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1. 概覧 

1.1. 地理空間データ製品仕様書の作成情報 

空間データ製品仕様書の題名：福井県道路台帳図(JPGIS) 製品仕様書（案）道路基盤データ編 
日付：2011/4 
作成者：福井県土木部道路保全課 
    協力 NPO 法人全国 GIS 技術研究会 
言語：日本語 
分野：道路台帳 
文書書式：PDF 

1.2. 目的 

本空間データ製品仕様書に基づく空間データ製品は、道路台帳業務における空間的な位置

と調書属性の表示を可能とすることを目的とする。 

1.3. 空間範囲 

作成するデータの空間範囲は、特記仕様書の通りとする。 

1.4. 時間範囲 

作成するデータの時間範囲は、特記仕様書の通りとする。 

1.5. 引用規格 

・測量法 
・作業規程の準則 
・地理情報標準プロファイル(JPGIS) Ver. 2.1 

1.6. 用語と定義 

JPGIS Ver. 2.1 附属書 5（規定）定義 
 

インスタンス 

クラスを実現するオブジェクト。  

参考文献：地理情報標準専門用語集  Ver.2  

（地理情報標準（第 2  版）－空間スキーマ） 

応用スキーマ 

１つ又は複数の応用システムによって要求されるデータのための概念スキーマ。  

参考文献：地理情報標準専門用語集  Ver.2  
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（地理情報標準（第 2  版）－応用スキーマのための規則） 

オブジェクト 

状態と振る舞いをカプセル化した，矛盾なく定義される境界と識別子をもつ実体。  

参考文献：地理情報標準専門用語集  Ver.2  

（地理情報標準（第 2  版）－空間スキーマ） 

座標参照系 

原子により地球に関連づけられた座標系。  

参考文献：地理情報標準専門用語集  Ver.2  

（地理情報標準（第 2  版）－座標による空間参照）  

クラス 

同じ属性，操作，メソッド，関係及び意味を共有するオブジェクトの集合の記述。  

参考文献：地理情報標準専門用語集  Ver.2  

（地理情報標準（第 2  版）－空間スキーマ） 

製品仕様書 

論議領域の記述及び，データ集合へ論議領域を写像するための仕様の記述。  

参考文献：地理情報標準専門用語集  Ver.2  

（地理情報標準（第 2  版）－品質原理） 

地物 

実世界の現象の抽象概念。  

参考文献：地理情報標準専門用語集  Ver.2  

（地理情報標準（第 2  版）－応用スキーマのための規則）  

抽象クラス 

直接インスタンスが生成できないクラス。  

参考文献：UML Notation Guide (OMG-Unified Modeling Language,v1.4)  

データ集合 

他と識別可能な，データの集合。  

参考文献：地理情報標準専門用語集  Ver.2  

地理情報標準（第 2  版）－メタデータ） 

パッケージ 

要素をグループ化するための機構。  

参考文献：UML Notation Guide (OMG-Unified Modeling Language,v1.4)  

論議領域 

興味を引くすべてのものを含んだ，実世界又は仮想世界の見方。  

参考文献：地理情報標準専門用語集  Ver.2  

（地理情報標準（第 2  版）－品質原理） 
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1.7. 略語 

UML 
Unified Modeling Language 統一モデリング言語 

JPGIS 
Japan Profile for Geographic Information Standards 地理情報標準プロファイル 

GM 
Geometry （幾何） 

TP 
Topology （位相） 

TM 
Temporal （時） 

 

2. 適用範囲 

2.1. 適用範囲識別 

作成するデータの適用範囲識別は，特記仕様書の通りとする。 

2.2. 階層レベル 

データ集合 

3. データ製品識別 

3.1. 地理空間データ製品の名称 

福井県道路台帳図(JPGIS)製品仕様書（案）道路基盤データ編 

3.2. 日付 

2011-4 

3.3. 問合せ先 

福井県土木部道路保全課 

3.4. 地理記述 

特記仕様書の通りとする。 
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4. データ内容及び構造 

4.1. 応用スキーマ UML クラス図 

 
福井県道路台帳図(JPGIS)製品仕様書（案）道路基盤データ編 応用スキーマパッケージ図 
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福井県道路台帳図(JPGIS)製品仕様書（案）道路基盤データ編 応用スキーマクラス図 

 
 
 
 



 

6 
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4.2. 応用スキーマ文書 

 
道路台帳パッケージ（道路台帳パッケージ） 

 
定義 

道路台帳、区間データに関するもの 
 
対象地物 

道路台帳地物、図面、区間、道路起終点、区間データ、区間境界、官民境界、道

路中心線、幅員線 
 
注意事項 

 

道路台帳地物（道路台帳地物） 

定義 

道路台帳の主題として定義される地物。 
 
上位クラス： 道路台帳空間データパッケージ：道路台帳空間データ 

 
抽象／具象区分： 抽象地物 

 
属性 

路線番号 [1] ：CharacterString 

路線番号 

＜取得基準＞ 

路線番号を取得する。 

路線名 [0..1] ：CharacterString 

路線の名称 

＜取得基準＞ 

路線の名称を取得する。 

 

関連役割 
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図面（図面） 

定義 

道路台帳の１枚の図面として定義される地物。 
 
上位クラス： 道路台帳空間データパッケージ：道路台帳空間データ 

 
抽象／具象区分： 抽象地物 

 
属性 

図面番号 [1] ：CharacterString 

調整された道路台帳平面図の対象番号 

＜取得基準＞ 

調整された道路台帳平面図の対象番号を取得する。 

図面四隅座標 [4] ：GM_Point 

図面の図枠の四隅座標 

＜取得基準＞ 

図面の図枠の四隅座標を取得する。 

 

関連役割 

 

区間（区間線） 

定義 

区間を構成するデータ。 
 
上位クラス： 道路台帳パッケージ：図面 

 
抽象／具象区分：抽象地物 

 
属性 

区間番号 [1] ：CharacterString 

区間番号 

＜取得基準＞ 

道路の区間の番号を取得する。 
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関連役割 

 

道路起終点（道路起終点） 

定義 

道路の起終点位置 
 
上位クラス： 道路台帳パッケージ：図面 

 
抽象／具象区分： 具象地物 

 
属性 

地点 [1] ：GM_Point 

道路の起終点位置 

＜取得基準＞ 

道路の起終点位置を取得する。 

起終点区分 [1] ：起終点区分 

起終点区分 

＜取得基準＞ 

路線の起終点区分を取得する。 

路線方向角 [1] ：Real 

路線方向角 

＜取得基準＞ 

路線の方向角を取得する。 

所在 [1] ：CharacterString 

道路起終点の所在 

＜取得基準＞ 

道路起終点の所在を取得する。 

 

関連役割 

 

区間データ（区間データ） 

定義 

幅員線に挟まれた各区間をいい、道路現況内訳調書に記載される属性を扱う
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地物。 
 
上位クラス： 道路台帳パッケージ：区間 

 
抽象／具象区分： 具象地物 

 
属性 

範囲 [1] ：GM_Surface 

道路の区間範囲 

＜取得基準＞ 

道路の区間範囲を取得する。 

道路の種類 [1] ：道路の種類 

道路の種類 

＜取得基準＞ 

路線の級数を取得する。 

現道旧道区分 [1] ：現旧区分 

現道・旧道区分 

＜取得基準＞ 

現道・旧道区分を取得する。 

自動車専用区分 [1] ：自動車専用区分 

自動車専用区分 

＜取得基準＞ 

自動車専用区分を取得する。 

区間種別 [1] ：区間種別 

区間種別 

＜取得基準＞ 

区間の種別を取得する。 

橋梁・トンネル・踏切道の名称 [0..1] ：CharacterString 

橋梁・トンネル・踏切道の名称 

＜取得基準＞ 

橋梁・トンネル・踏切道の名称を取得する。 

分割番号 [0..1] ：CharacterString 

橋梁又はトンネルが１箇所において自動車専用・自転車歩行者専用別、また

は、上下線別に分離して設けられている場合のみ記入する。 

＜取得基準＞ 

分割番号を取得する。 
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専用別に分離している場合は自動車専用、自転車歩行者専用の順で一連番号

を記入する。同種の橋梁（トンネル）で上下線に分離している場合は、橋長

（トンネル延長）の長い方、短い方の順で一連番号を記入する。 

交差重用区分 [1] ：交差・重用区分 

交差重用区分 

＜取得基準＞ 

交差重用区分を取得する。 

相手路線名（道路の種類１） [0..1] ：道路の種類 

道路との交差または重用の場合、相手路線の道路の種類 

＜取得基準＞ 

道路との交差または重用の場合、相手路線について、道路の種類を取得する。 

相手路線名（路線番号１） [0..1] ：CharacterString 

道路との交差または重用の場合、相手路線の路線番号 

＜取得基準＞ 

道路との交差または重用の場合、相手路線について、路線番号を取得する。 

相手路線名（道路の種類２） [0..1] ：道路の種類 

道路との交差または重用の場合、相手路線の道路の種類 

＜取得基準＞ 

道路との交差または重用の場合、相手路線について、道路の種類を取得する。 

相手路線名（路線番号２） [0..1] ：CharacterString 

道路との交差または重用の場合、相手路線の路線番号 

＜取得基準＞ 

道路との交差または重用の場合、相手路線について、路線番号を取得する。 

供用・未供用区分 [1] ：供用・未供用区分 

供用・未供用区分 

＜取得基準＞ 

供用・未供用区分を取得する。 

供用開始年月日：Date 

供用開始年月日 

＜取得基準＞ 

供用開始年月日を取得する。 

改良・未改良区分 [1] ：改良区分 

改良・未改良区分 

＜取得基準＞ 

改良・未改良区分を取得する。 

自動車交通可否区分 [1] ：自動車交通可否区分 
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自動車交通可否区分 

＜取得基準＞ 

自動車交通可否区分を取得する。 

一般有料区分 [1] ：一般有料区分 

一般有料区分。 

有料とは、道路法第２５条または道路整備特別措置法の規定により許認可さ

れた区間のうち、調査期日において供用開始しているものをいう。 

＜取得基準＞ 

一般有料区分を取得する。 

バス路線有無区分 [1] ：バス路線有無区分 

バス路線有無区分 

バス路線とは、道路運送法に基づくバス路線、通園・通学路線をいう。 

＜取得基準＞ 

バス路線有無区分を取得する。 

土木事務所名 [1] ：CharacterString 

土木事務所名 

＜取得基準＞ 

土木事務所名を取得する。 

都道府県市区町村名 [0..1] ：CharacterString 

都道府県市区町村名コード 

＜取得基準＞ 

都道府県市区町村名コードを取得する。 

積寒級地区分 [1] ：積寒指定道路・積雪度級地区分 

積寒指定道路・積雪度級地区分 

積寒指定道路とは、積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別

措置法（昭和３１年法律第７２号）第３条の規定により、建設大臣が指定し

た道路の区間をいう。 

積雪度級地区分とは、地方交付税法（昭和２５年法律第２１１号）第１３条

第９項及び普通交付税に関する省令（昭和３７年自治省令第１７号）第１４

条の規定により、市町村毎に定められた寒冷補正に用いる地域区分をいう。 

＜取得基準＞ 

積寒指定道路・積雪度級地区分を取得する。 

曲線半径 [0..1] ：Real 

曲線半径 

＜取得基準＞ 

３０ｍ未満の曲線半径についてメートル単位で小数点以下第２位まで記入
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する。 

