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Abstract: West Japan Railway Company (JR WEST) has developed the GIS and the railway track 

diagram system which is based on the GIS as the rail location information infrastructure. Using 

these systems, the authors succeeded in structuring railway track centerlines of the whole 

jurisdiction lines over 5,000 km and railway track diagrams in the whole line wards, which enabled 

them to integrate various kinds of the information which each section possesses. And now they can 

take advantage of their new systems to promote business. This paper reports their process, 

techniques to maintain their railway track centerlines and track diagrams, in addition, reports the 

feature of the GIS and the railway track diagram systems in which these techniques are available. 

Furthermore, it reports their future survey about the rail location information infrastructure. 
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1. はじめに 

JR西日本では，平成 17年から 18年にかけて，

管内の約5,000kmの航空写真や線路平面図を高精

度な電子データとして整備し，平成 19 年に電子

線路平面図システム（以下，GIS-Wという）を構

築した（吉川ほか，2009）．GIS-W は，キロ程と

いう鉄道特有の位置情報をキーとして，各システ

ムとの連携が柔軟に行えるように設計した．その

後，地震計・雨量計等センサーのシステムやトン

ネル・橋りょう・駅・建物・電気設備等各種設備

管理システムと連携し，JR 西日本における情報

共有基盤としての役割を担いつつある． 

その後，新保安システムで利用する信号機や曲

線等鉄道沿線設備の正確な位置管理のために，

GIS-Wにて，導入区間において，下り本線だけで

はなく，上り本線・副本線等すべての線路中心線

を構造化したデータを管理すると共に，GIS-Wと

連携する配線略図システムを開発した．これらに

より，地図表現だけではなく，線路中心線の模式

図である配線略図表現を可能とし，鉄道沿線設備

位置を管理する手法を構築した（丸本ほか，2013）． 

この手法を応用して，鉄道の保守現場における

工事の計画や状況を，鉄道特有の位置情報である

「東海道本線・上り・589k340m」のような「線名・

線別・キロ程」により，地図や配線略図上に自動

で重ねて描画するシステムを開発し，GISを地図

表現だけでなく，配線略図表現として活用するこ
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との有効性を実証した（丸本ほか，2014）． 

これらにより，運輸・施設・電気等様々な部門

が保有する情報を，地図や配線略図上に共有する

ことが，鉄道事業全体におけるさらなる安全・安

定輸送の向上につながることを確認し，さらなる

取り組みを進めることとした． 

本稿では，平成 27 年度に実施した線路中心線

や配線略図の全線整備，それに伴う基本設備の新

規作成や再配置，業務で活用するために実施した

配線略図システムへの機能追加，それらを利用し

た今後の展望について述べる． 

 

2. 線路基本データの整備 

2.1 線路中心線の整備 

線路中心線はすべて，線路平面図整備の過程で

航空測量図化しており，経年変化に対する更新も

行われている．よって，これを利用して，管内の

営業列車が走行する線路中心線（約 8,700km）を

ノードとリンクに構造化した（丸本ほか，2013）．

構造化した線路中心線の内訳は，線路ブロック

（リンク）13,092本，区分点（ノード）10,740点

である．これらに対して，仕様通りに表- 1に示す

属性情報が正しく設定されていることを担保す

る論理検査や目視検査，形状や構造が正しいこと

の論理検査を実施し，品質を確保した． 

表- 1 属性情報 

データ種別 属性 

線路ブロック 

ID，座標系，始端側区分点 ID，

終端側区分点 ID，新幹線・在来

線識別コード 

区分点 

ID，座標系，定位側線路ブロッ

ク ID，反位側線路ブロック ID，

分岐器番号，通行設定 

 

2.2 配線略図の整備 

鉄道の各種業務では，線路中心線を模式化して，

線形の状態をわかりやすく表現した配線略図が

利用される．そこで，線路中心線の構造化に合わ

せて，管内全線区（68線区）について，構造化し

た線路中心線と位相的に同一となる配線略図を

作成した． 

配線略図は，各線区について，必要な線路を切

り出して作成しているため，線路中心線の部分集

合となる．よって，配線略図側から線路中心線に

対して確認を実施し，線路ブロック ID が線路中

心線に存在していること，同一線路ブロックの両

端の区分点 ID が同一であることの確認を実施し，

位相的に同一であることを担保した． 

 

図- 1 位相的な同一性の確認 

3. 基本設備データの新規作成・再配置 

3.1 整備した基本設備データ 

当初，GIS-Wは，設備の保守管理を主たる目的

として構築したため，下り本線を位置の基準とし

ており，設備位置も下り本線上に示していた．し

かし，各部門の利用用途に応じ，より正確な設備

位置を示すため，2.1で整備した各線路上に表- 2

の基本設備データを作成した．設備図形配置につ

いては，各基本設備データの状態に応じて，適切

な方法を選択した．なお，基本設備図形と台帳と

は１対１で対応させ，台帳の ID を付与して，各

設備管理システムの情報とリンクさせた． 

 

