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道路のための地理識別⼦と道路ジオコーダの開発 

 
東京電機⼤学 研究推進社会連携センター 

⼩林亘 
 
 
要約 
 

本研究では、道路上の位置に関連する情報を表現するための「地理識別⼦」とその⽣成⼿
法、並びに，道路の情報と地理識別⼦とを組み合わせて道路上の座標を特定するためのシス
テム（本研究では「道路ジオコーダ」と名付ける）を開発した。 

道路上の位置に関連する地理識別⼦には、住所が主に利⽤されているが、災害等の混乱時
には⾃然地名（例えば峠）・施設名（橋，トンネル等）・交差点等が⽤いられており、住所に
おいても⼤字や⼩字が混在して使⽤されている。そして、これまでの⼀般的なジオコーダ
（地名などから緯度経度を出⼒するシステム）は、道路と組み合わせた座標を出⼒するもの
ではない。このような理由から、これまでは道路上の位置を探索することは容易ではなかっ
た。これに対して、本研究では全国の国道及び県道のジオメトリ（座標）、属性、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、道路上の座標を特定するために道
路ジオコーダとしてシステム化した。この本研究の成果は防災・道路管理・⼯事管理等の
種々の⽤途に役⽴つものである。その有⽤性について 2016 年熊本地震、2017 年九州北部
豪⾬で検証を⾏った。また、平常時の利⽤として道路法の告⽰に関する情報システムへの適
⽤を⾏った。 
 
 
１．研究の背景 
 

道路上での事故、災害、⼯事などを処理する際には、その位置を正しく流通させる必要が
ある。そのために、道路管理者の⼀部では距離標が使⽤されているが、⼀般的にはなじみが
ない。このため、位置の表現には近くの住所地名を⽤いるほか、緊急時には様々な場所を⽰
す⽬印（地理識別⼦）が使⽤されている。住所地名から該当する位置を得るには、情報の受
発信者が共通する地名データ（⼤縮尺の住所地図など）を持つ必要があり、また、どのよう
な種別の⽬印（⼤字、⼩字、施設名、バス停などの種別）であるかの情報が必要でもあるが、
これらは明⽰されていないことがあり、位置の探索は容易ではない。このように、現在の道
路上の位置の流通には課題がある。本研究では、道路上の位置の流通における課題を解決す
るため、道路⽤の地理識別⼦とそれを利⽤した道路ジオコーダを開発するものである。 
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２ 道路上の位置の表現 
 

道路上の位置を迅速かつ正確に必要とするケースには、例えば、災害時の通⾏⽌め情報の
流通がある。2016 年 4 ⽉ 16 ⽇未明に発⽣した熊本地震の本震後には熊本県から道路の交
通規制状況として「平成 28 年 4 ⽉ 14 ⽇発⽣地震道路交通規制状況 4 ⽉ 16 ⽇ 24 時 00 分
現在」（以下、「道路被災リスト」）が公表された（表-1）。表-2 は表-1 の⼀部であり、位置の
特定に有⽤な情報として、振興局等・路線・箇所（始点と終点）・規制種別が記されている
ことがわかる。 
 

表-1 2016 年熊本地震において熊本県から公表された交通規制情報 

 



3 
 

 
表-2 道路被災リスト中の位置特定に関する部分の例 

振興局等 
路線（フリガナ） 箇所（フリガナ） 規制原因 

番号 路線名 始点 終点 規制種別 

上益城 141 河内⽮部線 ⼭都町 ⿇⼭ 落⽯ 
上益城 28 熊本⾼森線 益城町惣領 益城町宮園 ⽕災 
上益城 50 熊本嘉島線 釈迦堂橋 めど町橋 橋梁段差 
上益城 220 三本松甲佐線 甲佐町 井⼾江 法⾯崩壊 
阿蘇  国道 325 号 南阿蘇村 （阿蘇⼤橋） 崩落 
阿蘇  国道 325 号 河陽  崩壊 
阿蘇  菊池⾚⽔線 ⾚⽔  JR 脱線 

 
 

