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ボランタリーな地理空間情報の位置正確度の検討 
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Abstract: In this note, the author examined positional accuracy of the volunteer geographic information 

(VGI) using the Open Street Map (OSM) road (highway) data in comparison with the road centreline 

data of the basic map information on a large scale. The buffer analysis was utilised in comparing these 

two data. In this analysis, the buffer distance varied from 0.25 to 1.75 metre by 0.25 metre interval. As 

a result, it was revealed that OSM highway data covered less than ten percent of the road centreline data 

even in the case of 1.75 metre buffers. 
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1. はじめに 
近年，日本においても OpenStreetMap（OSM）で代

表 さ れ る ボ ラ ン タ リ ー な 地 理 空 間 情 報
（volunteered geographic information，VGI）に
関する学術的研究が蓄積されつつあり，その一分野
が VGIのデータ品質評価に関する研究である（金杉
他，2019，Yamashita他，2019）.これらの研究が進
展した理由として，VGI の作成主体（先述した OSM
の場合は OSMマッパー，OSM contributor）が主に
一般市民であることから，彼らが作成したデータの
品質が必ずしも保証されるものではないことがあ
げられる． 

一方地理情報のデータ品質を担保するため，ISO 
19157:2013等ではデータ品質要素が定められ，これ
らデータ品質要素は完全性，論理一貫性，位置正確
度，時間正確度，主題正確度等で構成される．この
点を踏まえて，VGI の品質評価研究では，Haklay
（2010）を嚆矢として，位置正確度に関する研究が
特に進められている（Senaratne 他，2017）．彼は，

試験データセットとして OSM の高速道路データを
対象とし，参照データセットとしてイギリスの陸地
測量部作成のデータセットを用いて，OSMの位置正
確度を検討し,平均して OSM の８割程度が正確であ
ると結論づけた．また金杉他（2019）は，全国デジ
タル道路データを参照データとして用いて,OSM の
道路データの位置正確度を検討し,前者と 90%以上
合致した 1km メッシュが全体の約８割をしめ，OSM
データの位置正確度が高いことを示した． 

さらに Haklay 他（2010）は，クラウドソーシン
グによる品質保証を，OSMの道路データを用いて検
討した．その結果，OSMマッパーの数と位置正確性
の関係は統計的に有意でないことを示した．他方
Yamashita他（2019）は，クラウドソーシングによ
る品質保証に関して，OSMマッパーともにデータ品
質要素を意識していないことと，意識が位置正確度
に影響を与えていないこと，ならびに大縮尺である
基盤地図情報道路中心線データを参照データとし
て用いたバッファ分析では OSM による網羅率が低
いことを明らかにした．ただしバッファ距離が
0.25mと極めて短いことから網羅率が低かったとも
考えられる．したがって対象範囲を拡大するととも
に，バッファ距離を変化させることによる，網羅率
の変化の度合いを検討する必要がある．しかしバッ
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ファ距離を変化させることによる VGI による網羅
率の改善に着目した研究は管見の限り見当たらな
い．この点に鑑み，本稿では，公共データと VGIを
比較し，地理情報の品質に関する両者の関係を検討
することを目的とする. 

次章で研究方法を示す．続く３章で，研究結果を
示し，４・５章で，バッファ距離を変化させること
による VGI による網羅率の改善についてまとめる
ともに,今後の課題についても触れる． 
 

2. 研究方法 
OSM の位置正確度に関しては,Haklay（2010）が用

いた方法と同様の手法を用いて OSM の位置正確度
を把握した．図１で示すように，公共データを参照
データとして用い，この参照データからバッファを
生成し,このバッファで網羅される OSM データの網
羅率を位置正確度の尺度とした. 

本研究では， VGI のうち OSM を試験データとし
て用いた．一方参照データは，基盤地図情報の道路
中心線データである．OSMのラインデータと道路中
心線データを比較するために各々のデータに含ま
れる地物を統一した．OSMでは highwayのうち 11種
類のタグを有するデータに限定する一方で（表１），
道路中心線データからは 3m 未満の道路データを除
いた.さらに 3m以上の道路中心線データのうち，地
図情報レベルが 2500のデータのみを抽出した．  

表１ OSMで用いられてい

る主要な道路タグ 

motorway 

motorway_link 

trunk 

trunk_link 

primary 

primary_link 

secondary 

secondary_link 

tertiary 

unclassified 

road 

 

地図情報レベルが 2500 の道路中心線データの水
平位置の標準偏差をもとに，バッファ分析で用いる
バッファ距離を，0.25mから 0.25m間隔で 1.75mま
での 7区間とした．バッファ距離を 1.75mまでとし
た理由は，平成 28年 3月 31 日に一部改正された国
土交通省告示第 565 号「作業規定の準則」にある．
当該準則第 80条で，地図情報レベル 2500の水平位

置の標準偏差は 1.75m 以内であると記されている． 
研究対象地域は福岡市中心部以西を網羅するズ

ームレベル 11の 4タイルである（図２）．なお本研
究では Haklay（2010）と同様に，道路中心線データ
から上述した７区間のバッファを発生させ，各バッ
ファで切り取られた OSMデータを，上記各４タイル
内の道路中心線データの総延長で，バッファに含ま
れる OSM データの総延長を除した値を網羅率とし，
これを位置正確度の指標とした． 
 
3. 研究結果 
 結果として，大縮尺の地図では OSMによる網羅率
が低いことを明らかにした．当然のことではあるが，
バッファ距離が長くなるにつれて，網羅率も上昇す
る（表２，図３）．しかし最大のバッファ距離 1.75m

