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  １.１ データ概要 

1/25,000の地図縮尺で道路、水系、市区町村行政界、都道府県行政界、鉄道、主要施設、主要地名等のデータ 

をもちます。 

座標系は、日本測地系-緯度経度(東京データム)で提供します。 

ネットワーク解析で使用されるTCI道路地図から道路ネットワーク情報を除外し、高速、国道･地方、一般・その他の

道路区分で道路を大別し視覚的に判断できるようにビジアルな表現で図化した背景図利用の道路地図データです。 

投影法は、緯度・経度 日本測地系(東京) CoordSys Earth Projection 1, 1015)で作成してあります。 

TCI簡易道路地図は、MapInfo Professional v11.0 以降より使用することが出来ます。 

 

  １.２ データの用途 

・行政界地図などと合わせて、縮尺1/25,000 のベースマップとして使用します。 

・道路に影響を受ける業種のマーケティングに使用します。 

・街区地図、住宅地図が整備されていない地域のベースマップとして使用します。 

 

  １.３ データ提供可能な範囲と提供する単位 

・日本全国をカバーしています。 

・全国又は、全国を北海道、東北、関東、北陸、中部、近畿、中国、四国、九州の９地方に分割した 

地方単位で提供します。 

 

  １.４ データ更新の周期と現行データの取得年月 

・データ更新周期  年１回 

・データ取得年月  ２０１５年９月(交通センサス情報は平成２２年度) 

全国デジタル道路地図データベースＤＲＭ／ＤＢ２７０９Ａ版（平成２７年９月版）を使用 

 

  １.５ データの出典 

本データは、株式会社トヨタケーラム殿のＴＣＩ道路地図データベースを基に作成しています。 

尚、ＴＣＩ道路地図データベースは、一般財団法人日本デジタル道路地図協会殿が発行した 

全国デジタル道路地図データベースを基に作成されています。 

 

  

１．データ概要 
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地図データ（テーブル） 

番号 テーブル名称 構成単位 データ内容 図形タイプ 

1 RDnnTEN 都道府県  交差点名称、交差点名称（カナ）、標高  シンボル 

2 RDnnKDR 都道府県  高速道路（高速自動車道路、都市高速道路）  折線 

3 RDnnTDR 都道府県  国道･地方道路（一般国道、主要地方道、一般都道府県道）  折線 

4 RDnnIDR 都道府県  一般市道､その他道路、未調査の道路  折線 

5 RDnnKNZ 都道府県  道路区間内にある道路施設(踏切､ﾄﾝﾈﾙ､立体交差等)  シンボル、折線 

6 RD_xSUI 地方  海、湖沼、河川等の水系  折線、面 

7 RD_xGYS 地方  都道府県界、市区町村界、政令都市 区界  折線 

8 RD_xTED 地方  鉄道  折線 

9 RDnnSIS 都道府県  道路管理に関連する一般の施設  シンボル、面 

10 RDnnCHK 都道府県  地名等の注記  漢字文字 

11 RDnnSIN 都道府県  道路管理に関連する施設の注記  漢字文字 

 

表示用ワークスペース 

No. ファイル名 データ内容 備考 

1  簡易道路地図 x_＠＠＠.WOR ワークスペース 当該地方データを表示※ 

※地方単位のテーブルおよび地方に内包する都道府県の中からひとつを重ねて表示します。 

 

《備考》テーブル名称の nn は、JIS2桁の都道府県コードを示す数値文字です。 

テーブル名称、ワークスペースファイル名の x は、9地方を示す1桁のアルファベット文字です。 

ワークスペースファイル名の ＠＠＠ は、地方名称です。 

地方に内包する都道府県については下記『地区コード表』を参照してください。 

 

地区コード表 

地方コード［ｘ］/ 名称 都道府県コード［ｎｎ］/ 名称［＠＠＠］ 

A … 北海道地方 01 北海道 

B … 東北地方 02 青森県､03 岩手県､04 宮城県､05 秋田県､06 山形県､07 福島県 

C … 関東地方 08 茨城県､09 栃木県､10 群馬県､11 埼玉県､12 千葉県､13 東京都､14 神奈川県､19 山梨県 

D … 北陸地方 15 新潟県､16 富山県､17 石川県､18 福井県 

E … 中部地方 20 長野県､21 岐阜県､22 静岡県､23 愛知県､24 三重県 

F … 近畿地方 25 滋賀県､26 京都府､27 大阪府､28 兵庫県､29 奈良県､30 和歌山県 

G … 中国地方 31 鳥取県､32 島根県､33 岡山県､34 広島県､35 山口県 

H … 四国地方 36 徳島県､37 香川県､38 愛媛県､39 高知県 

I … 九州地方 40 福岡県､41 佐賀県､42 長崎県､43 熊本県､44 大分県､45 宮崎県､46 鹿児島県､47 沖縄県 

 

 

 

 

  

２．構成するテーブル 
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（１）交差点（RDnnTEN） 

番号 項目名称 タイプ サイズ 備   考 

1  点種別 文字 ２０  漢字１０文字 

2  交差点名称 文字 ２０  漢字１０文字 

3  交差点名称（カナ） 文字 ２０  半角カナ２０文字 

4  標高 ２ﾊﾞｲﾄ整数 ２ 単位＝１０ｍ 

 