表-1 の 114 件において位置の表現に使⽤されていた地理識別⼦の種別を分類した結果を
表-３に⽰す。表-3 では多様な地理識別⼦が使⽤されていることがわかる。 

 
表-3 道路被災リストにおいて位置の表現に使⽤されていた地理識別⼦の分類 

居住地名の表現 
居住地

名 

居住地名

のみ 

居住地名外情報 
居住地名外

情報計 
橋梁又は隧

道 

交差点名等※3 自然地名 その他 

不明※1 �� �� �� �� �� �� ��

⾃治体※2 ��� ��� �� �� �� �� ��

⾃治体名＋⼤字 	�� 
�� ��� �� �� �� ���

⼤字 	� �� �� �� �� �� ��

⾃治体名＋⼤字
＋⼩字 �� �� �� �� �� �� ��

⾃治体名＋⼩字 ��� ��� �� �� �� �� ��

⼤字＋⼩字 �� �� �� �� �� �� ��

⼩字 ��� �� �� �� �� �� ��

居住地名無し �� �� ��� �� �� �	� ���

総計 137 98 34 9 5 20 ���

※1 居住地名の表現であるが該当地名が不明 

※2 ⾃治体名のみ⼜は⾃治体より下位の地名が不明 

※3 交差点名・公共施設・バス停 

 
 
表-1 をもとにして道路上の位置を探索すると次のような問題が⽣じる。 

（１）地図に表⽰された地名が実際の被災地点と離れている 
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 例を図-1 に⽰す。道路被災リストに記されている「河陽」は信号交差点名（図-1 中の写
真-1）であると考えられるが、⼀般的な地図（図-1 は国⼟地理院地図、以下の地図も同様）
に表⽰されている「河陽」とは約 5.3 キロメートル離れている。このため、信号交差点名を
探索せずに⼀般的な地図から場所を得る場合には被災地点と離れた場所と誤認してしまう。 

 

 
図-1 地図に表⽰される地点と道路被災リストの地点の違いの例 

 
（２）同じ地名が複数あり、地名だけでは場所が判らない 

例を図-２に⽰す。道路被災リストには⼩迫との
地名があるが、県内には産⼭村に 1 つ、⼭都町内に
11.4km 離れた 2 つの⼩迫があり、地名だけではど
ちらか判断できない。 

 
（３）地図では探索できない、あるいは探索しにく

い 
道路被災リストに記された場所は、⼤字である

か、⼩字であるか、あるいはバス停であるかなどが
明記されていないものが多い。このため、縮尺によ
って求める地名が表⽰されないことや、地図が扱う
情報が⾜りない（例えば、使⽤した地図がバス停ま
で表⽰していない）ことによって求める場所が探索
ができないものがある。 

 
図-2 複数の同名の地名がある例 



5 
 

 
３．道路上の位置を⽰すためのデータ 
 
 前章の調査から、住所地名をジオコードするだけでは道路の場所を⾒つけることが困難
であることが分かった。このため、住所地名を含む多様な⽬印（以下、「参照点データ」と
呼ぶ）に加え、道路の位置に関する情報（以下、「道路データ」と呼ぶ）を利⽤して位置の
探索を試みることとした。そのためには、これらデータの整備が必要となる。 
 

３．１ 道路データ 
 道路データを整備するにあたり、まず、⼊⼿可能な道路データと、それが使⽤できるもの
であるかを調査した。使⽤できるか否かの判断においては、データの項⽬・データのライセ
ンス・利⽤料⾦を考慮した。 
 