縦断勾配 [0..1] ：Real 

縦断勾配 

＜取得基準＞ 

８％以上の縦断勾配について、パーセント単位で小数点以下第１位まで記入

する。 

立体横断施設数（横断歩道橋）階段式 [0..1] ：Integer 

立体横断施設数とは、歩行者および自転車利用者等の道路または鉄道（新設

軌道を含む。以下同じ。）横断の安全を確保するため当該道路の車道部と立

体に分離された、横断歩道（自歩道）橋をいう。 

＜取得基準＞ 

立体横断施設（横断歩道橋）階段式の数量を取得する。 

立体横断施設数（横断歩道橋）スロープ式 [0..1] ：Integer 

立体横断施設数とは、歩行者および自転車利用者等の道路または鉄道（新設

軌道を含む。以下同じ。）横断の安全を確保するため当該道路の車道部と立

体に分離された、横断歩道（自歩道）橋をいう。 

＜取得基準＞ 

立体横断施設（横断歩道橋）スロープ式の数量を取得する。 

立体横断施設数（横断歩道橋）押上げ式 [0..1] ：Integer 

立体横断施設数とは、歩行者および自転車利用者等の道路または鉄道（新設

軌道を含む。以下同じ。）横断の安全を確保するため当該道路の車道部と立

体に分離された、横断歩道（自歩道）橋をいう。 

押上げ式とは、階段にそって自転車を押し上げるスロープを設けた形式をい

う。 

＜取得基準＞ 

立体横断施設（横断歩道橋）押上げ式の数量を取得する。 

立体横断施設数（横断歩道橋）その他 [0..1] ：Integer 

立体横断施設数とは、歩行者および自転車利用者等の道路または鉄道（新設

軌道を含む。以下同じ。）横断の安全を確保するため当該道路の車道部と立

体に分離された、横断歩道（自歩道）橋をいう。 

＜取得基準＞ 

立体横断施設（横断歩道橋）その他の数量を取得する。 

立体横断施設数（地下横断歩道）階段式 [0..1] ：Integer 

立体横断施設数とは、歩行者および自転車利用者等の道路または鉄道（新設

軌道を含む。以下同じ。）横断の安全を確保するため当該道路の車道部と立

体に分離された、横断歩道（自歩道）橋をいう。 
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＜取得基準＞ 

立体横断施設（地下横断歩道）階段式の数量を取得する。 

立体横断施設数（地下横断歩道）スロープ式 [0..1] ：Integer 

立体横断施設数とは、歩行者および自転車利用者等の道路または鉄道（新設

軌道を含む。以下同じ。）横断の安全を確保するため当該道路の車道部と立

体に分離された、横断歩道（自歩道）橋をいう。 

＜取得基準＞ 

立体横断施設（地下横断歩道）スロープ式の数量を取得する。 

立体横断施設数（地下横断歩道）押上げ式 [0..1] ：Integer 

立体横断施設数とは、歩行者および自転車利用者等の道路または鉄道（新設

軌道を含む。以下同じ。）横断の安全を確保するため当該道路の車道部と立

体に分離された、横断歩道（自歩道）橋をいう。 

押上げ式とは、階段にそって自転車を押し上げるスロープを設けた形式をい

う。 

＜取得基準＞ 

立体横断施設（地下横断歩道）押上げ式の数量を取得する。 

立体横断施設数（地下横断歩道）その他 [0..1] ：Integer 

立体横断施設数とは、歩行者および自転車利用者等の道路または鉄道（新設

軌道を含む。以下同じ。）横断の安全を確保するため当該道路の車道部と立

体に分離された、横断歩道（自歩道）橋をいう。 

＜取得基準＞ 

立体横断施設（地下横断歩道）その他の数量を取得する。 

車線数（左） [1] ：Integer 

車線とは、一縦列の自動車を安全かつ円滑に進行させるために設けられる帯

状の車道の部分（副道を除く）をいう。 

＜取得基準＞ 

車道が、中央帯または区画線によって上下線に区分されている場合、起点側

から見て左右に区分し、車線の数を取得する。上下線に区分されていない場

合は、車線はないものとして０とする。 

車線数（右） [1] ：Integer 

車線とは、一縦列の自動車を安全かつ円滑に進行させるために設けられる帯

状の車道の部分（副道を除く）をいう。 

＜取得基準＞ 

車道が、中央帯または区画線によって上下線に区分されている場合、起点側

から見て左右に区分し、車線の数を取得する。上下線に区分されていない場

合は、車線はないものとして０とする。 
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道路部幅員 [1] ：Real 

道路部幅員は、車道、路肩、歩道等、中央帯幅員を合計したものと一致する。 

＜取得基準＞ 

メートル単位で小数点以下第２位まで記入する。なお、独立専用自歩道は有

効幅員を取得し、また、渡船区間については０とする。 

車道・路肩（左）路面種別 [1] ：路面種別 

未舗装 砂利道とは、砂利道のうち全く表面処理がなされていないもの、お

よび防塵処理、表面処理または簡易混合処理がなされていないものをいう。 

未舗装 平板とはコンクリートブロックを敷き詰めてある道路をいう。 

未舗装 カラー平板とは、上記のうちカラー平板のものをいう。 

舗装道 アスファルト系高級とは、アスファルト舗装要綱（日本道路協会発

行）に基づくものをいう。また。セメント系舗装道にアスファルトでオーバ

レーしたものは、アスファルト系高級とする。 

舗装道 アスファルト系簡易とは、簡易舗装要綱（日本道路協会発行）に基

づくものをいう。 

踏切道区間については、石系はセメント系に、木系その他はアスファルト系

簡易として取り扱うものとする。 

＜取得基準＞ 

左側車道・路肩の路面種別を取得する。 

車道・路肩（左）車道・路肩幅員 [1] ：Real 

車道・路肩幅員は、車道幅員に路肩幅員を加えた幅員とする。 

車道部分が明確でない場合は、原則として、全幅員から路肩として片側 0.50

メートル計 1.00 メートルを差し引いたものを車道幅員とする。 

幅員狭小のため現に自転車および歩行者のみ通行している道路であっても、

道路法第 48 条の 13 の規定による自転車専用道路等の指定がない限り、混

合交通路として、車道・路肩部分を求め記入する。この場合は自動車交通不

能として取り扱う。 

 
＜取得基準＞ 

左側の車道・路肩幅員を取得する。 

メートル単位で、小数点以下第２位まで取得する。 

車道・路肩（左）路肩幅員 [1] ：Real 

左路肩幅員 

＜取得基準＞ 

左路肩の幅員を取得する。 

メートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 
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歩道等施設を有しないで車道の左右を停車帯的に利用させている部分があ

る場合は、当該部分を路肩として取り扱うこと。 

側溝については、有蓋であって、強度および構造から見て路肩の効用を兼ね

ている場合、路肩として取り扱う。 

車道・路肩（右）路面種別 [1] ：路面種別 

未舗装 砂利道とは、砂利道のうち全く表面処理がなされていないもの、お

よび防塵処理、表面処理または簡易混合処理がなされていないものをいう。 

未舗装 平板とはコンクリートブロックを敷き詰めてある道路をいう。 

未舗装 カラー平板とは、上記のうちカラー平板のものをいう。 

舗装道 アスファルト系高級とは、アスファルト舗装要綱（日本道路協会発

行）に基づくものをいう。また。セメント系舗装道にアスファルトでオーバ

レーしたものは、アスファルト系高級とする。 

舗装道 アスファルト系簡易とは、簡易舗装要綱（日本道路協会発行）に基

づくものをいう。 

踏切道区間については、石系はセメント系に、木系その他はアスファルト系

簡易として取り扱うものとする。 

＜取得基準＞ 

右側車道・路肩の路面種別を取得する。 

車道・路肩（右）車道・路肩幅員 [1] ：Real 

車道・路肩幅員は、車道幅員に路肩幅員を加えた幅員とする。 

車道部分が明確でない場合は、原則として、全幅員から路肩として片側 0.50

メートル計 1.00 メートルを差し引いたものを車道幅員とする。 

幅員狭小のため現に自転車および歩行者のみ通行している道路であっても、

道路法第 48 条の 13 の規定による自転車専用道路等の指定がない限り、混

合交通路として、車道・路肩部分を求め記入する。この場合は自動車交通不

能として取り扱う。 

 
＜取得基準＞ 

右側の車道・路肩幅員を取得する。 

メートル単位で、小数点以下第２位まで取得する。 

車道・路肩（右）路肩幅員 [1] ：Real 

右路肩幅員 

＜取得基準＞ 

右路肩の幅員を取得する。 

メートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

歩道等施設を有しないで車道の左右を停車帯的に利用させている部分があ
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る場合は、当該部分を路肩として取り扱うこと。 

側溝については、有蓋であって、強度および構造から見て路肩の効用を兼ね

ている場合、路肩として取り扱う。 

歩道等（左）路面種別 [0..1] ：路面種別 

未舗装 砂利道とは、砂利道のうち全く表面処理がなされていないもの、お

よび防塵処理、表面処理または簡易混合処理がなされていないものをいう。 

未舗装 平板とはコンクリートブロックを敷き詰めてある道路をいう。 

未舗装 カラー平板とは、上記のうちカラー平板のものをいう。 

舗装道 アスファルト系高級とは、アスファルト舗装要綱（日本道路協会発

行）に基づくものをいう。また。セメント系舗装道にアスファルトでオーバ

レーしたものは、アスファルト系高級とする。 

舗装道 アスファルト系簡易とは、簡易舗装要綱（日本道路協会発行）に基

づくものをいう。 

踏切道区間については、石系はセメント系に、木系その他はアスファルト系

簡易として取り扱うものとする。 

＜取得基準＞ 

左側歩道の路面種別を取得する。 

歩道等（左）施設区分 [0..1] ：施設区分 

車道との区分施設 

＜取得基準＞ 

左側歩道の車道との区分施設を取得する。 

施設区分のうち正規とは、マウンドアップによって区分されているものをい

い、独立専用自歩道については、ガードレール以下以外の場合はこれによる

こと。 

歩道等（左）種別区分 [0..1] ：歩道等種別区分 

歩道等の種別区分 

a 歩道、歩道+自転車道及び自転車歩行車道とは、車道に併設されたものを

いう。 

b 歩道+自転車道とは、歩道と自転車道が段差等により構造的に区画されて

設けられたものをいう。 

c 路面にマーキングして歩行者と自転車を区分しているものについては、自

転車歩行車道として取り扱う。 

d 歩道等（分離）とは、a のうち構造的に車道と分離しているものとし、一

般的には、人家等の障害物により、車道から離れて設けられたものをいう。 

e 独立専用自歩道とは、道路法第 48 条の 13 の規定により、自転車専用道

路等として指定された道路（それ自体で独立の路線を有するもの）をいう。 
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＜取得基準＞ 

