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研究目的 

道路利用や道路管理において道路上の位置を把握することが必要であるが、一般的なアドレスマ

ッチング（住所から座標を出力するジオコーダ）では道路上の位置を得られず、また、住所以外の

位置の目印を解釈できない。本研究は道路用地理識別子（位置の目印）を整備し、これを利用して

道路上の座標を出力できる道路ジオコーダの開発を目的とする。  

研究手順 

（１）道路データベース（道路ジオメトリ）の入手と分析 

デジタル道路地図、オープンストリートマップ等から、格納されているノード（交差点、

重要施設等）とリンクの経路に関する情報構造を分析する。 

（２）流通している道路上の位置表現の収集 

（３）道路用地理識別子の整備 

（４）道路ジオコーダのデータベースとアルゴリズムの設計  

（５）道路ジオコーダの公開と評価 

研究成果 

 全国の国道及び県道のジオメトリ（座標）と道路属性を主としてオープンストリートマップから

生成し、加えて、数値地図等から道路上の位置を示すために利用されている地理識別子を整備した

（表１）。このデータを利用して、道路上の位置を出力する道路ジオコーダを開発した。その有用

性について2016年熊本地震で検証し（図１）、一般的なジオコーダに比べてより真値に近い道路上

の位置が出力されることを確かめた。 

 
表1 整備したデータ（全国分） 

道路セグメント 3,667,560 
注記 571023 
信号交差点 29200 
自然地名 93209 
自然地名読み 93209 
居住地 848302 
公共施設 123832 
バス停 254842 

図1 道路ジオコーダの出力(2016熊本地震の例)    
 

今回研究の新規性 

 道路のジオメトリ（座標）と地理識別子を組み合わせて、これまでになかった道路上の位置を示

す道路ジオコーダを開発した。 

研究成果の活用 

 道路上の位置の探索・把握は、地名やバス停等を確認できる大縮尺の地図を用いた手作業に頼っ

ている。本研究の成果は次のような業務や情報システムにおいて、作業の負担を軽減し、時間の短

縮を図ることができる。（例１）道路の被災箇所、損傷個所、事故個所等の収集や連絡、公表を行

う道の相談ダイヤルでの場所確認、（例２）道路に関する情報提供において文字による場所の提供

から地図による場所の提供へのサービス向上（例えば、道路法に基づく告示）、（例３）工事情報

管理システムでの道路工事場所の入力。 
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DEVELOPMENT OF ROAD GEOCODER AND ROAD GEOGRAPHICAL 

IDENTIFIRES  
 

Kobayashi,Watrau 1 
1Tokyo Denki Univ.  

 
Purpose of Research 
To obtain accurate locations on roads is required for road usage and road management, but address matching 
system (geocoder) does not output location on road and does not suit for road landmarks. In this study, we aim 
to arrange road geographical identifiers and develop road geocoder, which outputs coordinates on the road 
from various landmarks. 
 
Procedure of Research 
(1) Analizing database of road geometry like Open Street Map and Digital Road Map so that road geometry 

/coordinates can be used by road geocoder.  
(2) Collecting expression indicationg locations on roads. 
(3) Arranging road geographical identifiers. 
(4) Designing database and algorithm of road geocoder. 
(5) Publishing road geocoder web site and estimating it. 
 
Result of Research 
We developed the geometry (coordinates), attributes, on national roads and prefectural roads throughout the 
country from open street map and road geographical identifiers shown as table-1. We developed a road 
geocoder web site using these data and shown its usefulness through the 2016 Kumamoto Earthquake(Fig-1). 
 
Table-1 Arranged Road Geographical Identifiers(All of Japan) 

 

 
 

Fig.1 Road Geocoder Outputs (Damage Parts by 2016 Kumamoto Earthquake) 
 
Novelty of this Research 
We developed the first road geocoder which can output coordinates on road by in combination with the 
geometry of the road and road geographical identifier. 
 
Utilizing of the Research Results 
Manual work searching into maps of large scale is required to discover location on road. This road geocoder 
can help them to indicate accurate locations through road and geographical identifiers automatically, so that 
they can discover target location on road efficiently and quickly. This can be used as bellow,  
(example 1.) searching assistance of damaged/accident part on roads in helpdesk road consultation dial,  
(example 2.) announcement of location on road by from text changed to map,  
(example 3.) input assistance of road construction location in construction management system. 
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road segment 3,667,560 
annotation 571,023 
signal cross 29,200 
natural place name 93,209 
residential place name 848,302 
public facility 123,832 
bus stop 254,842 
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