表-4 道路データの⽐較 
データ名 

⽐較項⽬ 
国⼟地理院地図 デジタル道路地

図（DRM） 
区間 ID オープンストリ

ートマップ 
道路種別 データの整備が

不⼗分 
整備されている コード化 highway タ グ の

value 属性 
路線番号 データの整備が

不⼗分 
整備されている コード化 ref タグ 

路線名 データの整備が
不⼗分 

整備されている なし。道路通称
名・バイパス名
あり 

name タグ。ただ
し網羅性と完全
性は不明である。 

道路座標 整備されている 整備されている 参照点のみ 線の座標がある 
取り扱い範
囲 

全国 基本道路と細道
路 

道路交通センサ
ス区間 

特に決まりはな
い。 

ライセンス 測量法を順守す
ることにより可
能 

⼆次的著作物に
は別途ロイヤル
ティが発⽣する 

ただし、再配布
等に制限あり。 

ODBC ライセン
ス。データの結合
にはライセンス
の継承が必要。 

利⽤料⾦ 無償／有償 有償 無償 無償 
 

この整理を踏まえて道路データを次のように整備することとした。 
（１）成果の公開や継続の為には費⽤負担が無い⼜は少ないことが必要なため、基本的な道

路の座標には整備されたデータが無償で利⽤できるオープンストリートマップのデ
ータを⽤いる。  
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（２）オープンストリートマップのデータは統⼀的な機関が作成したものではないためた
めバラツキがある。このため、同⼀の基準で体系的に再整理する。そのため、区間 ID
の始点・経由点・終点及び路線番号をもとにしてオープンストリートマップから道路
を構成する線分を取得する。 区間 ID の整備対象の国道と県道を対象とする。 

（３）整理したデータは都道府県ごとにファイル化し、json 形式で表現する。  
 

この⽅針により⽣成した JSON データの例を図-3 に、それを可視化した例を図-4 に⽰す。 
 

{ 
   "type"      :"Feature", 
   "id"        :"8837d2c3e6f9301c463233360ef13b1f", 
   "properties": 
    { 
          "pref"  :"47", 
         "parents":[ 
                     { 
                        "id":"f47r47602161", 
                      "type":"6", 
                      "name":"沖縄県道 216 号" 
                     } 
                   ], 
             "ref":[ 
                    "fac25ff8c3d2b962dbfd2c74219e5f8f", 
                    "0550069c5f228ba1fe267efe6f504636" 
                   ], 
          "alternateNames":[], 
          "length":219, 
          "quality":0, 
          "actualLength":223.03298465666933 
    }, 
     "geometry":{ 
                       "type":"LineString", 
                "coordinates":[ 
                                [122.96445,24.46275], 
                                [122.96393,24.46272], 
                                [122.96327,24.46274], 
                                [122.96225,24.4628] 
                              ] 
                } 
} 

図-3 道路データ（ある線分）の例 
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図-4 道路データの可視化の例 

 
３．２ 参照点データ 

熊本地震において使⽤されていた地理識別⼦を参考にして、表-5 の参照点データを整備
した。これらは⽂字列と経緯度の組み合わせである。 
 

表-5 整備した参照点データ 
種別 取得⽅法 参照点数 
地図注記 数値地図 571023 
居住地 数値地図 848302 
信号交差点 数値地図 29200 
⾃然地名 数値地図 93209 
公共施設 数値地図 123832 
バス停 国⼟数値情報 254842 
駅 国⼟数値情報 18303 
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４．道路ジオコーダの開発 
 

道路データと参照点データを組み合わせて道路上の位置を算出するシステム「道路ジオ
コーダ」を開発する。⼀般のジオコーダは、⼊⼒データを地物マッチングアルゴリズム
（Feature Matching Algorithm）によって参照点データ（Reference Data）と照合し、地物
補間アルゴリズム（Feature Interpolation Algorithm）による処理を経て出⼒する（Goldberg, 
D.W., 2008）。しかし、道路データを併⽤しない。ジオコードされた座標から道路上の場所
を推定する先⾏研究としては、南ほか（2011）による路線ジオコーディングがある。これは
住所から道路上の最短の１地点を出⼒する⼿法であり、道路上の場所の推定は、住所をジオ
コードした座標（基点）から道路上への垂線が最短距離となる座標（補正点）である。本研
究ではこれらを発展させ、次の特徴を備えたジオコーダである道路ジオコーダを試作した。 
（１）多様な地理識別⼦への対応 

⼀般的なジオコーダは⼊⼒データとして住所を想定しているが、道路ジオコーダでは多
様な（交差点、道路施設、バス停など）地理識別⼦を⼊⼒データの対象とする。道路の場所
を表現するために居住地名以外の地理識別⼦が使⽤されているからである。  
（２）道路上へ射影した点の出⼒ 