（２）高速道路（RDnnKDR） 

番号 項目名称 タイプ サイズ 備   考 

1  区間種別 文字 ３４  漢字１７文字 

2  道路幅員区分 文字 ３２  漢字１６文字 

3  車線数 文字 １０  漢字５文字 

4  規制速度 ２ﾊﾞｲﾄ整数 ２  単位＝ｋｍ／ｈ 

5  １２時間交通量 ２ﾊﾞｲﾄ整数 ２  単位＝１００台／１２時間 (平日) 

6  ピーク時速度 ２ﾊﾞｲﾄ整数 ２  単位＝０．１ｋｍ／ｈ (平日) 

7  路線番号 ２ﾊﾞｲﾄ整数 ２  

 

 

（３）国道・地方道路（RDnnTDR） 

番号 項目名称 タイプ サイズ 備   考 

1  区間種別 文字 ３４  漢字１７文字 

2  道路幅員区分 文字 ３２  漢字１６文字 

3  車線数 文字 １０  漢字５文字 

4  規制速度 ２ﾊﾞｲﾄ整数 ２  単位＝ｋｍ／ｈ 

5  １２時間交通量 ２ﾊﾞｲﾄ整数 ２  単位＝１００台／１２時間 

6  ピーク時速度 ２ﾊﾞｲﾄ整数 ２  単位＝０．１ｋｍ／ｈ 

7  路線番号 ２ﾊﾞｲﾄ整数 ２  

 

 

（４）一般道路（RDnnIDR） 

番号 項目名称 タイプ サイズ 備   考 

1  区間種別 文字 ３４  漢字１７文字 

2  道路幅員区分 文字 ３２  漢字１６文字 

3  車線数 文字 １０  漢字５文字 

4  規制速度 ２ﾊﾞｲﾄ整数 ２  単位＝ｋｍ／ｈ 

5  １２時間交通量 ２ﾊﾞｲﾄ整数 ２  単位＝１００台／１２時間 

6  ピーク時速度 ２ﾊﾞｲﾄ整数 ２  単位＝０．１ｋｍ／ｈ 

7  路線番号 ２ﾊﾞｲﾄ整数 ２  

 

 

（５）区間内道路施設（RDnnKNZ） 

番号 項目名称 タイプ サイズ 備   考 

1  都道府県コード 文字 ２  ＪＩＳ２桁都道府県コード 

2  道路施設種別 文字 ２２  漢字１１文字 

3  道路施設名称 文字 ２０  漢字１０文字 

4  道路施設延長 整数 ４  単位＝ｍ 

5  車両通行規制 文字 ６０  漢字３０文字 

6  施設管理コード ２ﾊﾞｲﾄ整数 ２  

３．属性データ 



TCI 簡易道路地図 V2015 

4 

（６）水系（RD_xSUI） 

番号 項目名称 タイプ サイズ 備   考 

1  種別 文字 ４  漢字２文字 

 

（７）行政界（RD_xGYS） 

番号 項目名称 タイプ サイズ 備   考 

1  行政界種別 文字 ２４  漢字１２文字 

 

（８）鉄道（RD_xTED） 

番号 項目名称 タイプ サイズ 備   考 

1  鉄道種別 文字 ２４  漢字１２文字 

2  地下部分 文字 ６  漢字３文字 

 

（９）一般施設（RDnnSIS） 

番号 項目名称 タイプ サイズ 備   考 

1  施設等番号 整数 ４  

2  施設等種別 文字 ３８  漢字１９文字 

3  都道府県コード 文字 ２  ＪＩＳ２桁都道府県コード 

4  市区町村コード 文字 ３  ＪＩＳ３桁市区町村コード 

5  施設等名称 文字 ６０  漢字３０文字 

6  施設等名称（カナ） 文字 ６０  半角カナ６０文字 

7  施設表示名称 文字 ２０  漢字１０文字 

8  施設表示名称（カナ） 文字 ２０  半角カナ２０文字 

9  図形種別 文字 １  １：ポリゴン、２：シンボル 

 

（10）地名注記（RDnnCHK） 

番号 項目名称 タイプ サイズ 備   考 

1  注記文字種別 文字 ２０  漢字１０文字 

2  都道府県コード 文字 ２  ＪＩＳ２桁都道府県コード 

3  市区町村コード 文字 ３  ＪＩＳ３桁コード 

4  地名表示名称 文字 ２０  漢字１０文字 

5  地名表示名称（カナ） 文字 ２０  半角カナ２０文字 

 

（11）施設注記（RDnnSIN） 

番号      項目名称    タイプ サイズ 備   考 

1  施設等番号 整数 ４  

2  施設等種別 文字 ３８  漢字１９文字 

3  都道府県コード 文字 ２  ＪＩＳ２桁都道府県コード 

4  市区町村コード 文字 ３  ＪＩＳ３桁市区町村コード 

 