左側歩道等の種別区分を取得する。 

歩道等（左）植樹施設 [0..1] ：植樹施設区分 

歩道等の植樹施設 

a 植樹施設とは、街路樹（高木）、中、低木および芝等の植栽をいう。なお、

移動が可能なポット等で植栽してあるものは植樹施設に含めない。 

b 列状とは、植樹等により、列状に植栽してあるものをいう。 

c 帯状とは、連続に植栽（植樹帯形式）してあるものをいう。 

 

 
＜取得基準＞ 

左側歩道等の植樹施設を取得する。 

 
歩道等（左）幅員 [0..1] ：Real 

歩道の幅員（有効幅員） 

＜取得基準＞ 

左側歩道の幅員（有効幅員）を取得する。 

メートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

なお、歩道等幅員には植樹施設部分も含めるものとする。 

 
歩道等（右）路面種別 [0..1] ：路面種別 

未舗装 砂利道とは、砂利道のうち全く表面処理がなされていないもの、お

よび防塵処理、表面処理または簡易混合処理がなされていないものをいう。 

未舗装 平板とはコンクリートブロックを敷き詰めてある道路をいう。 

未舗装 カラー平板とは、上記のうちカラー平板のものをいう。 

舗装道 アスファルト系高級とは、アスファルト舗装要綱（日本道路協会発

行）に基づくものをいう。また。セメント系舗装道にアスファルトでオーバ

レーしたものは、アスファルト系高級とする。 

舗装道 アスファルト系簡易とは、簡易舗装要綱（日本道路協会発行）に基

づくものをいう。 

踏切道区間については、石系はセメント系に、木系その他はアスファルト系

簡易として取り扱うものとする。 

＜取得基準＞ 

右側歩道等の路面種別を取得する。 

歩道等（右）施設区分 [0..1] ：施設区分 

車道との区分施設 
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＜取得基準＞ 

右側歩道の車道との区分施設を取得する。 

施設区分のうち正規とは、マウンドアップによって区分されているものをい

い、独立専用自歩道については、ガードレール以下以外の場合はこれによる

こと。 

歩道等（右）種別区分 [0..1] ：歩道等種別区分 

歩道等の種別区分 

a 歩道、歩道+自転車道及び自転車歩行車道とは、車道に併設されたものを

いう。 

b 歩道+自転車道とは、歩道と自転車道が段差等により構造的に区画されて

設けられたものをいう。 

c 路面にマーキングして歩行者と自転車を区分しているものについては、自

転車歩行車道として取り扱う。 

d 歩道等（分離）とは、a のうち構造的に車道と分離しているものとし、一

般的には、人家等の障害物により、車道から離れて設けられたものをいう。 

e 独立専用自歩道とは、道路法第 48 条の 13 の規定により、自転車専用道

路等として指定された道路（それ自体で独立の路線を有するもの）をいう。 

＜取得基準＞ 

右側歩道等の種別区分を取得する。 

歩道等（右）植樹施設 [0..1] ：植樹施設区分 

歩道等の植樹施設 

a 植樹施設とは、街路樹（高木）、中、低木および芝等の植栽をいう。なお、

移動が可能なポット等で植栽してあるものは植樹施設に含めない。 

b 列状とは、植樹等により、列状に植栽してあるものをいう。 

c 帯状とは、連続に植栽（植樹帯形式）してあるものをいう。 

 

 
＜取得基準＞ 

右側歩道等の植樹施設を取得する。 

歩道等（右）幅員 [0..1] ：Real 

歩道の幅員（有効幅員） 

＜取得基準＞ 

右側歩道の幅員（有効幅員）を取得する。 

メートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

なお、歩道等幅員には植樹施設部分も含めるものとする。 
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中央帯植樹有無 [0..1] ：植樹施設の有無区分 

中央帯植樹施設の有無 

植樹施設有りとは、高、中、低木および芝等の植栽を有する分離帯をいう。 

＜取得基準＞ 

中央帯植樹施設の有無区分を取得する。 

中央帯幅員 [0..1] ：Real 

中央帯幅員 

＜取得基準＞ 

中央帯幅員をメートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

側溝（左法側）種類 [0..1] ：側溝種別 

側溝種類 

＜取得基準＞ 

左法側の側溝種類を取得する。 

側溝（左法側）幅員 [0..1] ：Real 

側溝幅員 

＜取得基準＞ 

左法側の側溝幅員をメートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

側溝（左車道側）種類 [0..1] ：側溝種別 

側溝種類 

＜取得基準＞ 

左車道側の側溝種類を取得する。 

側溝（左車道側）幅員 [0..1] ：Real 

側溝幅員 

＜取得基準＞ 

左車道側の側溝幅員をメートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

側溝（左中央帯側）種類 [0..1] ：側溝種別 

側溝種類 

＜取得基準＞ 

左中央帯側の側溝種類を取得する。 

側溝（左中央帯側）幅員 [0..1] ：Real 

側溝幅員 

＜取得基準＞ 

左中央帯側の側溝幅員をメートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

側溝（右中央帯側）種類 [0..1] ：側溝種別 

側溝種類 

＜取得基準＞ 
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右中央帯側の側溝種類を取得する。 

側溝（右中央帯側）幅員 [0..1] ：Real 

側溝幅員 

＜取得基準＞ 

右中央帯側の側溝幅員をメートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

側溝（右車道側）種類 [0..1] ：側溝種別 

側溝種類 

＜取得基準＞ 

右車道側の側溝種類を取得する。 

側溝（右車道側）幅員 [0..1] ：Real 

側溝幅員 

＜取得基準＞ 

右車道側の側溝幅員をメートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

側溝（右法側）種類 [0..1] ：側溝種別 

側溝種類 

＜取得基準＞ 

右法側の側溝種類を取得する。 

側溝（右法側）幅員 [0..1] ：Real 

側溝幅員 

＜取得基準＞ 

右法側の側溝幅員をメートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

側溝（左法側）延長 [0..1] ：Real 

側溝延長 

＜取得基準＞ 

左法側の側溝延長をメートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

側溝（左車道側）延長 [0..1] ：Real 

側溝延長 

＜取得基準＞ 

左車道側の側溝延長をメートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

側溝（左中央帯側）延長 [0..1] ：Real 

側溝延長 

＜取得基準＞ 

左中央帯側の側溝延長をメートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

側溝（右中央帯側）延長 [0..1] ：Real 

側溝延長 

＜取得基準＞ 
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右中央帯側の側溝延長をメートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

側溝（右車道側）延長 [0..1] ：Real 

側溝延長 

＜取得基準＞ 

右車道側の側溝延長をメートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

側溝（右法側）延長 [0..1] ：Real 

側溝延長 

＜取得基準＞ 

右法側の側溝延長をメートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

車道延長 [1] ：Real 

車道延長 

＜取得基準＞ 

車道延長をメートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

歩道等左延長 [0..1] ：Real 

歩道等延長 

＜取得基準＞ 

左側の歩道等延長をメートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

歩道等右延長 [0..1] ：Real 

歩道等延長 

＜取得基準＞ 

右側の歩道等延長をメートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

中央帯延長 [0..1] ：Real 

中央帯延長 

＜取得基準＞ 

中央帯延長の延長をメートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

道路敷面積 [1] ：Real 

道路敷面積 

道路敷面積とは、境界線（杭）から境界線（杭）までの幅員に対応する面積

をいう。 

＜取得基準＞ 

道路敷面積を平方メートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

 
車道・路肩面積 [1] ：Real 

車道・路肩面積 

＜取得基準＞ 

車道・路肩面積を平方メートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 
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歩道等左面積 [0..1] ：Real 

歩道等面積 

＜取得基準＞ 

歩道等左面積を平方メートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

 
歩道等右面積 [0..1] ：Real 

歩道等面積 

＜取得基準＞ 

歩道等右面積を平方メートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

 
中央帯面積 [0..1] ：Real 

中央帯面積 

＜取得基準＞ 

中央帯面積を平方メートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

 
法面面積 [0..1] ：Real 

法面面積 

＜取得基準＞ 

法面面積を平方メートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

 
待避所面積 [0..1] ：Real 

待避所面積 

＜取得基準＞ 

待避所面積を平方メートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

 

 

関連役割 

 

区間境界（区間境界） 

定義 

区間データを構成する線。 
 
上位クラス： 道路台帳パッケージ：区間 
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抽象／具象区分： 具象地物 

 
属性 

場所 [1] ：GM_Curve 

区間境界の場所。 

＜取得基準＞ 

区間境界の場所を取得する。 

 

関連役割 

 

官民境界（官民境界） 

定義 

官民境界 
 
上位クラス： 道路台帳パッケージ：区間 

 
抽象／具象区分：抽象地物 

 
属性 

 

関連役割 

 

道路区域界（道路区域界） 

定義 

道路敷地と他の土地との境界。 
道路法施行規則第 4 条の 2 第 4 項第 1 号（道路の区域の境界線） 
 
上位クラス： 道路台帳パッケージ：官民境界 

 
抽象／具象区分： 具象地物 

 
属性 

境界線 [1] ：GM_Curve 
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道路区域界の境界 

＜取得基準＞ 

道路区域界の境界線を取得する。 

確定区分 [1] ：確定区分 

道路区域界の確定区分 

＜取得基準＞ 

道路区域界の確定区分を取得する。 

 

関連役割 

 

境界標識（境界標識） 

定義 

隣接する土地所有者全員の立会いのもと，合意が得られた場所に設置する境

界標（杭，鋲，プレート）。 
 
上位クラス：道路台帳パッケージ：官民境界 

 
抽象／具象区分： 具象地物 

 
属性 

地点 [1] ：GM_Point 

境界標識の地点 

＜取得基準＞ 

境界標識の地点を取得する。 

境界標種別 [1] ：境界標種別 

境界標識杭の種別 

＜取得基準＞ 

境界標識杭の種別を取得する。 

管理者 [1] ：CharacterString 

境界標識杭の管理者 

＜取得基準＞ 

境界標識杭の管理者を取得する。 

 