⼀般的なジオコーダは⼊⼒データに⼀致した参照点データの座標（⼀致点）あるいはその
周辺の座標を出⼒する。これに対して、道路ジオコーダは⼀致点ではなく道路上に射影した
座標を出⼒する。その理由は、複数の道路が交差・並⾛する場合にも該当する道路を併せて
⽰すことができ、⼀致点よりも真値に近いと考えられるためである。この出⼒を可能とする
ためには道路の座標が必要となる。 
（３）閾値の導⼊ 

道路上の場所を⽰すために、距離の離れた地理識別⼦を使⽤しないであろうと想定して、
参照点データの有効範囲である「閾値」を導⼊し、道路の座標が参照点データの地理識別⼦
の座標（基点）の閾値内であるものを出⼒に使⽤した。これにより計算量を軽減できる。 

この道路ジオコーダの仕組みを図-5 に⽰す。 
 

 
図-5 道路ジオコーダの仕組み 

例：居住地

真値

道路

座標から関係する範
囲の最大値（閾値）

例：学校

誤差

基点

補正点
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 この仕組みをサーバ上に実装した。その仕様を表-6 に、使⽤したデータを表-7 に、道路
データをデータベースに格納するための ER 図を図-6 に⽰す。 
 

表-6 サーバ及びシステムの仕様 
 

要素 仕様 
サーバ OS CentOS 
サーバ DB PostGIS extension on PostgreSQL 
サーバ Web Apache 
地図ライブラリ Leaflet 

 
 

表-7 整備した参照点データ 
種別 取得⽅法 参照点数 閾値（ｍ） 
地図注記 数値地図 571023 1000 
居住地 数値地図 848302 10000 
信号交差点 数値地図 29200 500 
⾃然地名 数値地図 93209 2000 
公共施設 数値地図 123832 500 
バス停 国⼟数値情報 254842 500 
駅 国⼟数値情報 18303 500 

※閾値は個々の参照点に任意の値を設定可能，表中の値はデフォルト値 
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図-6 道路データを格納するための ER 図 
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５．道路ジオコーダの機能 

 
 道路ジオコーダは次の機能を有している。 
 
機能１ 路線がどのような経路であるか

を知りたいとき、道路を表⽰で
きる。 

 
道路を⼊⼒すると地図上にその
道路を表す点が表⽰される。 

 
⼊⼒ 国道 4 号 
結果 国道４号の全体を橙⾊の

10 点で表⽰ 
 
 
 
 
 

図-7 路線の表⽰        
 
機能２ 道路の⾃治体の範囲内の区間を

知りたいとき、その区間を表⽰で
きる。 

 
道路と都道府県名または市町村
名を⼊⼒すると地図上にその⾃
治体内の道路区間が表⽰され
る。 
 
⼊⼒ 国道 4 号 ⻘森県 
結果 ⻘森県内の国道 4 号線が

10 点橙⾊の点で表⽰され
る 

図-8 ⾃治体内の区間の表⽰     
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機能３ 住所や施設などの参照点（⽬印）
をもとに最寄りの道路上の位置
を知りたいとき、その位置を表
⽰できる。 

 
道路と住所や施設名（参照点）を
⼊⼒すると、地図上に参照点の
近くの道路上の位置が表⽰され
る。 

 
⼊⼒ 国道 4 号 東京都 千住

⼤橋 
結果 国道 4 号線の千住⼤橋の

道路地点が表⽰される       図-9 道路上の地点の表⽰例１ 
 
    ⼊⼒ 東京都 ⽬⿊区 ⼩学校 ⼭⼿通り 
    結果 ⼭⼿通り沿いにある東京都⽬⿊区の⼩学校の⼭⼿通りにおける最寄り地点

が表⽰される。 

 
            図-10 道路上の地点の表⽰例 2 
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６．道路ジオコーダの有⽤性の検証 

 
６．１ 2016 年熊本地震の通⾏⽌め箇所による検証 

道路ジオコーダの有⽤性を検証するために、2016 年熊本地震において公表された通⾏⽌
め箇所のうち、現地で場所を確認できたもの（図-11）を道路ジオコーダにて評価した（表
-8）。使⽤した⼊⼒データ数は、居住地名 34、地名外情報 19、合計 53 レコードである． 

