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Many kinds of spatial information are available in Japan in these days. They are very useful for urban planning. As their purpose or
definitions etc. are, however, not the same as each other, it is very difficult to identify the same building on different kinds of
information. This paper deals with a practical method for identification. It consists of four parts of elementary methods: 1) method
to calculate characteristics; 2) method to calculate a representative point of a building; 3) method to choose candidate buildings on a
target information; 4) a practical combination of these methods.
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建物形状同士による同定の例