関連役割 
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幅員線（Hukuinsen） 

定義 

幅員（車道幅＋路肩幅）の方向を示す線分と数値を扱う地物。 
 
上位クラス： 道路台帳パッケージ：道路台帳地物 

 
抽象／具象区分： 具象地物 

 
属性 

場所 [1] ：GM_Curve 

道路の幅員線 

＜取得基準＞ 

道路の幅員測定した位置を取得する。 

幅員 [1] ：Real 

幅員の数値。 

＜取得基準＞ 

幅員の数値を取得する。 

幅員構成 [1] ：CharacterString 

道路幅員構成（路肩幅員、車道幅員等） 

＜取得基準＞ 

道路の幅員構成を取得する。 

 

関連役割 

 

道路中心線（道路中心線） 

定義 

道路の中心線をいい、道路台帳調書に記載される属性を扱う地物。 
 
上位クラス： 道路台帳パッケージ：道路台帳地物 

 
抽象／具象区分： 具象地物 
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属性 

場所 [1] ：GM_Curve 

道路の中心線 

＜取得基準＞ 

道路外郭線の概ね中心を取得する。 

整理番号 [1] ：Integer 

道路台帳調書の整理番号 

＜取得基準＞ 

道路台帳調書の整理番号を取得する。 

道路の種類 [1] ：道路の種類 

路線の等級 

＜取得基準＞ 

路線の級数を取得する。 

道路管理者 [1] ：CharacterString 

道路管理者 

＜取得基準＞ 

道路の管理者を取得する。 

路線の指定（認定）年月日 [1] ：Date 

路線の指定（認定）年月日 

＜取得基準＞ 

路線の指定又は認定年月日を取得する。 

指定（認定）の該当条項 [1] ：CharacterString 

指定（認定）の該当条項 

＜取得基準＞ 

指定（認定）の該当条項を取得する。 

起点所在 [1] ：CharacterString 

路線の起点付近所在 

＜取得基準＞ 

路線の起点所在（路線方向左側）を取得する。 

なお、2 県以上に区域が存する一般国道（指定区間外）の起点または終点の

所在地は、一般国道路線を指定する政令に規定する起点または終点にもっと

も近い県内の所在地とする。 

 
終点所在 [1] ：CharacterString 

路線の終点付近所在 

＜取得基準＞ 
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路線の終点所在（路線方向左側）を取得する。 

なお、2 県以上に区域が存する一般国道（指定区間外）の起点または終点の

所在地は、一般国道路線を指定する政令に規定する起点または終点にもっと

も近い県内の所在地とする。 

 
主要経過地 [0..1] ：CharacterString 

路線の主要経過地 

＜取得基準＞ 

路線の主要経過地を取得する。 

路線の延長 [1] ：Real 

調査単位で示す当該区間の起点から終点までの延長（重用延長、未供用延長、

渡船延長および実延長を加えた延長）をいう。 

＜取得基準＞ 

区間データで計算した路線の総延長を取得する。 

共用されている区間の実延長 [1] ：Real 

道路法の規定に基づき供用開始の告示がされている区間のうち、重用区間、

渡船区間を除いた区間の延長をいう。 

＜取得基準＞ 

区間データで計算した共用されている区間の実延長を取得する。 

共用されている区間の重複延長 [0..1] ：Real 

道路法第１１条第１項から第３項までの規定により、上級の路線に重複して

いる区間の延長をいう。 

なお、同一道路種別の重複延長については同条を準用し、路線名コードの若

い番号の路線に重複している区間の延長とする。 

また、道路交差点内においても、上記と同様に取り扱うものとする。 

＜取得基準＞ 

区間データで計算した共用されている区間の重複延長を取得する。 

共用されていない区間の延長 [0..1] ：Real 

路線の指定または認定の告示がなされているが、未だ供用開始の告示がなさ

れていない区間の延長をいう。 

なお、路線の指定または認定がなされただけで、区域決定されていない道路

は、その計画ルートの延長とする。 

＜取得基準＞ 

共用されていない区間の延長を取得する。 

供用開始の区間及び年月日 [0..1] ：CharacterString 

供用開始の区間及び年月日 
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＜取得基準＞ 

供用開始の区間及び年月日を取得する。 

実延長の内訳 道路 延長 [0..1] ：Real 

実延長の内訳 道路 延長 

＜取得基準＞ 

実延長の内訳 道路の延長を取得する。 

実延長の内訳 トンネル 個数 [0..1] ：Integer 

実延長の内訳 トンネル 個数 

＜取得基準＞ 

実延長の内訳 トンネルの個数を取得する。 

実延長の内訳 トンネル 延長 [0..1] ：Real 

実延長の内訳 トンネル 延長 

＜取得基準＞ 

実延長の内訳 トンネルの延長を取得する。 

実延長の内訳 橋梁 永久橋 個数 [0..1] ：Integer 

実延長の内訳 橋梁 永久橋 個数 

＜取得基準＞ 

実延長の内訳 橋梁 永久橋の個数を取得する。 

実延長の内訳 橋梁 永久橋 延長 [0..1] ：Real 

実延長の内訳 橋梁 永久橋 延長 

＜取得基準＞ 

実延長の内訳 橋梁 永久橋の延長を取得する。 

実延長の内訳 橋梁 木橋 個数 [0..1] ：Integer 

実延長の内訳 橋梁 木橋 個数 

＜取得基準＞ 

実延長の内訳 橋梁 木橋の個数を取得する。 

実延長の内訳 橋梁 木橋 延長 [0..1] ：Real 

実延長の内訳 橋梁 木橋 延長 

＜取得基準＞ 

実延長の内訳 橋梁 木橋の延長を取得する。 

実延長の内訳 橋梁 混合橋 個数 [0..1] ：Integer 

実延長の内訳 橋梁 混合橋 個数 

＜取得基準＞ 

実延長の内訳 橋梁 混合橋の個数を取得する。 

実延長の内訳 橋梁 混合橋 延長 [0..1] ：Real 

実延長の内訳 橋梁 混合橋 延長 
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＜取得基準＞ 

実延長の内訳 橋梁 混合橋の延長を取得する。 

実延長の内訳 渡船施設 渡船場個数 [0..1] ：Integer 

実延長の内訳 渡船施設 渡船場個数 

＜取得基準＞ 

実延長の内訳 渡船施設 渡船場の個数を取得する。 

実延長の内訳 渡船施設 渡船場延長 [0..1] ：Real 

実延長の内訳 渡船施設 渡船場延長 

＜取得基準＞ 

実延長の内訳 渡船施設 渡船場の延長を取得する。 

実延長の内訳 渡船施設 渡船数 [0..1] ：Integer 

実延長の内訳 渡船施設 渡船数 

＜取得基準＞ 

実延長の内訳 渡船施設 渡船数を取得する。 

実延長の内訳 渡船施設 渡船運航距離 [0..1] ：Real 

実延長の内訳 渡船施設 渡船運航距離 

＜取得基準＞ 

実延長の内訳 渡船施設 渡船運航距離を取得する。 

実延長の内訳 舗装道 9.0m 以上 [0..1] ：Real 

実延長の内訳 舗装道 9.0m 以上 

＜取得基準＞ 

実延長の内訳 幅員 9.0m 以上の舗装道延長を取得する。  

実延長の内訳 舗装道 5.5m～9.0m [0..1] ：Real 

実延長の内訳 舗装道 5.5m～9.0m 

＜取得基準＞ 

実延長の内訳 幅員 5.5m～9.0m の舗装道延長を取得する。 

実延長の内訳 舗装道 4.0m～5.5m [0..1] ：Real 

実延長の内訳 舗装道 4.0m～5.5m 

＜取得基準＞ 

実延長の内訳 幅員 4.0m～5.5m の舗装道延長を延長を取得する。 

実延長の内訳 舗装道 4.0m 未満 [0..1] ：Real 

実延長の内訳 舗装道 4.0m 未満 

＜取得基準＞ 

実延長の内訳 幅員 4.0m 未満の舗装道延長を取得する。 

実延長の内訳 砂利道 9.0m 以上 [0..1] ：Real 

実延長の内訳 砂利道 9.0m 以上 
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＜取得基準＞ 

実延長の内訳 幅員 9.0m 以上の砂利道延長を取得する。 

実延長の内訳 砂利道 5.5m～9.0m [0..1] ：Real 

実延長の内訳 砂利道 5.5m～9.0m 

＜取得基準＞ 

実延長の内訳 幅員 5.5m～9.0m の砂利道延長を取得する。 

実延長の内訳 砂利道 4.0m～5.5m [0..1] ：Real 

実延長の内訳 砂利道 4.0m～5.5m 

＜取得基準＞ 

実延長の内訳 幅員 4.0m～5.5m の砂利道延長を取得する。 

実延長の内訳 砂利道 4.0m 未満 [0..1] ：Real 

実延長の内訳 砂利道 4.0m 未満 

＜取得基準＞ 

実延長の内訳 幅員 4.0m 未満の砂利道延長を取得する。 

実延長の内訳 自動車交通不能区間の延長 [0..1] ：Real 

実延長の内訳 自動車交通不能区間の延長 

＜取得基準＞ 

実延長の内訳 自動車交通不能区間の延長を取得する。 

道路の敷地の面積 国有地 [0..1] ：Real 

道路の敷地の面積 国有地 

＜取得基準＞ 

道路の敷地の面積の内、国有地の面積を平方メートル単位で小数点以下２位

まで取得する。 

道路の敷地の面積 地方公共団体有地 [0..1] ：Real 

道路の敷地の面積 地方公共団体有地 

＜取得基準＞ 

道路の敷地の面積の内、地方公共団体有地の面積を平方メートル単位で小数

点以下２位まで取得する。 

道路の敷地の面積 民有地 [0..1] ：Real 

道路の敷地の面積 民有地 

＜取得基準＞ 

道路の敷地の面積の内、 民有地の面積を平方メートル単位で小数点以下２

位まで取得する。 

鉄道又は新設軌道との交差個数 立体交差 跨道 [0..1] ：Integer 

鉄道又は新設軌道との交差個数 立体交差 跨道 

＜取得基準＞ 
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鉄道又は新設軌道との交差（立体交差 跨道）の個数を取得する。 

