポリゴン

をそのまま結合すると，マルチポリゴンやスリバーポ

リゴン（3）などが生成されることが考えられる．

これを回避するために，結合前に接合面となるリン

クの座標値を誤差範囲内で補正し，図郭線上に載せて

おくことで，隙間およびオーバーラップをなくすこと

とした．これにより，結合時にマルチポリゴンが生成

されたりオーバーラップが残ってしまう可能性を極力

環境設定
・対象ファイル設定
・対象図郭定義ファイル設定

オプション設定

図郭抽出

ノード生成

エッジリスト抽
出

エッジリスト出
力

図郭辺判定

ペア検索

ペア付与

図郭補正

BDS分離

ペア結合

END

START

図 8　図郭分断図形結合ツー

ルシステム遷移

図 9　図郭分断図形結合ツールの GUI
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減らすことができると考えられる．

4.4 図郭結合対象外データの処理についての検討

対 象 と な る 図 郭 単 位 の デ ー タ 内 に は， Universe 

Polygon（3）や，土地利用現況の道路ポリゴンのように，

結合してしまうとデータが巨大になり，利用に際し処

理に支障がでる可能性のある図形については，削除す

るあるいは処理対象から除外する必要がある．

そこで，システムでは除外対象あるいは削除対象と

するデータ項目のフィルタ設定ができるようにするこ

とで，不必要な処理を行うことなく適切な処理ができ

るようした．

4.5 図郭分断図形結合ツールの作成

以上の検討を，システム遷移として整理すると図 8

のようになる．これを基に，図郭分断図形結合ツール

を作成した．今回は， GIS エンジンとして SISver.5.2

（インフォマティクス社製）をベースとし，ファイ

ル形式はすべて BDS 形式とした．また，開発言語を

VisualBasic6.0 を用いた（図 9）．

処理対象となる都市計画 GIS データは大量であり，

全体処理には時間がかかることが予想される．そこで，

処理単位で独立したモジュールとし，また，作業単位

で処理データを外部ファイルに逐次保存・読込するこ

とにより，作業を分割して内容を確認しながら実行で

きる構成を基本とした．一方で，大量に自動処理を行

いたい場合に備えて，バッチ処理機能も備えることと

した．

5. 処理事例

本章では，4 章で開発した図郭分断図形結合ツール

を用いて，東京都 GIS データを処理した事例（図 10

および図 11）に示す．

図 10 の建物データの処理事例においては，東西方

向に図郭線が存在していたが，概ね結合されている．

また，図 11 の土地利用データの処理事例においては，

南北方向に図郭線が存在していたが，処理を除外した

道路（図中，黄土色の図形）以外は結合されている．

本研究で開発した方法によって処理した東京都区部

のデータについての結合率（＝結合に成功した図形数

／図郭に位置していると判定した図形数）を区ごとに

算出（概算）したところ，建物データの場合で最大約

95％，土地利用データの場合で最大約 98％の図形を処

理出来ていた．

 

6. まとめと課題

以上，都市計画 GIS を対象とした図郭分断図形の自

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．

今回開発したツールで処理できるデータは，図郭で

分断された図形が，

・ポリゴンであること

・図形に何らかの主題属性が付与されていること

という仕様を十分に満たしていることを前提としてい

る．そのため，GIS データの代表的なデータフォーマッ

トである，国土交通省公共測量作業規程（国土交通省

大臣官房技術調査課，2002）で定められたディジタル

マッピング（DM）データのように，ポリゴンではな

く開放線分で表現されたデータの場合には，図形ごと

のポリゴン化などの前処理が必要である（寺木・岩田；

2003）．

今後，さらなる汎用性を目指したアルゴリズム・ツー

ルの改良や，処理事例の蓄積などの研究が必要である．

これらの課題についての報告は稿を改めたい．

東
西
の
図
郭
線
が
存
在
し
た
位
置

南北の図郭線の存在した位置

図 10　建物現況データの処理事例

（東西方向に分断されていた）

図 11　土地利用データの処理事例

（南北方向に分断されていた）
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【注釈】

（1）一部の GIS エンジンは，システム内部で生成される ID に

よって，図郭と交差する個別の図形を破綻が無いように管理す

ることが可能なものもある．しかし，ここで問題としているのは，

こうした ID 自体が，システムに依存していたり，取り扱うデー

タ領域を変更するとユニークで無くなる場合があり，ID をキー

とした図形の結合は汎用性に欠けるということである．

（2）東京都 GIS は，土地利用現況調査に基づく調査結果をデジ

タル化したものである．調査は，東京都から各行政庁に委託され，

航空測量による基図の作成と実地での外観目視調査に大別され

る．現在，都区部は 1991 年・1996 年・2001 年のデータが，市

部は 1992 年と 1997 年のデータが整備されている（古くは，25

ｍメッシュで整備された時期もあったが，ベクトルデータとし

て本格的な整備を開始したのは，1991 年からである）．1997 年

までの各データは，東西 2.5km ×南北 1.5km の図郭単位で整備

されている．また，最新の調査からは，図郭設定の方法が変更

された．なお，本研究での各種の検証には，1996 年に整備され

た東京都 GIS データを用いている．

（3）マルチポリゴン：１つの地物を複数のポリゴンで表現した

 もの．

　　スリバーポリゴン：極端に痩せたポリゴンのこと．図形と

 図形の間の微小な隙間に生成される場合や．単一の図

 形上の線分の不正な交差によって生成されてしまう場

 合，などが多い．

　　ユニバースポリゴン：実態はないが，データ構造上，デー

　 タに挿入されてしまう架空の図形
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