注) 市区町村コードについて 

 一般施設／地名注記／施設注記の各テーブル内の市区町村コードフィールドに格納されている 

 コードは、平成２７年８月１日までの市区町村合併情報を基準に市区町村コードを付加しています。 
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地方 都道府県 道路件数 ﾃﾞｰﾀｻｲｽﾞ(MB) 地方 都道府県 道路件数 ﾃﾞｰﾀｻｲｽﾞ(MB) 

Ａ 北海道 
01 北海道 426,672  

94.0  

Ｆ 近畿 

25 滋賀県 74,519  

187.0 

計 426,672  26 京都府 135,290  

Ｂ 東北 

02 青森県 73,544  

127.6  

27 大阪府 353,608  

03 岩手県 87,899  28 兵庫県 250,875  

04 宮城県 129,497  29 奈良県 76,386  

05 秋田県 70,606  30 和歌山県 46,791  

06 山形県 74,547  計 937,469  

07 福島県 126,745  

Ｇ 中国 

31 鳥取県 39,409  

93.6 

計 562,838  32 島根県 51,245  

Ｃ 関東 

08 茨城県 205,802  

383.0  

33 岡山県 107,436  

09 栃木県 146,578  34 広島県 148,453  

10 群馬県 158,746  35 山口県 76,181  

11 埼玉県 346,798  計 422,724  

12 千葉県 304,035  

Ｈ 四国 

36 徳島県 34,659  

47.6 

13 東京都 415,740  37 香川県 45,694  

14 神奈川県 364,835  38 愛媛県 66,460  

19 山梨県 49,559  39 高知県 45,705  

計 1992,093  計 192,518  

Ｄ 北陸 

15 新潟県 174,087  

86.7  

Ｉ 九州 

40 福岡県 241,013  

165.4 

16 富山県 93,175  41 佐賀県 46,,55  

17 石川県 88,699  42 長崎県 60,679  

18 福井県 62,006  43 熊本県 79,104  

計 417,967  44 大分県 71,317  

Ｅ 中部 

20 長野県 137,965  

227.9  

45 宮崎県 65,388  

21 岐阜県 163,557  46 鹿児島県 113,433  

22 静岡県 207,279  47 沖縄県 65,571  

23 愛知県 465,308  計 743,060  

24 三重県 172,304  
全国 総計 6,841,754 1,412.4 

計 1,146,413  

《備考》データサイズについて 

・格納先ハードディスクのファイルシステムによって実質上の使用量は異なります。 

・道路件数は、高速道路（RDnnKDR）、国道・地方道路（RDnnTDR）、一般道路（RDnnIDR）の合算になります。 

 

 

  

４．データサイズ一覧 
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（１）高速道路の道路区間種別 

・高速自動車国道 ・都市高速道路（含指定都市高速道路） 

 

（２）国道・地方道路の道路区間種別 

・一般国道 ・主要地方道（指定市道） 

・主要地方道（都道府県道） ・一般都道府県道 

 

（３）一般道路の道路区間種別 

・指定市の一般市道 ・その他の道路 ・未調査 

 

（４）道路幅員区分 

・幅員13.0ｍ以上 ・幅員 5.5ｍ以上～13.0ｍ未満 ・幅員 3.0ｍ以上～ 5.5ｍ未満 

・幅員 3.0ｍ未満 ・未調査  

 

（５）車線数（上り下り合計の車線数を表わす） 

・１車線 ・２車線 ・３車線 ・４車線 ・５車線 ・６車線以上 ・未調査 

 

（６）道路施設種別 

・橋・高架 ・トンネル ・洞門等  ・踏切 

・他の施設をアンダーパス ・歩道橋 ・料金所（ＥＴＣ無し） ・道路通称名 

・料金所（ＥＴＣ有り） ・料金所（ＥＴＣ専用） ・バイパス道路名 ・道路冠水想定箇所 

 

（７）車両通行規制 

・大型車通行不可 ・該当なし（車両通行可） 

・二輪車、耕運機等小型特殊自動車及び軽自動車以外通行不可 

・車両通行不可 ・その他規制あり ・未調査 

 

（８）水系の種別 

・水系 

 

（９）鉄道種別 

・新幹線 ・ＪＲ線 ・ＪＲ線以外（普通鉄道） ・ＪＲ線以外（路面鉄道） 

・ＪＲ線以外（モノレール） ・ＪＲ線以外（新交通） ・その他 ・未調査 

 

（10）行政界種別 

・都道府県界 ・市町村界（含東京23区） ・政令都市 区界 

 

（11）施設等種別 

・国の機関（本省等） ・都道府県の機関 ・市町村の機関（含東京23区） ・鉄道駅（大規模） 

・鉄道駅（小規模）（除地下、路面鉄道） ・鉄道駅（地下）（除路面鉄道） ・鉄道駅（路面鉄道） 

・サービスエリア ・パーキングエリア ・バスターミナル ・トラックターミナル 

・駐車場（路外） ・空港 ・フェリー発着所 ・旅客船等発着所 

・公園・緑地（大規模） ・動物園 ・植物園 ・水族館 

・遊園地 ・陸上競技場（含ラグビー場・サッカー場） ・野球場 

・スキー場 ・ゴルフ場 ・体育館（含室内スケート場） ・その他レクリエーション施設 

・道の駅 ・とるぱ ・地方建設局等 ・工事事務所等 

・出張所 ・未調査   

 