鉄道又は新設軌道との交差個数 立体交差 跨線 [0..1] ：Integer 

鉄道又は新設軌道との交差個数 立体交差 跨線 

＜取得基準＞ 

鉄道又は新設軌道との交差（立体交差 跨線）の個数を取得する。 

鉄道又は新設軌道との交差個数 平面交差  [0..1] ：Integer 

鉄道又は新設軌道との交差個数 平面交差  

＜取得基準＞ 

鉄道又は新設軌道との交差（平面交差）の個数を取得する。 

最小車道幅員 [0..1] ：Real 

最小車道幅員 

＜取得基準＞ 

路線の最小車道幅員を取得する。 

最小車道幅員箇所 [0..1] ：CharacterString 

最小車道幅員箇所 

＜取得基準＞ 

路線の最小車道幅員箇所を取得する。 

最小曲線半径 [0..1] ：Real 

最小曲線半径 

＜取得基準＞ 

路線の最小曲線半径を取得する。 

最小曲線半径箇所 [0..1] ：CharacterString 

最小曲線半径箇所 

＜取得基準＞ 

路線の最小曲線半径箇所を取得する。 

最急縦断勾配 [0..1] ：Real 

最急縦断勾配 

＜取得基準＞ 

路線の最急縦断勾配を取得する。 

最急縦断勾配箇所 [0..1] ：CharacterString 

最急縦断勾配箇所 

＜取得基準＞ 

路線の最急縦断勾配箇所を取得する。 

有料道路 区間 [0..1] ：CharacterString 

有料道路 区間 

＜取得基準＞ 
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路線の有料道路区間を取得する。 

有料道路 延長 [0..1] ：Real 

有料道路 延長 

＜取得基準＞ 

路線の有料道路延長を取得する。 

有料道路 管理者 [0..1] ：CharacterString 

有料道路 管理者 

＜取得基準＞ 

路線の有料道路管理者を取得する。 

有料道路 根拠条項 [0..1] ：CharacterString 

有料道路 根拠条項 

＜取得基準＞ 

路線の有料道路根拠条項を取得する。 

有料道路 料金徴収期間 [0..1] ：CharacterString 

有料道路 料金徴収期間 

＜取得基準＞ 

路線の有料道路料金徴収期間を取得する。 

有料道路 延長の内訳 道路 [0..1] ：Real 

有料道路 延長の内訳 道路 

＜取得基準＞ 

有料道路道路部の延長を取得する。 

有料道路 延長の内訳 トンネル [0..1] ：Real 

有料道路 延長の内訳 トンネル 

＜取得基準＞ 

有料道路トンネル部の延長を取得する。 

有料道路 延長の内訳 橋 [0..1] ：Real 

有料道路 延長の内訳 橋 

＜取得基準＞ 

有料道路橋部の延長を取得する。 

  
有料道路 延長の内訳 渡船施設 [0..1] ：Real 

有料道路 延長の内訳 渡船施設 

＜取得基準＞ 

有料道路渡船施設部の延長を取得する。  

有料道路 延長の内訳 9.0m 以上 [0..1] ：Real 

有料道路 延長の内訳 9.0m 以上 
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＜取得基準＞ 

有料道路 幅員 9.0m 以上の延長を取得する。 

有料道路 延長の内訳 5.5m～9.0m [0..1] ：Real 

有料道路 延長の内訳 5.5m～9.0m 

＜取得基準＞ 

有料道路 幅員 5.5m～9.0m の延長を取得する。 

有料道路 延長の内訳 4.0m～5.5m [0..1] ：Real 

有料道路 延長の内訳 4.0m～5.5m 

＜取得基準＞ 

有料道路 幅員 4.0m～5.5m の延長を取得する。 

有料道路 延長の内訳 4.0m 未満 [0..1] ：Real 

有料道路 延長の内訳 4.0m 未満 

＜取得基準＞ 

有料道路 幅員 4.0m 未満の延長を取得する。 

 

関連役割 

 

道路の種類（道路の種類） 

定義 

 
列挙値 

２：一般国道 指定区間 

３：一般国道 指定区間外 

４：主要地方道 

５：一般県道 

６：市町村道 

７：市町村道 

８：市町村道 

起終点区分（起終点区分） 

定義 

路線の起終点区分 
 
列挙値 
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１：起点 

２：終点 

区間種別（区間種別） 

定義 

区間の種別 
 
列挙値 

０：道路 

１：橋梁 

２：トンネル 

３：踏切道 

４：渡船場 

路面種別（路面種別） 

定義 

路面種別 
 
列挙値 

Ｃ：未舗装道 カラー平板 

Ｇ：未舗装道 砂利 

Ｐ：未舗装道 平板 

Ｅ：未舗装道 その他 

Ａ：舗装道 アスファルト系高級 

Ｂ：舗装道 アスファルト系簡易 

Ｋ：舗装道 セメント系 

改良区分（改良区分） 

定義 

改良区分 
 
列挙値 

０：規格改良済 

１：未改良 
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自動車交通可否区分（自動車交通可否区分） 

定義 

自動車交通可否区分 
 
列挙値 

０：交通可能 

１：交通不能 

立体交差（立体交差） 

定義 

立体交差 
 
列挙値 

１：立体交差無し 

２：道路交差 

３：鉄道交差 

４：河川等交差 

５：その他交通施設 

歩道種別（歩道種別） 

定義 

歩道種別 
 
列挙値 

１：歩道 

２：歩道+自転車道 

３：自転車歩行車道 

４：徒歩道（分離） 

植樹種別（植樹種別） 

定義 

植樹種別 
 
列挙値 

１：植樹施設なし 



 

39 
 

２：植樹施設あり（列状） 

３：植樹施設あり（帯状） 

側溝種別（側溝種別） 

定義 

側溝種別 
 
列挙値 

Ｕ：Ｕ型無蓋 

Ō：Ｕ型有蓋 

Ｌ：Ｌ型 

安全施設種別（安全施設種別） 

定義 

安全施設種別 
 
列挙値 

１：ガードレール 

２：安全柵 

３：駒止ブロック 

現旧区分（現旧区分） 

定義 

現道・旧道区分 
 
列挙値 

１：現道 

２：旧道 

３：新道 

自動車専用区分（自動車専用区分） 

定義 

自動車専用区分 
 
列挙値 
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０：自動車専用道路以外の道路 

１：自動車専用道路 

交差・重用区分（交差・重用区分） 

定義 

 
列挙値 

０：交差・重用なし 

１：道路との交差（平面） 

２：道路との交差（上） 

３：道路との交差（下） 

４：鉄道との交差（平面） 

５：鉄道との交差（上） 

６：鉄道との交差（下） 

９：重用 

供用・未供用区分（供用・未供用区分） 

定義 

 
列挙値 

０：供用 

１：未供用 

一般有料区分（一般有料区分） 

定義 

一般有料区分 
 
列挙値 

０：一般（無料） 

１：有料 

バス路線有無区分（バス路線有無区分） 

定義 

バス路線有無区分 
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列挙値 

０：バス路線無し 

１：バス路線有り 

積寒指定道路・積雪度級地区分（積寒指定道路・積雪度級地区分） 

定義 

積寒指定道路・積雪度級地区分 
 
列挙値 

０：積寒指定道路０級地 

１：積寒指定道路１級地 

２：積寒指定道路２級地 

９：積寒指定外道路 

施設区分（施設区分） 

定義 

歩道等施設区分 
 
列挙値 

１：正規 

２：ガードレール 

３：ガードフェンス 

４：ガードパイプ 

５：ガードネット 

６：駒止 

歩道等種別区分（歩道等種別区分） 

定義 

歩道等種別区分 
 
列挙値 

１：車道と一体 歩道 

２：車道と一体 歩道＋自転車道 

３：車道と一体 自転車歩行車道 

４：車道と分離 歩道等（分離） 
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５：独立専用自歩道 自転車歩行者専用道路 

６：独立専用自歩道 自転車専用道路 

７：独立専用自歩道 歩行者専用道路 

植樹施設区分（植樹施設区分） 

定義 

植樹施設区分 
 
列挙値 

０：植樹施設無し 

１：植樹施設有り（列状） 

２：植樹施設有り（帯状） 

植樹施設の有無区分（植樹施設の有無区分） 

定義 

植樹施設の有無区分 
 
列挙値 

１：植樹施設有り 

２：植樹施設無し 

確定区分（確定区分） 

定義 

境界の確定と未確定を区分する 
 
列挙値 

確定 

未確定 

境界標種別（境界標種別） 

定義 

境界杭の種類を区分する。 
 
列挙値 

石杭 
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コンクリート杭 

合成樹脂杭 

不銹鋼杭 

その他 

境界計算点 

 
橋梁台帳パッケージ（橋梁台帳パッケージ） 

 
定義 

 
対象地物 

橋梁 
 
注意事項 

 

橋梁（橋梁） 

定義 

橋梁部をいい、橋梁現況台帳調書に記載される属性を扱う地物。 
 
上位クラス： 道路台帳パッケージ：道路台帳地物 

 
抽象／具象区分： 具象地物 

 
属性 

範囲 [1] ：GM_Surface 

範囲 

＜取得基準＞ 

橋梁の範囲を面で取得する。 

橋梁番号 [1] ：CharacterString 

橋梁番号 

＜取得基準＞ 

橋梁番号を取得する。 

橋梁名 [0..1] ：CharacterString 

橋梁名 
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＜取得基準＞ 

橋梁名を取得する。 

分割番号 [0..1] ：CharacterString 

橋梁が１箇所において、自動車専用、自転車歩行者専用別、または、上下線

別に分離して設けられている場合のみ発生する番号。 

＜取得基準＞ 

専用別に分離している場合は自動車専用、自転車歩行者専用の順で一連番号

を記入する。同種の橋梁で上下線に分離している場合は、橋長の長い方、短

い方の順で一連番号を記入する。 

 
橋梁種別 [0..1] ：橋梁種別 

橋梁種別 

＜取得基準＞ 

橋梁種別を取得する。 

現況 [0..1] ：現況区分 

調査時点における現況 

通行制限ありとは、道路法第４７条の規定により、通行荷重等の制限を設け

ているものをいう。 

歩道橋等の本来の目的が車両の通行に供しない橋梁については、通行制限な

しに取り扱うこと。 

＜取得基準＞ 

橋梁の調査時点における現況を取得する。 

橋長 [1] ：Real 

橋台間のパラペット前面からの距離をいう。 

橋台とは、橋梁の両端にあって取り付け道路と橋梁を接続し、上部構造から

の荷重および一般には背面土圧を支持する下部構造をいう。 

＜取得基準＞ 

橋長をメートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

道路部幅員 [1] ：Real 

道路部幅員 

＜取得基準＞ 

橋梁の道路部幅員をメートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

車道 幅員 [1] ：Real 

車道幅員 

＜取得基準＞ 

橋梁の車道幅員をメートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 
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車道幅員が明確でない場合は、片側２５センチメートル、計５０センチメー