3.2 基本設備図形の配置 

曲線や勾配変更点は，保線部門が管理する台帳

に，各線路上の位置を特定するための「線区・線

別コード・キロ程」情報がある．そこで線別コー

ドのマスタを線路と対応させて，割り付けた． 



これらを利用しながら，GIS-Wへ設備を自動配

置する仕組みを構築した．設備管理システムでデ

ータを修正した場合，GIS-Wにて更新処理を実行

すれば，地図や配線略図上の設備図形は自動配置

される． 

信号機は，一つひとつが所属する線路を台帳よ

り特定し，その線路ブロック ID を台帳に付与し

た後に，「線名・線路ブロック ID・キロ程」によ

り，ツールを利用して図形を配置した． 

表- 2 基本設備データ 

新既 種別 データ名 数量 

新規 線路 線別コード 9,367 

既設 線路諸元 曲線 20,932 

既設 線路諸元 勾配変更点 17,369 

新規 構造物・設備 分岐器 8,117 

既設 構造物・設備 踏切 5,911 

既設 構造物・設備 トンネル 1,248 

既設 構造物・設備 橋りょう 16,719 

既設 構造物・設備 信号機 11,969 

 

4. 整備したデータを活用するシステムの特徴 

4.1全線における地図表現・配線略図表現と連携 

整備した管内すべての線路中心線と全線区の

配線略図は，GIS-Wに投入した． 

 

図- 2 地図表現・配線略図表現と連携 

これにより，地図表現・配線略図表現をユーザ

が利用できる環境にした．地図表現・配線略図表

現は連携しており，相互に呼び出すことが可能で

ある．基本設備データについても地図だけではな

く，配線略図上への表示を可能とした．これによ

り，GIS-Wのデータを更新すると，配線略図上の

データも自動で更新される． 

 

4.2配線略図の編集 

各部門では，業務や用途に応じて，異なった形

状の配線略図を利用している． 

 

図- 3 各種配線略図 

そこで，各ユーザが，線路構造を保ったまま，

業務や用途に応じた配線略図が作成できる配線

略図編集機能を開発した．配線略図内の線路ブロ

ック・ホームの頂点移動や頂点の挿入・削除，区

分点の移動を可能とした．配線略図の形状を変更

した際，配置されている各設備は，自動で再配置

される． 

 

図- 4 配線略図の編集 

4.3 配線略図上への自由作図 

日々の業務においては，配線略図に必要な情報

を記載して，計画や報告をすることが多い．そこ



で，ユーザが自由に公開権限を設定したレイヤを

作成して，配線略図上に自由に作図できる機能を

開発した．4.2に記載した機能と共に使用するこ

とにより，業務の効率化に寄与する機能であると

考える． 

 

4.4 配線略図上での位置計測・距離計測 

鉄道では，列車を安全に運行するためには，設

備位置だけではなく，設備間の距離が重要となる．

しかし，地図上だと列車の走行経路を加味した設

備間の関係を把握することが難しい．そこで，配

線略図上で，設備から指定した経路に沿って，指

定した距離の緯度経度を取得する位置計測，設備

間の距離を指定した経路に沿って計測する距離

計測機能を開発した．配線略図上の位置から比例

按分で，地図上の位置を計算し，GIS-Wで位置や

距離を計測して，配線略図上に表示する． 

 

図- 5 距離指定による位置計測 

5. 今後の課題 

線形改良等の工事により，線路中心線や基本設

備データは随時更新される．GIS-W上の各データ

も，将来的には，実際の線路の変更に応じてリア

ルタイムに更新できるようにするため，各データ

を時系列に管理する履歴管理機能が必要である． 

 

6. 利活用の拡大に向けた展望 

線路中心線や配線略図の全線整備により，鉄道

業務に関する様々な情報を，線路表記に紐付けて

表示することが可能となった．これにより，地図

情報や配線略図を活用することで，机上において

現場の状況を把握しつつ，様々な計画や検討を行

うことが可能となり，システムとして一体となっ

た鉄道オペレーションを実現できる可能性があ

る． 

具体的には，施設や電気部門が保有する検査結

果や工事計画，工事実績，及び輸送部門が保有す

る運行計画や実績，列車や現場作業員のリアルタ

イムな位置情報を，地図や配線略図で融合して表

示することができるようになる．それにより，部

門横断的な業務や自立的な現場起点の業務が推

進されるとともに，蓄積されたデータを活用した

各種分析などの可能性も高まると考える. 

 

7. おわりに 

鉄道情報共有基盤としてスタートした GIS-W

は，配線略図表現が可能となり，さらに，管内全

線の構造化された線路中心線，全線区の配線略図

の整備と相まって，JR 西日本管内で日々生起す

る，鉄道業務における様々な情報を，地図や配線

略図上に表現できるようになった．今後は，情報

の共有に加え，共有された情報を融合して活用し

ていくことで，新しい価値やサービスを創出する，

鉄道位置情報基盤となり得る可能性があるもの

と考える． 
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