（12）種別名：地名種別 

・市区町村名 ・地名 ・島名 ・岬等名 ・海岸等名 ・高原,原野等名 ・岩等名 

・灘,湾,水道等名 ・湖、沼等名・河川、沢、谷等名 ・渓谷等名 ・滝名 

・山岳名（個々の名称） ・山岳名（総名称） ・峠名 ・道路名  ・インターチェンジ等名 

・鉄道名 ・港湾名  ・標識目標地 ・その他 

 

（13）種別名：地下部分 

・地下 ・地上 ・未調査 

 

（14）種別名：点種別 

・交差点 ・センサス区間端点 

付録１．種別名称定義表 
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（１）点種別（RDnnTEN） 

   種   別 形状  サイズ 色 備   考 

 交差点  ８ 青  Symbol (54, 192, 8) 

センサス区間端点  １０ 赤  Symbol (54, 16711680, 10) 

 

（２）高速道路（RDnnKDR） 

（３）主要国道・地方道路（RDnnTDR） 

（４）一般道路（RDnnIDR） 

種   別 コードﾞ 形状 幅員 色 線幅 備 考 

高速自動車国道 1 

 
13m 以上 青 太線 Pen (3, 65, 8421631) 

5.5m～13m 青 中線 Pen (2, 65, 8421631) 

 

3.0m～5.5m 青 細線 Pen (1, 193, 7368959) 

3.0m 未満 青 細線 Pen (1, 193, 7368959) 

未調査 青 細線 Pen (1, 193, 7368959) 

都市高速道路 2 

 
13m 以上 青 太線 Pen (3, 65, 8421631) 

5.5m～13m 青 中線 Pen (2, 65, 8421631) 

 

3.0m～5.5m 青 細線 Pen (1, 193, 7368959) 

3.0m 未満 青 細線 Pen (1, 193, 7368959) 

未調査 青 細線 Pen (1, 193, 7368959) 

一般国道 3  

13m 以上 淡赤 太線 Pen (3, 191, 16756991) 

5.5m～13m 淡赤 中線 Pen (2, 191, 16756991) 

3.0m～5.5m 淡赤 細線 Pen (1, 191, 16756991) 

3.0m 未満 淡赤 細線 Pen (1, 191, 16756991) 

未調査 淡赤 細線 Pen (1, 191, 16756991) 

主要地方道(都道府県) 4  

13m 以上 青緑 太線 Pen (3, 191, 32896) 

5.5m～13m 青緑 中線 Pen (2, 191, 32896) 

3.0m～5.5m 青緑 細線 Pen (2, 191, 32896) 

3.0m 未満 青緑 細線 Pen (1, 191, 32896) 

未調査 青緑 細線 Pen (1, 191, 32896) 

主要地方道(指定市) 5  

13m 以上 青緑 太線 Pen (3, 191, 32896) 

5.5m～13m 青緑 中線 Pen (2, 191, 32896) 

3.0m～5.5m 青緑 中線 Pen (2, 191, 32896) 

3.0m 未満 青緑 細線 Pen (1, 191, 32896) 

未調査 青緑 細線 Pen (1, 191, 32896) 

一般都道府県道 6  

13m 以上 黄土 太線 Pen (3, 191, 12632064) 

5.5m～13m 黄土 中線 Pen (2, 191, 12632064) 

3.0m～5.5m 黄土 中線 Pen (2, 191, 12632064) 

3.0m 未満 黄土 細線 Pen (1, 191, 12632064) 

未調査 黄土 細線 Pen (1, 191, 12632064) 

指定市の一般市道 7  

13m 以上 黄土 太線 Pen (3, 191, 12632064) 

5.5m～13m 黄土 中線 Pen (2, 191, 12632064) 

3.0m～5.5m 黄土 中線 Pen (2, 191, 12632064) 

3.0m 未満 黄土 細線 Pen (1, 191, 12632064) 

未調査 黄土 細線 Pen (1, 191, 12632064) 

その他の道路 9  

13m 以上 淡灰 中線 Pen (2, 191, 10526880) 

5.5m～13m 淡灰 中線 Pen (22, 191, 10526880) 

3.0m～5.5m 淡灰 細線 Pen (1, 191, 10526880) 

3.0m 未満 淡灰 細線 Pen (1, 191, 10526880) 

未調査 淡灰 細線 Pen (1, 191, 10526880) 

未調査 0  

13m 以上 淡灰 中線 Pen (2, 191, 10526880) 

5.5m～13m 淡灰 中線 Pen (22, 191, 10526880) 

3.0m～5.5m 淡灰 細線 Pen (1, 191, 10526880) 

3.0m 未満 淡灰 細線 Pen (1, 191, 10526880) 

未調査 淡灰 細線 Pen (1, 191, 10526880) 

付録２．図形スタイル定義表 
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（５）区間内道路施設(DRnnKNZ) 