図１ バッファによる公共データと 

OSM の比較例 

（Haklay 他（2010）による） 

図２ 研究対象地域 
（国土地理院のホームページによる） 
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のケースでさえも，OSMデータは道路中心線データ
の１割程度しか網羅していない．この結果によって，
大縮尺の地図で VGI の網羅率が低いことを示した
Yamashita他（2019）の知見が裏付けられた． 

表２ バッファ分析の結果 

バッファ 

距離（m） 

北 西 部

（z11 

x1764 

y820） 

南 西 部

（z11 

x1764 

y821） 

北 東 部

（z11 

x1765 

y820） 

南 東 部

（z11 

x1765 

y821） 

0.25 0.012  0.015  0.027  0.018  

0.50 0.023  0.029  0.048  0.034  

0.75 0.032  0.043  0.068  0.050  

1.00 0.043  0.058  0.083  0.065  

1.25 0.052  0.072  0.097  0.076  

1.50 0.061  0.088  0.108  0.088  

1.75 0.071  0.101  0.119  0.098  

平均 0.042  0.058  0.079  0.061  

標準偏差 0.021  0.031  0.033  0.029  

          

 今回の分析で網羅率に地域的な差異があること
もわかった．福岡市中心部を含む研究対象地域の北
東部（z11x1765y820）で網羅率が高い一方で，九州
大学の新キャンパスを含む北西部（z11x1764y820）
で網羅率が低い． 

この点を明らかにするため，この２地域を対象と
して，７つのバッファ距離の網羅率に関して分散分
析を行った．その結果，当該地域間で統計的に有意
な差がみられた（表３）．このことから金杉他（2019）
等が示した，都市部で OSMを中心とする VGIの整備
が進んでいる一方で，農村部においてその整備が遅

れていることを再確認することができた． 
表３ 分散分析の結果 

変動要因 変動 自由度 分散 分散比 

グループ間 0.00091 1 0.00091 1.28493 ** 

グループ内 0.00851 12 0.00071     

Signif. ***<0.01, **<0.05, *<0.1 

 
4. 考察 
 上記の研究結果から，Yamashita他 （2019）が指
摘したように，データ品質保証に関して，Goodchild 
and Li（2012）が示した３つのアプローチのうち，
ある個人の投稿者による誤りを集団で検証・訂正す
るというクラウドソーシング・アプローチによるデ
ータ品質保証の困難さが示唆される．さらにこのこ
とは，Goodchild and Li（2012）が示したクラウド
ソーシング・アプローチ以外の他の２つのアプロー
チのうち，ソーシャル・アプローチの有用性が検討
されるべきであることを示している．Goodchild 
and Li（2012）はソーシャル・アプローチを，VGI
への貢献という点で高く評価され，信頼できる個人
が，他の投稿者による VGIのゲートキーパーの役割
を果たし，VGIの品質を維持・制御することと定義
している．ソーシャル・アプローチの文脈では，VGI
のデータ品質に関して，特定の信頼できる個人が，
主役となることを意味することから，今後の VGIの
データ品質保障に関する研究では，上述した
ISO19157:2013 で示されたデータ品質要素以外の，
個人と関連する要素でデータ品質を評価すべきで
あることを示唆している． 

Senaratne他（2017）は ISO19157:2013以外の品
質 要 素 と し て ， credibility ， reputation ，
trustworthiness等を示した．ここでは将来的な実
証研究に先立ち，主にこれらの定義について整理す
る．De Longueville 他（2010）は credibilityを，
意図的もしくは意図しない誤り，省略，または誇張
を考慮しつつも，その情報の一部を信じることがで
きるか否かを説明するための主観的な概念と定義
した（p.43）．さらに Flanagin and Metzger（2008）
は credibility が trust(-worthness)と expertise
で構成されているとした（p.141）．なお Senaratne
他（2017）によって credibility に関しては，画像
型 VGI（主に Flickr画像）とテキスト型 VGI（主に
Twitter メッセージ）の信頼性を中心として従来の
研究がある程度展望されている． 

上述したように credibilityは trustよりも広範
囲を網羅する概念であることから，ここでは，より

図３ 地域別のバッファ距離と網羅率の関係 
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限定的に定義される trustに焦点を絞る．trust に
関しては，Bishr and Kuhn（2007）によってデータ
品質の代替尺度として trust が提案されて以降，
trust に関する研究が深化されつつある．Keßler 
and De Groot（2013）は，Sztompka（1999）による
定義（p.25）を踏まえて，trustを他人の将来的な
偶発的行動に関する賭け（bet）と定義する一方で，
trust と類似した概念である reputation を，
Mezzetti（2004）による定義を踏まえて，ある人物
や物事の歴史的行動に関する情報から推測される
信頼（trustworthiness）の主観的な認識と定義した
（pp.23-24）．今後はこれらの定義を踏まえて，デ
ータ品質評価に関する定性的な品質要素による実
証研究を進展させる必要があると考えられる． 
 
5. おわりに 
 本稿では，公共データと VGIを比較し，地理情報
の品質に関する両者の関係を検討することを目的
とした.結果として，地理情報のデータ品質要素に
関して，大縮尺の地図で VGI の網羅率が低いことを
明らかにした．加えて，都市部で OSMを中心とする
VGI の整備が進んでいる一方で，農村部においてそ
の整備が遅れていることを再確認することができ
た．この結果を踏まえて，クラウドソーシング・ア
プローチによるデータ品質保証が難しいことが示
唆された．今後は，クラウドソーシング・アプロー
チとは異なるソーシャル・アプローチにもとづく，
trust(-worthiness)や reputation といった指標を
用いて，VGIのデータ品質を実証的に評価する必要
があるといえる. 
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