 

 
図-11 2016 年熊本地震の被災現地調査個所 

 
表-8 実験に使⽤するジオコーダと参照データ 

ケース 入力データ ジオコーダ 参照データ 

Ａ 居住地名 ⼀般ジオコーダ 居住地名 

Ｂ 居住地名 道路ジオコーダ 居住地名 

Ｃ 居住地名 道路ジオコーダ 全地理識別⼦ 

Ｄ 居住地名外情報 道路ジオコーダ 全地理識別⼦ 

 
現地調査で取得した座標を真値として、ジオコーダ出⼒との距離を誤差とし、誤差が 1km

以内のものを真陽性（True Positive）とした。500m を階級幅とする度数分布で誤差を表
したものを図-12 に⽰す。図-12 に⾒られるように道路ジオコーダ（B~D）では⼀般的なジ
オコーダ（A）と⽐較して出⼒結果の真値（被災現地）との誤差が少ない。ジオコーダを検
索システムとみなした評価を表-9 に⽰す。道路ジオコーダの適合率（結果が正しい割合）は
⼀般のジオコーダに⽐べて⾼いことが判る。 

 



14 
 

 

 
図-12 2016 年熊本地震の被災地のジオコード結果 

 
 

表-9 検索性能の評価 
入力データ 居住地名 地名外 

ケース Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

⼊⼒数      ① 34 34 34 19 
出⼒数 (Positive) ② 84 32 89 18 
出⼒数中の真陽性数③ 23 23 72 17 
適合率   （③÷②） 0.27  0.72  0.81  0.94  
被災箇所の捕捉数 ④ 21 23 28 11 
再現率   （④÷①） 0.62  0.68  0.82  0.58  

 
 
 
６．２ 2017 年九州北部豪⾬の通⾏⽌め箇所による検証 
 
 2017 年九州北部豪⾬において公表された通⾏⽌め箇所のうち、⽇⽥市内の国道・県道で
あったものを道路ジオコーダに⼊⼒し、得られた結果と使⽤された参照点の種別を表-10、
表-11 に⽰す。図-13 ではこれらの地点を地図上に⽰した。現地調査の例を図-14、図-15 に
⽰す。これらに⾒られるように道路ジオコーダは多様な参照点を利⽤して真値に近い場所
を出⼒している。 
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図-13 ⽇⽥市の国道・県道の規制情報の道路ジオコード結果 

（●は市公表、■は県公表） 
 

表-10 ⼤分県が公表した⽇⽥市内の県道の規制情報の道路ジオコード結果 
公表 道路ジオコーダ 

路線番号 場所 緯度 経度 参照 
県道 407 熊ノ尾 33.34218 131.019859 an,ad,bus,na 

県道 407 東羽田 33.345922 131.03438 an,ad 

県道 407 高花 33.349243 131.056594 an,ad,bus 

県道 48 岩美 33.328179 131.050372 an,ad 

県道 672 馬原 33.304564 130.981492 ad 

県道 671 大肥 33.37023 130.887615 an,ad 

県道 671 山田 33.350748 130.921196 an,ad 

県道 107 鶴城町 33.411951 130.898119 an,ad 

県道 107 鶴河内 33.415394 130.895404 an,ad 

県道 107 源栄町 33.424492 130.918192 an,ad 

県道 107 殿町 33.404558 130.936152 an,ad,bus 

県道 107 皿山 33.427667 130.911986 an,ad,bus 

県道 107 鈴連町 33.392412 130.941259 an,ad 

県道 107 小野小 33.394181 130.94237 fac 

県道 107 梛野 33.389868 130.939629 an,ad 

県道 107 小野振興センター   

県道 107 三河公民館   
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県道 107 三河町 33.371063 130.949048 an,ad 

県道 720 秋原町 33.375964 130.97218 an,ad 

県道 720 花月 33.37471 130.989668 an,ad 

県道 386 夜明関町 33.339617 130.84456 an,ad 

県道 386 夜明ダム 33.339478 130.846213 an 

路線と場所名の組み合わせの重複を除いた 

an：注記、ad：居住地名、bus：バス停、fac：施設、nat：⾃然地名 

 
 