種   別 コード 形 状 サイズ 色 線幅 備   考 

 橋・高架 01 ――― 1 茶 細線 Pen (1, 2, 12582912) 

 トンネル 02 ――― 1 茶 細線 Pen (1, 2, 12582912) 

 洞門等 03 ――― 1 茶 細線 Pen (1, 2, 12582912) 

 踏切 04 ――― 1 茶 細線 Pen (1, 63, 8388608) 

 他の施設をアンダーパス 05 ――― 1 茶 細線 Pen (1, 2, 12582912) 

 歩道橋 06 ▽ 6 桃 - Symbol (43, 16744640, 6) 

 料金所（ＥＴＣ無し） 07 ◇ 6 赤 - Symbol (39, 16711680, 7) 

 道路通称名 08 --- 1 桃 細線 Pen (1, 4, 16732328) 

 料金所（ＥＴＣ有り） 09 ◇ 6 青 - Symbol (39, 16576, 7) 

 料金所（ＥＴＣ専用） 10 ◇ 6 青 - Symbol (39, 16576, 7) 

 バイパス道路名 11 ――― 1 茶 細線 Pen (1, 2, 12582912) 

 道路冠水想定箇所 12 ――― 1 茶 細線 Pen (1, 2, 12582912) 

 

（６）水系 (RD_xSUI) 

種   別 図形 形状 サイズ 色 線幅 備   考 

 水系 線 ――― 1  水色 細線 Pen (1, 2, 65535) 

 水系 面 ■ ―  水色 面 Brush (2, 65535, 16777215) 

 

（７）行政界 (RD_xGYS) 

種   別 コード 形 状 サイズ 色 線幅 備   考 

 都道府県界 1 Ｉ Ｉ Ｉ 2 黒 中点線 Pen (2, 36, 0) 

 市区町村界 2 --- 1 黒 細点線 Pen (1, 6, 0) 

政令都市 区界 3 --- 1 黒 細点線 Pen (1, 6, 0) 

 

（８）鉄道 (RD_xTED) 

種   別 コード 形 状 地上/下 色 線幅 備   考 

 新幹線 1 
 

地上 青 細線 Pen (1, 73, 255) 

 ＪＲ線 2 地上 黒 細線 Pen (1, 73, 0) 

 ＪＲ線以外(普通鉄道) 3 

 

地上 黒 細線 Pen (1, 26, 0) 

 ＪＲ線以外(路面鉄道) 4 地上 黒 細線 Pen (1, 26, 0) 

 ＪＲ線以外(モノレール) 5 地上 黒 細線 Pen (1, 26, 0) 

 ＪＲ線以外(新交通) 6 地上 黒 細線 Pen (1, 26, 0) 

 その他 7 地上 黒 細線 Pen (1, 26, 0) 

 未調査 0 地上 黒 細線 Pen (1, 26, 0) 

 鉄道地下 0～7 ------- 地下 
青  細点線 新幹線⇒青 Pen (15, 5, 255) 

黒  細点線 他⇒黒     Pen (1, 5, 0) 
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（９）施設(RD_nnSIS) 

種   別 コード 形状 サイズ 色 備   考 

 国の機関(本省等) 000001 ○ ５ 黄土  Symbol (40, 8421376, 5) 

 都道府県の機関 000002 ○ ５ 緑  Symbol (40, 32768, 5) 

 市町村の機関(含東京23区) 000003 ◎ ６ 赤  Symbol (59, 16752800, 6) 

 鉄道駅(大規模) 000004 面 １ 黄土  ■ Brush (2, 14737408, 16777215) 

 鉄道駅(小規模)(除地下、路面鉄道) 000005 面 １ 黄土  ■ Brush (2, 14737408, 16777215) 

 鉄道駅(地下)(除路面鉄道) 000006 面 １ 濃黄土  ■ Brush (2, 10526720, 16777215) 

 鉄道駅(路面鉄道) 000007 面 １ 淡緑  ■ Brush (2, 12440064, 16777215) 

 サービスエリア 000008 ○ ５ 灰  Symbol (34, 12632256, 5) 

 パーキングエリア 000009 ○ ５ 灰  Symbol (34, 12632256, 5) 

 バスターミナル 000010 ○ ５ 灰  Symbol (34, 12632256, 5) 

 トラックターミナル 000011 ○ ５ 灰  Symbol (34, 12632256, 5) 

 駐車場(路外) 000012 ○ ５ 灰  Symbol (34, 12632256, 5) 

 空港 000013 ○ ５ 灰  Symbol (34, 12632256, 5) 

 フェリー発着所 000014 ○ ５ 淡青  Symbol (34, 10551248, 5) 

 旅客船等発着所 000015 ○ ５ 淡青  Symbol (34, 10551248, 5) 

 公園・緑地(大規模) 000016 
面 １ 淡緑  ■ Brush (2, 11464053, 16777215) 

○ ５ 淡緑  Symbol (34, 11464053, 5) 

 動物園 000017 
面 １ 淡緑  ■ Brush (2, 11464053, 16777215) 

○ ５ 淡緑  Symbol (34, 11464053, 5) 