トルを差し引いたものを車道幅員とする。 

歩道等 左幅員 [0..1] ：Real 

歩道 左幅員 

＜取得基準＞ 

左側歩道幅員をメートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

歩道等 右幅員 [0..1] ：Real 

歩道 右幅員 

＜取得基準＞ 

右側歩道幅員をメートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

路肩 左幅員 [0..1] ：Real 

路肩 左幅員 

＜取得基準＞ 

左側路肩幅員をメートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

路肩 右幅員 [0..1] ：Real 

路肩 右幅員 

＜取得基準＞ 

右側路肩幅員をメートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

道路部面積 [0..1] ：Real 

道路部面積 

＜取得基準＞ 

道路部面積を平方メートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

橋梁分類 路面位置 [0..1] ：路面位置 

橋梁分類 路面位置 

上路橋とは、路面が主桁（主溝）の上部にあるものをいう。 

中路橋とは、路面が主桁（主溝）の中間部にあるものをいう。 

下路橋とは、路面が主桁（主溝）の下部にあるものをいう。 

二層橋とは、路面が上下の二段になっているものをいう。 

＜取得基準＞ 

橋梁の橋梁分類 路面位置を取得する。 

橋梁分類 上部工（構造形式） [0..1] ：上部工（構造形式） 

橋梁分類 上部工（構造形式） 

＜取得基準＞ 

橋梁分類 上部工（構造形式）を取得する。 

 
橋梁分類 上部工（使用材料） [0..1] ：上部工（使用材料） 
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橋梁分類 上部工（使用材料） 

＜取得基準＞ 

橋梁分類 上部工（使用材料）を取得する。 

橋梁分類 上部工（床版材料） [0..1] ：上部工（床版材料） 

橋梁分類 上部工（床版材料） 

＜取得基準＞ 

橋梁分類 上部工（床版材料）を取得する。 

橋梁分類 下部工（基礎） [0..1] ：下部工（基礎） 

最大支間部分を支える下部工の基礎 

＜取得基準＞ 

橋梁分類 下部工（基礎）を取得する。 

なお、両側の基礎が同種でない場合は根入れの深い方を取得する。 

架設年次 [0..1] ：Date 

架設竣工年次 

＜取得基準＞ 

橋梁の架設年次を取得する。 

最大支間長 [0..1] ：Real 

最大支間長 

＜取得基準＞ 

最大支間長をメートル単位で取得する。 

径間数 [0..1] ：Integer 

径間数 

＜取得基準＞ 

橋梁種別が１：橋である場合のみ橋を構成している径間数を取得する。 

耐荷荷重 [0..1] ：CharacterString 

1 車線あたりの通行できる最大車両の総重量 

＜取得基準＞ 

橋梁の耐荷荷重をトン単位で小数点以下第 1 位まで取得する。 

なお、独立専用自歩道橋および自転車歩行者専用橋については取得しない。 

 
橋格 [0..1] ：橋格区分 

橋格 

＜取得基準＞ 

橋梁の橋格を取得する。 

自転車歩行者専用橋を既施設と離れて設ける際に、「セ・（適用示方書類およ

び橋格一覧表）」に揚げる示方書により設計または施工したものは、橋格は
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９とする。 

適用示方書類 [0..1] ：CharacterString 

適用示方書類 

＜取得基準＞ 

橋梁の適用示方書類を取得する。 

橋梁箇所 [0..1] ：橋梁箇所 

橋梁箇所 

自地域内とは、市町村内にあるものをいう。 

市町村界とは、県内の市町村界にあるものをいう。 

府県界とは、府県界の市町村界にあるものをいう。 

＜取得基準＞ 

橋梁箇所を取得する。 

他域延長 [0..1] ：CharacterString 

当該橋梁が市町村界（府県界を含む）に架設されている場合、他の市町村域

に関する事項。 

＜取得基準＞ 

当該橋梁が市町村界（府県界を含む）に架設されている場合、他の市町村域

に関する次の事項を取得する。 

・府県市町村名 

・路線名 

・現道・旧道区分 

・路線分割 

・橋長 

橋梁接続 [0..1] ：CharacterString 

高架橋で、2 市町村以上にわたって設けられている場合の起点側、終点側双

方相手側の橋梁に関する事項。 

＜取得基準＞ 

高架橋で、2 市町村以上にわたって設けられている場合は、起点側、終点側

双方相手側の橋梁に関する次の事項を取得する。 

・府県市町村名 

・橋梁種別 

・橋梁名 

・分割番号 

所在地 [0..1] ：CharacterString 

所在地 

＜取得基準＞ 
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橋梁の所在地を取得する。 

 

関連役割 

 

橋梁種別（橋梁種別） 

定義 

橋梁種別 
 
列挙値 

１：橋 

４：高架橋 

５：桟道橋 

橋格区分（橋格区分） 

定義 

橋格区分 
 
列挙値 

１：１等橋 

２：２等橋 

３：３等橋 

９：なし 

路面位置（路面位置） 

定義 

路面位置 
 
列挙値 

１：上路橋 

２：中路橋 

３：下路橋 

４：二層橋 
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上部工（構造形式）（上部工（構造形式）） 

定義 

上部工構造形式 
 
列挙値 

１０：床版橋 

２０：桁橋 

２１：桁橋 Ｉ桁 

２２：桁橋 Ｉ桁合成） 

２３：桁橋 Ｈ桁 

２４：桁橋 Ｈ桁（合成） 

２５：桁橋 箱桁 

２６：桁橋 箱桁（合成） 

２７：桁橋 Ｔ桁 

３０：トラス橋 

４０：アーチ橋 

４１：アーチ橋 アーチ 

４２：アーチ橋 ランガー 

４３：アーチ橋 ローゼ 

５０：ラーメン橋 

６０：斜張橋 

６１：斜張橋 Ｉ桁 

６２：斜張橋 箱桁 

６３：斜張橋 トラス 

７０：吊橋 

７１：吊橋 Ｉ桁 

７２：吊橋 箱桁 

７３：吊橋 トラス 

上部工（使用材料）（上部工（使用材料）） 

定義 

上部工（使用材料） 
 
列挙値 

１：鋼橋 

２：ＲＣ橋 
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３：ＰＣ橋 

４：石橋 

５：木橋 

６：鋼とＲＣ（ＰＣ）橋との混合橋 

７：その他 

上部工（床版材料）（上部工（床版材料）） 

定義 

上部工（床版材料） 
 
列挙値 

１：鋼系 

２：コンクリート系 

３：その他 

下部工（基礎）（下部工（基礎）） 

定義 

下部工（基礎） 
 
列挙値 

１：直接基礎 

２：オープンケーソン 

３：ニューマチックケーソン 

４：場所打ち杭（深礎を含む） 

５：既成鋼杭 

６：既成ＲＣ杭 

７：既成ＰＣ杭 

８：木杭 

橋梁箇所（橋梁箇所） 

定義 

橋梁箇所 
 
列挙値 

１：自地域内 
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２：市町村界 

３：府県界 

現況区分（現況区分） 

定義 

現況区分 
 
列挙値 

１：自動車交通不能 

２：自動車交通可能 通行制限有り 

３：自動車交通可能 通行制限無し 

 
交差台帳パッケージ（交差台帳パッケージ） 

 
定義 

 
対象地物 

踏切 
 
注意事項 

 

踏切（踏切） 

定義 

踏切 
 
上位クラス： 道路台帳パッケージ：道路台帳地物 

 
抽象／具象区分： 具象地物 

 
属性 

範囲 [1] ：GM_Surface 

範囲 

＜取得基準＞ 

踏切の範囲 
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踏切道コード [0..1] ：CharacterString 

踏切道コード 

＜取得基準＞ 

踏切の踏切道コードを取得する。なお、踏切道以外は取得しない。新規入力

する場合、踏切道名を道路維持課へ連絡し、踏切道コードを付けてもらうこ

と。 

踏切道名 [0..1] ：CharacterString 

踏切道名 

＜取得基準＞ 

踏切の踏切道名を取得する。なお、踏切道以外は取得しない。新規入力する

場合、踏切道名を道路維持課へ連絡し、踏切道コードを付けてもらうこと。 

交差種別 [0..1] ：交差・重用区分 

交差種別 

＜取得基準＞ 

踏切の交差種別を取得する。 

＜定義域＞ 

取得するコードは鉄道との交差形態である「4」「5」「6」を取得する。 

踏切道種別：踏切道種別 

第一種踏切道とは、踏切警手を配置するか、または自動踏切遮断機を設置し

ているものをいう。 

第二種踏切道とは、一定時間を限り踏切警手を配置しているものをいう。 

第三種踏切道とは、踏切警報機を設置しているものをいう。 

第四種踏切道とは、第一から第三以外のものをいう。 

＜取得基準＞ 

がいとうする踏切道種別をコードで取得する。 

踏切延長 [1] ：Real 

踏切延長 

＜取得基準＞ 

踏切の踏切延長を取得する。 

・踏切遮断器など、踏切施設がある場合、当該施設の外側０．５メートルの

線間をいう。 

・踏切施設がない場合、最外側軌条の内側より２．５メートルの線間をいう。 

車道幅員 [1] ：Real 

車道幅員 

＜取得基準＞ 

踏切の車道幅員をメートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 
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歩道 左幅員 [0..1] ：Real 