表-11 ⽇⽥市が公表した国道・県道の規制情報の道路ジオコード結果 
公表 道路ジオコーダ 

路線番号 場所 緯度 経度 参照 
県道 107 梛野 33.389868 130.939629 an,ad 

県道 107 皿山 33.427667 130.911986 an,ad,bus 

県道 107 古田 33.409949 130.90564 an,ad,bus 

県道 671 お食事処一夕   

県道 671 山田 33.350748 130.921196 an,ad 

県道 48 岩下 33.329183 131.043414 an,ad,bus 

県道 672 馬原 33.304564 130.981492 ad 

県道 672 名里 33.309298 130.97535 an,ad,bus 

県道 48 有田町 33.332105 130.966043 an,ad 

県道 48 上諸留町 33.328789 130.988509 an,ad 

国道 212 中津市境    

国道 212 日ノ出 33.335081 130.935487 an,ad 

国道 386 福岡県境    

国道 386 夜明大橋 33.322711 130.863432 an 

国道 210 加々鶴隧道 33.312329 130.869719 an 

国道 210 夜明大橋 33.321509 130.862317 an 

県道 672 高速高架下    

県道 407 高花 33.349243 131.056594 an,ad,bus 

県道 107 三河町 33.375964 130.97218 an,ad 

県道 48 羽田 33.332572 131.015653 an,ad,bus 

県道 107 鶴城町 33.411951 130.898119 an,ad 

県道 671 大肥 33.37023 130.887615 an,ad 

国道 211 高速高架下    
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県道 670 鶴河内 33.415394 130.895404 an,ad,na 

県道 720 花月 33.37471 130.989668 an,ad 

県道 670 平寒水 33.389384 130.906991 bus 

県道 107 下河内 33.369208 130.951881 bus 

県道 107 小野小学校 33.394078 130.942418 fac 

県道 107 ことといの里 33.412179 130.932607 bus 

県道 107 小鹿田 33.423006 130.895168 an,ad,bus 

路線と場所名の組み合わせの重複を除いた 

an：注記、ad：居住地名、bus：バス停、fac：施設、nat：⾃然地名 

 

図-14 道路ジオコード出⼒と現地調査の対応（県道 407 号） 
 

 

図-15 道路ジオコード出⼒と現地調査の対応（県道 107 号） 
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６．３ 平常時利⽤のシステムへの組み込み 
 

道路法では道路の供⽤開始を公⽰することが義務付けられている。⼀般的には地名が表
によって⽰されるだけであるが、道路ジオコーダと連携させることにより⾃動的に地図表
⽰を⾏うことができる。その例を図-16 に⽰す。 
 

 
 

 
図-16 道路法に基づく告⽰に⾃動的な地図表⽰を組み込んだ例 

始点を S、終点を E として地図に表⽰させた例 
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７．まとめと課題 

  
本研究では、道路上の位置を正確かつ迅速に把握できるよう、道路のための地理識別⼦を

整理し、これを⽤いて国道と県道を対象とする道路ジオコーダを開発した。その⽤途として、
実験で⽰したように災害時の道路被災の位置の把握や公表、平時における道路の場所を⽰
すための⽀援が可能である。インフラの分野では⼯事に関するデータ（電⼦納品など）、維
持管理に関するデータなど、他には都市管理者（上下⽔道）、交通事業者（バス停等）、交通
管理者（交通管理施設、事故等）、インフラ管理者（電⼒、ガス、通信等）、商業施設などが、
いろいろな場所の表現⽅法に従ってデータを管理している。また、⼀般市⺠は、分かり易い
⽬印（交差点名や施設の⼊り⼝など）で情報を流通させている場合がある。緯度経度、キロ
ポスト、区間 ID、地名、施設名、⽬印等のように異なる場所の表現⽅法であっても正しく
連携（名寄せ）させることができれば、データベースを連携させて業務の効率化、道路では
⽼朽化や管理データの不備への貢献ができる。 
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