 植物園 000018 
面 １ 淡緑  ■ Brush (2, 11464053, 16777215) 

○ ５ 灰  Symbol (34, 12632256, 5) 

 水族館 000019 
面 １ 淡緑  ■ Brush (2, 11464053, 16777215) 

○ ５ 淡緑  Symbol (34, 11464053, 5) 

 遊園地 000020 
面 １ 淡緑  ■ Brush (2, 11464053, 16777215) 

○ ５ 淡緑  Symbol (34, 11464053, 5) 

 陸上競技場(含ﾗｸﾞﾋﾞｰ場・ｻｯｶｰ場) 000021 ○ ５ 灰  Symbol (34, 12632256, 5) 

 野球場 000022 ○ ５ 灰  Symbol (34, 12632256, 5) 

 スキー場 000023 
面 １ なし  □ Brush (1, 0, 16777215) 

○ ５ 灰  Symbol (34, 12632256, 5) 

 ゴルフ場 000024 
面 １ 淡緑  ■ Brush (2, 11464053, 16777215) 

○ ５ 淡緑  Symbol (34, 11464053, 5) 

 体育館(含室内スケート場) 000025 ○ ５ 灰  Symbol (34, 12632256, 5) 

 その他のリクリェーション施設 000026 
面 １ 淡緑  ■ Brush (2, 11464053, 16777215) 

○ ５ 淡緑  Symbol (34, 11464053, 5) 

 道の駅 000027 ○ ５ 灰  Symbol (34, 12632256, 5) 

 とるぱ 000028 ○ ５ 灰  Symbol (34, 12632256, 5) 

 地方建設局等 000081 ○ ５ 灰  Symbol (34, 12632256, 5) 

 工事事務所等 000082 ○ ５ 灰  Symbol (34, 12632256, 5) 

 出張所 000083 ○ ５ 灰  Symbol (34, 12632256, 5) 

 未調査 000000 ○ ５ 灰  Symbol (34, 12632256, 5) 
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（１０）施設注記(DRnnSIN) 

種   別 コード 形状 色 サイズ 備   考 

 国の機関(本省等) 000001 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 都道府県の機関 000002 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 市町村の機関(含東京23区) 000003 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 鉄道駅(大規模) 000004 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 鉄道駅(小規模)(除地下、路面鉄道) 000005 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 鉄道駅(地下)(除路面鉄道) 000006 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 鉄道駅(路面鉄道) 000007 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 サービスエリア 000008 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 パーキングエリア 000009 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 バスターミナル 000010 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 トラックターミナル 000011 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 駐車場(路外) 000012 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 空港 000013 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 フェリー発着所 000014 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 旅客船等発着所 000015 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 公園・緑地(大規模) 000016 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 動物園 000017 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 植物園 000018 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 水族館 000019 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 遊園地 000020 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 陸上競技場(含ﾗｸﾞﾋﾞｰ場・ｻｯｶｰ場) 000021 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 野球場 000022 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 スキー場 000023 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 ゴルフ場 000024 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 体育館(含室内スケート場) 000025 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 その他のリクリェーション施設 000026 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 道の駅 000027 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 とるぱ 000028 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 地方建設局等 000081 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 工事事務所等 000082 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 出張所 000083 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 未調査 000000 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 

（１１）地名(DR_nnCHK) 

種   別 コード 形状 色 サイズ 備   考 

 市区町村名 12 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 地名 13 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 島名 31 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 岬等名 32 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 海岸等名 33 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 高原、原野等名 34 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 岩等名 35 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 灘、湾、水道等名 41 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 湖、沼等名 42 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 河川、沢、谷等名 43 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 渓谷等名 44 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 滝名 45 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 山岳名(個々の名称) 51 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 山岳名(総名称) 52 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 峠名 53 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 道路名 61 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 インターチェンジ等名 62 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 鉄道名 71 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 港湾名 72 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 

 標識目標地 80 文字 淡紫 ―  MSP ゴシック 

 その他 90 文字 濃灰 ―  MSP ゴシック 
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TCI 簡易道路地図について説明します。 

 

TCI 簡易道路地図は以下のテーブルで構成されています。 

１． テーブルの内容について 

（１） 交差点名称（RDnnTEN） 

点種別データと交差点名称データが入っています。交差点名称データは漢字名称とカナ文字で入っています。 

（２） 高速道路（RDnnKDR） 

高速道路及び都市高速道路データが入っています。 

（３） 国道・地方道路（RDnnTDR） 

国道及び主要地方道一般都道府県道データが入っています。 

（４） 一般道路（RDnnIDR） 

指定市の一般市道、その他の道路データが入っています。 

（５） 区間内道路施設データ（RDnnKNZ） 

道路区間内にある道路施設のデータが入っています。（例  トンネル、踏切、立体交差等） 

（６）水系（RD_xSUI） 

海、河川、池、湖等のデータをラインと面で表わしています。 

（７）行政界（RD_xGYS） 

都道府県界・市区町村界・政令都市 区界をラインで表わしています。 

（８）鉄道（RD_xTED） 

鉄道（ＪＲ線、私鉄）に関するデータをラインで表わしています。 

（９）一般施設（RDnnSIS） 

道路管理に関連する一般の施設データが入っています。 

ポリゴンまたは、シンボルで表わしています。 

（10）地名注記（RDnnCHK） 

地名を文字オブジェクトで表わしています。 

（11）施設注記（RDnnSIN） 

道路管理に関連する一般の施設を文字オブジェクトで表わしています。 

 