歩道 左幅員 

＜取得基準＞ 

踏切の歩道 左幅員をメートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

歩道 右幅員 [0..1] ：Real 

歩道 右幅員 

＜取得基準＞ 

踏切の歩道 右幅員をメートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

路肩 左幅員 [1] ：Real 

路肩 左幅員 

＜取得基準＞ 

踏切の路肩 左幅員をメートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

路肩 右幅員 [1] ：Real 

路肩 右幅員 

＜取得基準＞ 

踏切の路肩 右幅員をメートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

全幅幅員 [1] ：Real 

全幅幅員 

＜取得基準＞ 

踏切の全幅幅員をメートル単位で小数点以下第２位まで取得する。 

道路部面積 [1] ：Real 

踏切における道路部の面積。 

＜取得基準＞ 

踏切の道路部の幅員に対する面積を平方メートル単位で小数点以下第 2 位

まで取得する。 

有効高 [0..1] ：Real 

道路と鉄道が交差している箇所の地上からの高さ 

＜取得基準＞ 

鉄道が上で交差している場合、メートル単位で小数点以下第 2 位まで取得す

る。ただしその他の交差方式による場合は取得しない。 

事業者名 [0..1] ：CharacterString 

事業者名 

＜取得基準＞ 

踏切の事業者名を取得する。 

鉄道線名 [0..1] ：鉄道線名 

鉄道線名 
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＜取得基準＞ 

踏切の鉄道線名を取得する。 

単複線区分 [0..1] ：単複線区分 

単複線区分 

＜取得基準＞ 

踏切の単複線区分を取得する。 

歩道施設 [0..1] ：歩道等施設区分 

歩道施設種別 

＜取得基準＞ 

踏切の歩道施設種別を取得する。 

路面区分 [0..1] ：路面状況 

路面区分（舗装の状況、舗装種別） 

＜取得基準＞ 

踏切の路面区分を取得する。 

対道路幅員差 起点 [0..1] ：Real 

対道路幅員差 起点 

踏切道から見た取り付け道路（道路部）に対する幅員差。 

＜取得基準＞ 

踏切の対道路幅員差 起点側を取得する。 

起点側の取り付け道路との幅員差を小数点以下第一位まで取得する。 

対道路幅員差 終点 [0..1] ：Real 

対道路幅員差 終点 

踏切道から見た取り付け道路（道路部）に対する幅員差。 

＜取得基準＞ 

踏切の対道路幅員差 終点側を取得する。 

起点側の取り付け道路との幅員差を小数点以下第一位まで取得する。 

交差角度 [0..1] ：Real 

交差角度 

踏切道の中心線と最縁端軌道の交点から、外方道路の中心線上 30 メートル

の地点とを結ぶ線と最縁端軌道の中心線との交点をいう。 

＜取得基準＞ 

踏切の交差角度を取得する。 

直角（９０°）に交差する場合以外は、最鋭角を取得すること。 

道路勾配 起点 [0..1] ：Real 

道路勾配 起点 
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＜取得基準＞ 

踏切の道路勾配 起点を取得する。 

起点側の勾配をパーセント単位で取得する。 

なお、勾配を計る場合、踏切道端から道路の中心線上 30 メートルの地点で

とる。 

道路勾配 終点 [0..1] ：Real 

道路勾配 終点 

＜取得基準＞ 

踏切の道路勾配 終点を取得する。 

終点側の勾配をパーセント単位で取得する。 

なお、勾配を計る場合、踏切道端から道路の中心線上 30 メートルの地点で

とる。 

見通し距離 起点 左 [0..1] ：Real 

見通し距離 起点 左 

見通し距離とは、踏切道における最縁端軌道の中心線と道路の中心線との交

点から、軌道の外方道路の中心線上５メートルの地点における１．２メート

ルの高さにおいて見通すことができる軌道の中心線上当該交点からの長さ。 

＜取得基準＞ 

踏切の見通し距離 起点 左側を取得する。 

見通し距離 起点 右 [0..1] ：Real 

見通し距離 起点 右 

見通し距離とは、踏切道における最縁端軌道の中心線と道路の中心線との交

点から、軌道の外方道路の中心線上５メートルの地点における１．２メート

ルの高さにおいて見通すことができる軌道の中心線上当該交点からの長さ。 

＜取得基準＞ 

踏切の見通し距離 起点 右側を取得する。 

見通し距離 終点 左 [0..1] ：Real 

見通し距離 終点 左 

見通し距離とは、踏切道における最縁端軌道の中心線と道路の中心線との交

点から、軌道の外方道路の中心線上５メートルの地点における１．２メート

ルの高さにおいて見通すことができる軌道の中心線上当該交点からの長さ。 

＜取得基準＞ 

踏切の見通し距離 終点 左側を取得する。 

見通し距離 終点 右 [0..1] ：Real 

見通し距離 終点 右 

見通し距離とは、踏切道における最縁端軌道の中心線と道路の中心線との交
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点から、軌道の外方道路の中心線上５メートルの地点における１．２メート

ルの高さにおいて見通すことができる軌道の中心線上当該交点からの長さ。 

＜取得基準＞ 

踏切の見通し距離 終点 右側を取得する。 

道路交差点距離 起点 [0..1] ：Real 

道路交差点距離 起点 

＜取得基準＞ 

踏切の道路交差点距離 起点側を取得する。 

踏切道の起点から 50 メートル以内にある道路交差点（立体交差を除く）を

対象とし踏切道の起点から道路交差点の中心点までの距離を取得する。 

道路交差点距離 終点 [0..1] ：Real 

道路交差点距離 終点 

＜取得基準＞ 

踏切の道路交差点距離 終点側を取得する。 

踏切道の終点から 50 メートル以内にある道路交差点（立体交差を除く）を

対象とし踏切道の終点から道路交差点の中心点までの距離を取得する。 

遮断時間 [0..1] ：Real 

調査期日における列車の通行により、道路交通が遮断される時間をいう。 

＜取得基準＞ 

踏切の遮断時間を取得する。遮断時間は一日に生ずる遮断時間とし、分単位

で取得する。遮断時間は測定値を原則とする。ただし、実測が高なんな場合

には、次式により算出したものでもよいものとする。 

（算式）一日の列車通行回数×１分＝遮断時間 

所在地 [0..1] ：CharacterString 

所在地 

＜取得基準＞ 

踏切の所在地を取得する。 

 

関連役割 

 

踏切道種別（踏切道種別） 

定義 

踏切道種別 
 
列挙値 
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１：第一種踏切道 

２：第二種踏切道 

３：第三種踏切道 

４：第四種踏切道 

単複線区分（単複線区分） 

定義 

単複線区分 
 
列挙値 

１：単線 

２：複線 

現況区分（現況区分） 

定義 

現況区分 
 
列挙値 

１：自動車交通不能 

２：自動車交通可能 通行制限有り 

３：自動車交通可能 通行制限無し 

路面状況（路面状況） 

定義 

路面状況 
 
列挙値 

１：未舗装道 

２：舗装道 コンクリート系 

３：舗装道 アスファルト系  

４：舗装道 木系 

５：舗装道 石系 

６：舗装道 その他 
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遮断機（遮断機） 

定義 

遮断機 
 
列挙値 

１：遮断機あり 

２：遮断機なし 

警報機（警報機） 

定義 

警報機 
 
列挙値 

１：警報機あり 

２：警報機なし 

照明設備（照明設備） 

定義 

照明設備 
 
列挙値 

１：照明設備あり 

２：照明設備なし 

看守所（看守所） 

定義 

看守所 
 
列挙値 

１：看守所あり 

２：看守所なし 

歩道等施設区分（歩道等施設区分） 

定義 

歩道等施設区分 
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列挙値 

１：歩道区分なし 

２：歩道区分あり 平面交差 歩車道分離 

３：歩道区分あり 立体交差 歩車道分離 横断歩道橋 階段式 

４：歩道区分あり 立体交差 歩車道分離 横断歩道橋 スロープ式 

５：歩道区分あり 立体交差 歩車道分離 横断歩道橋 押上げ式 

６：歩道区分あり 立体交差 歩車道分離 地下横断歩道 階段式 

７：歩道区分あり 立体交差 歩車道分離 地下横断歩道 スロープ式 

８：歩道区分あり 立体交差 歩車道分離 地下横断歩道 押上げ式 

鉄道事業者名（鉄道事業者名） 

定義 

該当する鉄道事業者名を区分 
 
列挙値 

１００：西日本旅客鉄道（株） 

３９８：福井鉄道 

３４２：えちぜん鉄道（株） 

鉄道線名（鉄道線名） 

定義 

鉄道事業者名に対応する鉄道線名を区分 
 
列挙値 

１００－０３０：北陸本線 

１００－０３１：北陸本線支線 

１００－０３２：小浜線 

１００－０３３：越美北線 

３９８－００２：福武線 

３９８－００３：軌道線 

３４２－００１：越前本線 

３４２－００２：三国芦原線 

３４２－００３：永平寺線 
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見通し距離区分（見通し距離区分） 

定義 

見通し距離区分 
 
列挙値 

１：見通し距離５０ｍ未満 

２：見通し距離１００ｍ未満  

３：見通し距離１５０ｍ未満 

４：見通し距離２００ｍ未満 

５：見通し距離２５０ｍ未満 

６：見通し距離３００ｍ未満 

７：見通し距離３００ｍ以上 

交差・重用区分（交差・重用区分） 

定義 

交差・重用区分 
 
列挙値 

１：道路との交差が平面 

２：道路との交差が上 

３：道路との交差が下 

４：鉄道との交差が平面 

５：鉄道との交差が上 

６：鉄道との交差が下 

９：重用 

０：交差・重用なし 

踏切道コード（踏切道コード） 

定義 

踏切道コード 
 
列挙値 

○○踏切 

△△踏切 
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トンネル台帳パッケージ（トンネル台帳パッケージ） 

 
定義 

 
対象地物 

トンネル 
 
注意事項 

 

トンネル（トンネル） 

定義 

トンネル部をいい、トンネル現況台帳調書に記載される項目を扱う地物。 
 
上位クラス： 道路台帳パッケージ：道路台帳地物 

 
抽象／具象区分： 具象地物 

 
属性 

範囲 [1] ：GM_Surface 

範囲 

＜取得基準＞ 

トンネルの範囲を取得する。 

トンネル番号 [0..1] ：CharacterString 

トンネル番号 

＜取得基準＞ 

トンネルのトンネル名を該当するコードを取得する。新規入力する場合、ト

ンネル名を道路維持課へ連絡し、トンネルコードを付けてもらうこと。 

トンネル名 [0..1] ：CharacterString 

トンネル名 

＜取得基準＞ 

トンネル名を入力する。新規入力する場合、トンネル名を道路維持課へ連絡

し、トンネルコードを付けてもらうこと。 

分割番号 [0..1] ：CharacterString 

トンネルが１箇所において、自動車専用・自転車歩行者専用別、または、上
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下線別に分離して設けられている場合に入力する。 

＜取得基準＞ 

専用別に分離している場合は自動車専用、自転車歩行者専用の順で一連番号

を入力する。同種のトンネルで上下線に分離している場合は、トンネル延長

の長い方、短い方の順で一連番号を入力する。 

＜定義域＞ 

１～９（一桁以内） 

トンネル分類 [0..1] ：トンネル分類 

トンネル分類（工法）。 

＜取得基準＞ 

トンネルの工法を取得する。水底トンネルとは、海、湖沼、および河川に設

けられたものをいう。シールド工法とは、堀進工法として取り扱うこと。 

現況区分 [0..1] ：現況区分 

現況区分 

＜取得基準＞ 

トンネルの現況区分を取得する。 

トンネル延長 [1] ：Real 

トンネル延長 

＜取得基準＞ 

トンネルのトンネル延長を取得する。 

車道幅員 [1] ：Real 

車道幅員 

＜取得基準＞ 

トンネルの車道幅員を取得する。 

歩道 左幅員 [0..1] ：Real 

歩道 左幅員 

＜取得基準＞ 

トンネルの歩道 左幅員を取得する。 

歩道 右幅員 [0..1] ：Real 

歩道 右幅員 

＜取得基準＞ 

トンネルの歩道 右幅員を取得する。 

路肩 左幅員 [1] ：Real 

路肩 左幅員 

＜取得基準＞ 

トンネルの路肩 左幅員を取得する。 
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路肩 右幅員 [1] ：Real 