２． テーブルの属性内容について 

（１） 交差点（RDnnTEN） 

番号        項目名称 タイプ サイズ 備   考 

1  点種別 文字 ２０  漢字１０文字 

2  交差点名称 文字 ２０  漢字１０文字 

3  交差点名称（カナ） 文字 ２０  半角カナ２０文字 

4  標高 ２ﾊﾞｲﾄ整数 ２ 単位＝１０ｍ 

○ 点種別 

道路の点種別を表わします。「付録１ 種別名称表」を参照して下さい。 

○ 交差点名称 

交差点名称を漢字文字で表わしています。 

○ 交差点名称（カナ） 

交差点名称のカナを半角カナ文字で表わしています。 

○ 標高 

道路点の標高を 10m 単位で示します。（基データにデータが入っていないため、現状では全て０を設定しています。） 

 

（２） 高速道路（RDnnKDR） 

（３） 国道・地方道路（RDnnTDR） 

（４） 一般道路（RDnnIDR） 

番号        項目名称 タイプ サイズ 備   考 

1  区間種別 文字 ３４  漢字１７文字 

2  道路幅員区分 文字 ３２  漢字１６文字 

3  車線数 文字 １０  漢字５文字 

4  規制速度 ２ﾊﾞｲﾄ整数 ２  単位＝ｋｍ／ｈ 

5  １２時間交通量 ２ﾊﾞｲﾄ整数 ２  単位＝１００台／１２時間 (平日) 

6  ピーク時速度 ２ﾊﾞｲﾄ整数 ２  単位＝０．１ｋｍ／ｈ (平日) 

7  路線番号 ２ﾊﾞｲﾄ整数 ２   

○ 区間種別 

道路の区間種別を表わします。「付録１ 種別名称表」を参照して下さい。 

付録３．解説 
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○道路幅員区分 

道路の幅員区分を表わします。「付録１ 種別名称表」を参照して下さい。 

○ 車線数 

車線数の上下線を加算した値を表わします。 

○ 規制速度 

km/h 単位で表した規制速度です。 

○１２時間交通量 

道路区間での平日１２時間交通量に関する平成２２年度交通センサスデータです。（単位は 100 台/12 時間） 

平日７：００～１９：００までの上下線の加算交通量を表わします。また、調査地点は交通センサスで 

定められた地点で調査しています。 

○ ピーク時速度 

平日７：００～１９：００で最も交通量の多い時間帯における平均速度で 0.1km/h 単位で表わしています。 

（５） 区間内道路施設データ（RDnnKNZ） 

番号      項目名称    タイプ サイズ 備   考 

1  都道府県コード 文字 ２  ＪＩＳ２桁都道府県コード 

2  道路施設種別 文字 ２２  漢字１１文字 

3  道路施設名称 文字 １０  漢字１０文字 

4  道路施設延長 整数 ４  単位＝ｍ 

5  車両通行規制 文字 ６０  漢字３０文字 

6  施設管理コード ２ﾊﾞｲﾄ整数 ２  

○ 道路施設種別 

道路区間内にある道路施設を表わします。「付録１  種別名称表」を参照して下さい。 

○ 道路施設名称 

道路施設名称を文字オブジェクトで表わしています。 

○ 道路施設延長 

道路施設の設置延長を１ｍ単位で表わしています。 

○ 車両通行規制 

○ 道路施設における車両通行規制を表わします。現状では道路施設種別が”踏切”に対する規制情報が 

登録されます。道路施設が踏切以外での規制情報については情報整備後に順次登録予定となります。 

○ 施設管理コード 

施設管理者が付番する管理コードを表わしています。 

道路施設種別が“踏切”以外の場合は、“０”が設定されています。 

（６） 水系（RD_xSUI） 

番号      項目名称    タイプ サイズ 備   考 

1  種別 文字 ４  漢字２文字 

○種別 

水系の種別を表わします。「付録１ 種別名称表」を参照して下さい。  

（７） 行政界（RD_xGYS） 

番号     項目名称    タイプ サイズ 備   考 

1  行政界種別 文字 ２４  漢字１２文字 

○ 行政界種別 

行政界の種別を表わします。「付録１ 種別名称表」を参照して下さい。 

 

（８） 鉄道（RD_xTED） 

番号        項目名称 タイプ サイズ 備   考 

1  鉄道種別 文字 ２４  漢字１２文字 

2  地下部分 文字 ６  漢字３文字 

○ 鉄道種別 

鉄道の種別を表わします。「付録１ 種別名称表」を参照して下さい。 

○ 地下部分 

地下部分の種別を表わします。「付録１ 種別名称表」を参照して下さい。 
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（９）一般施設（RDnnSIS） 

番号      項目名称 タイプ サイズ 備   考 

1  施設等番号 整数 ４  

2  施設等種別 文字 ３８  漢字１９文字 

3  都道府県コード 文字 ２  ＪＩＳ２桁都道府県コード 

4  市区町村コード 文字 ３  ＪＩＳ３桁市区町村コード 

5  施設等名称 文字 ６０  漢字３０文字 

6  施設等名称（カナ） 文字 ６０  半角カナ６０文字 

7  施設表示名称 文字 ２０  漢字１０文字 

8  施設表示名称（カナ） 文字 ２０  半角カナ２０文字 

9  図形種別 文字 １  １：ポリゴン、２：シンボル 

○ 施設等番号 

施設等に固有の番号がつけられています。 

○施設等種別 

施設等の種別を表わします。「付録１ 種別名称表」を参照して下さい。 

○ 都道府県コード、市区町村コード 

施設等が存在する都道府県コード・市区町村コードを表わしています。 

○ 施設等名称、施設等名称（カナ） 

施設等の正式名称を施設等名称は漢字文字で施設等名称（カナ）はカタカナで表わしています。 

○ 施設表示名称、施設表示名称（カナ） 

施設等の表示名称（通称名）を施設表示名称は漢字文字で施設表示名称（カナ）はカタカナで表わして 

います。 

○ 図形種別 

施設等の表示形式を表わします。 

    １：施設等をポリゴンで表わします。２：施設等の位置をシンボルで表わします。 

（10）地名注記（RDnnCHK） 

番号      項目名称    タイプ サイズ 備   考 

1  注記文字種別 文字 ２０  漢字１０文字 

2  都道府県コード 文字 ２  ＪＩＳ２桁都道府県コード 

3  市区町村コード 文字 ３  ＪＩＳ３桁市区町村コード 

4  地名表示名称 文字 ２０  漢字１０文字 

5  地名表示名称（カナ） 文字 ２０  半角カナ２０文字 

○ 注記文字種別 

地名等に関する注記文字の種別を表わしています。「付録１ 種別名称表」を参照して下さい。 

○ 都道府県コード、市区町村コード 

注記文字の存在している都道府県コード、市区町村コードを表わしています。 

○地名表示名称、地名表示名称（カナ） 

地名等の表示名称（通称名）を地名表示名称は漢字文字で地名表示名称（カナ）はカタカナで表わして 

います。 

（11）施設注記（RDnnSIN） 

番号      項目名称    タイプ サイズ 備   考 

1  施設等番号 整数 ４  

2  施設等種別 文字 ３８  漢字１９文字 

3  都道府県コード 文字 ２  ＪＩＳ２桁都道府県コード 

4  市区町村コード 文字 ３  ＪＩＳ３桁市区町村コード 

5  施設表示名称 文字 ２０  漢字１０文字 

6  施設表示名称(カナ) 文字 ２０  半角カナ２０文字 

○ 施設等番号 

施設等に固有の番号がつけられています。一般施設（RDnnSIS）の施設等番号です。 

○施設等種別 

施設等の種別を表わします。「付録１ 種別名称表」を参照して下さい。 

○ 都道府県コード、市区町村コード 

注記文字の存在している都道府県コード、市区町村コードを表わしています。 

○施設表示名称、施設表示名称(カナ) 

施設の表示名称の漢字文字。施設表示名称(カナ)は、施設の表示名称のカタカナで表わしています。 
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※JR 上野駅周辺をズーム値約 5Km で表示。併せて区間内道路施設（RDnnKNZ）の道路施設名称をラベル表示しています。 

 

 
※JR 東京駅周辺をズーム値約 800ｍで表示。 

 

付録４．サンプル画像 



 

 

【変更内容】 

 

簡易道路地図 V2011-6 変更内容 

・交差点(RDnnTEN)の項目番号 1の「点種別」に「センサス区間端点」を追加 

・行政界(RD_xGYS)の項目番号 1の「行政界種別」に「政令都市 区界」を追加 

 

簡易道路地図 V2012-9 変更内容 

・区間内道路施設データ（RDnnKNZ）の項目番号５の「大型車通行不可」を「車両通行規制（踏切）」に項目名変更 

・区間内道路施設データ（RDnnKNZ）の「車両通行規制（踏切）」対応の種別名称に変更 

 

簡易道路地図 V2013-9 変更内容 

・区間内道路施設データ（RDnnKNZ）の項目番号２の「道路施設種別」に「道路冠水想定箇所」を追加 

 

簡易道路地図 V2013-9 201403 版での変更内容 

・簡易道路地図の投影法を緯度･経度(東京) CoordSys Earth Projection 1, 1015)に変更 

 

簡易道路地図 V2014 変更内容 

・区間内道路施設データ（RDnnKNZ）の項目番号５の「車両通行規制（踏切）」を「車両通行規制」に項目名変更 

（道路施設種別が“踏切”以外の場合は“未調査”を設定し、その他種別については情報整備後に順次登録予定とする） 

 

TCI 簡易道路地図 V2015 の変更内容 

・製品名称を「簡易道路地図」から「TCI 簡易道路地図」に変更（出典、定義等、データ内容に関する仕様の変更はありませ

ん） 
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