路肩 右幅員 

＜取得基準＞ 

トンネルの路肩 右幅員を取得する。 

全幅幅員 [1] ：Real 

全幅幅員 

＜取得基準＞ 

トンネルの全幅幅員を取得する。 

道路部面積 [1] ：Real 

道路部面積 

＜取得基準＞ 

トンネルの道路部面積を取得する。 

建設年号コード [0..1] ：年号コード 

建設年号 

＜取得基準＞ 

トンネル台帳の建設年号コードを取得する。 

建設年 [0..1] ：Integer 

建設年 

＜取得基準＞ 

トンネルの建設年を取得する。建設年号コードに対応した年次を入力する。

建設年号コードが「０：明治以前」の場合の建設年は取得しない。 

有効高 [0..1] ：Real 

有効高とは、車道端から鉛直線がが壁面または天井板と交わるまでの高さを

いう。 

＜取得基準＞ 

トンネルの有効高を取得する。メートル単位で小数点以下第１位まで記入す

る。片勾配の場合、有効高の低い方をとること。 

壁面区分 [0..1] ：壁面区分 

壁面状況。素堀とは、堀削後地肌のままの状態をいう。吹付とは、地肌をセ

メント・モルタル等を材料として吹付工法により被覆しているものをいう。

覆工とは、地肌を被覆しているもので、吹付工法によらないものをいう。 

＜取得基準＞ 

トンネルの壁面状況を取得する。 

路面区分 [0..1] ：路面種別 

路面状況 

＜取得基準＞ 
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トンネルの路面状況を取得する。 

換気施設 [0..1] ：換気施設 

換気施設 

＜取得基準＞ 

トンネルの換気施設を取得する。 

照明施設 [0..1] ：照明施設 

照明施設 

＜取得基準＞ 

トンネルの照明施設を取得する。 

安全施設 通報装置 [0..1] ：通報装置 

安全施設 通報装置 

＜取得基準＞ 

トンネルの安全施設 通報装置区分を取得する。 

安全施設 非常警報装置 [0..1] ：非常警報装置 

安全施設 非常警報装置 

＜取得基準＞ 

トンネルの安全施設 非常警報装置区分を取得する。 

安全施設 消火設備 [0..1] ：消火設備 

安全施設 消火設備 

＜取得基準＞ 

トンネルの安全施設 消火設備区分を取得する。 

安全施設 その他設備 [0..1] ：その他設備 

安全施設 その他設備 

＜取得基準＞ 

トンネルの安全施設 その他設備区分を取得する。 

トンネル箇所 [0..1] ：箇所コード 

自地域内とは、市町村内にあるものをいう。 

市町村界とは、県内の市町村界にあるものをいう。 

府県界とは、府県界の市町村界にあるものをいう。 

＜取得基準＞ 

トンネルの該当する箇所を取得する。 

他域延長 府県市町村名 [0..1] ：CharacterString 

当該トンネルが市町村界（他府県と重複している場合にも同様に取扱う）に

設けられている場合の、他の市町村域に関する府県市町村名。 

＜取得基準＞ 

他の市町村域に関する府県市町村名を取得する。市町村名には「市町村コー
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ド」を記入すること。 

他域延長 路線名 [0..1] ：CharacterString 

当該トンネルが市町村界（他府県と重複している場合にも同様に取扱う）に

設けられている場合の、他の市町村域に関する路線名。 

＜取得基準＞ 

他の市町村域に関する路線名を取得する。 

他域延長 路線分割 [0..1] ：CharacterString 

当該トンネルが市町村界（他府県と重複している場合にも同様に取扱う）に

設けられている場合の、他の市町村域に関する路線分割番号。 

＜取得基準＞ 

他の市町村域に関する路線分割番号を取得する。 

他域延長 延長 [0..1] ：Real 

当該トンネルが市町村界（他府県と重複している場合にも同様に取扱う）に

設けられている場合の、他の市町村域に関する路線延長。 

＜取得基準＞ 

他の市町村域に関する路線延長を取得する。 

所在地 [0..1] ：CharacterString 

所在地 

＜取得基準＞ 

トンネルの所在地を取得する。 

 

関連役割 

 

トンネル分類（工法） 

定義 

トンネル分類 
 
列挙値 

１．陸上トンネル 掘進工法 

２：陸上トンネル 開削工法 

３：陸上トンネル その他 

４：水底トンネル 堀進工法 

５：水底トンネル 沈埋工法 

６：水底トンネル 開削工法 

７：水底トンネル その他 
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現況区分（現況区分） 

定義 

現況区分 
 
列挙値 

１：自動車交通不能 

２：自動車交通可能 通行制限有り 

３：自動車交通可能 通行制限無し 

壁面区分（壁面区分） 

定義 

壁面区分 
 
列挙値 

１：内装なし 素堀 

２：内装なし 吹付 

３：内装なし 覆工 

４：内装あり ブロック張り工法 

５：内装あり パネル張り工法 

６：内装あり タイル張り工法 

７：内装あり その他 

路面種別（路面種別） 

定義 

路面種別 
 
列挙値 

Ｃ：未舗装道 カラー平板 

Ｇ：未舗装道 砂利 

Ｐ：未舗装道 平板 

Ｅ：未舗装道 その他 

Ａ：舗装道 アスファルト系高級 

Ｂ：舗装道 アスファルト系簡易 

Ｋ：舗装道 セメント系 
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排水施設（排水施設） 

定義 

排水施設 
 
列挙値 

１：自然排水 

２：素堀 

３：L 型溝 

４：U 型溝 

５：その他 

照明施設（照明施設） 

定義 

照明施設 
 
列挙値 

１：照明施設なし 

２：ナトリウム灯 

３：蛍光灯 

４：水銀灯 

５：その他 

６：その他各種併用 

換気施設（換気施設） 

定義 

換気施設 
 
列挙値 

１：機械換気施設なし 

２：機械換気縦流式（噴流式） : int 

３：機械換気縦流式（立坑式） 

４：機械換気縦流式（その他） 

５：機械換気半横流式 

６：機械換気横流式 

７：機械換気その他 
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消火設備（消火設備） 

定義 

消火設備 
 
列挙値 

１：消火施設なし 

２：消火器 

３：消火栓 

４：消火器と消火栓を併設 

通報装置（通報装置） 

定義 

通報装置 
 
列挙値 

１：通報装置なし 

２：押しボタン式通報装置 

３：非常電話 

４：自動通報装置 

５：押しボタン式通報装置と非常電話を併設  

６：押しボタン式通報装置と自動通報装置を併設 

７：非常電話と自動通報装置を併設 

８：押しボタン式通報装置と非常電話と自動通報装置を併設 

非常警報装置（非常警報装置） 

定義 

非常警報装置 
 
列挙値 

１：非常警報装置なし 

２：警報表示板 

３：点滅燈(警告燈) 

４：音信号発生機 

５：警報表示板と点滅燈(警告燈)を併設 

６：警報表示板と音信号発生機を併設 
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７：点滅燈(警告燈)と音信号発生機を併設 

８：警報表示板と点滅燈(警告燈)と音信号発生機を併設 

その他設備（その他設備） 

定義 

その他設備 
 
列挙値 

１：その他設備なし 

２：自動水噴霧装置 

３：避難および誘導設備 

４：非常用電源設備 

５：自動水噴霧装置と避難および誘導設備を併設 

６：自動水噴霧装置と非常用電源設備を併設 

７：避難および誘導設備と非常用電源設備を併設 

８：自動水噴霧装置と避難および誘導設備と非常用電源設備を併設 

箇所コード（箇所コード） 

定義 

箇所コード 
 
列挙値 

１：自地域内 

２：市町村界 

３：府県界 

路面区分（路面区分） 

定義 

路面区分 
 
列挙値 

１：未舗装道 

２：舗装道 セメント系 

３：舗装道 アスファルト系 
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トンネルコード（トンネルコード） 

定義 

トンネルコード 
 
列挙値 

１：○○トンネル 

２：△△トンネル 

年号コード（年号コード） 

定義 

年号のコードを数字１桁で取得する。 
 
列挙値 

０：明治以前 

１：明治 

２：大正 

３：昭和 

４：平成 

 
道路台帳空間データパッケージ（道路台帳空間データパッケージ） 

 
定義 

道路台帳空間データパッケージはＪＰＧＩＳに依存する。 
 
対象地物 

道路台帳空間データ 
 
注意事項 

 

道路台帳空間データ（道路台帳空間データ） 

定義 

道路台帳の主題として定義される地物。 
 
上位クラス： 道路台帳空間データパッケージ：道路台帳空間データ 



 

71 
 

 
抽象／具象区分： 具象地物 

 
属性 

データ作成方法 [1] ：CharacterString 

 

 

関連役割 

 

5. 参照系 

5.1. 空間参照系 

参照系識別子：JGD2000, TP / 6(X, Y), H 

5.2. 時間参照系 

参照系識別子：GC / JST 

6. データ品質 

 
完全性・過剰 

 
データ品質適用範囲 道路台帳地物 

データ品質評価尺度 データ集合と参照データ（原典資料等）に含まれる個々のデータ

（地物インスタンス）同士の一対一の比較を行い、対応が成立し

た個数を数え、データ集合内に存在する過剰なデータ（エラー）

の割合を計算する。次の場合、エラーとする。 

・参照データと対応関係がとれない地物インスタンスがデータ集

合内に存在する場合。 

・データ集合内に同一の地物インスタンスが重複して存在する場

合。重複している余分なデータの個数をすべてエラーとして数え

る。 

誤率（%）＝（過剰なデータ数／参照データに含まれるデータの総

数）×100 

 

データ品質評価手法 （全数検査） 
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①参照データとデータ集合を目視で比較し、データ品質評価尺度

に基づき、誤率を計算する。 

②計算した誤率と適合品質水準とを比較し、以下の判定式に基づ

き合否を判定する。 

誤率＝0% であれば“合格” 

誤率＞0% であれば“不合格” 

 

適合品質水準 誤率 0％ 

 
完全性・漏れ 

 
データ品質適用範囲 道路台帳地物 

データ品質評価尺度 データ集合と参照データ（原典資料等）に含まれる個々のデータ

（地物インスタンス）同士の一対一の比較を行い、データ集合か

ら漏れているデータ（地物インスタンス）の割合（誤率）を計算

する。次の場合、エラーとする。 

・参照データと対応すべき地物インスタンスがデータ集合内に存

在しない場合。 

誤率（%）＝（漏れのデータ数／参照データに含まれるデータの総

数）×100 

 

データ品質評価手法 （全数検査） 

①参照データとデータ集合を目視で比較し、データ品質評価尺度

に基づき、誤率を計算する。 

②計算した誤率と適合品質水準とを比較し、以下の判定式に基づ

き合否を判定する。 

誤率＝0% であれば“合格” 

誤率＞0% であれば“不合格” 

 

適合品質水準 誤率 0% 

 
論理一貫性・書式一貫性 

 
データ品質適用範囲 データ集合全体 

データ品質評価尺度 データ集合の書式（フォーマット）が、整形式となっていない箇

所（XML 文書の構文として正しくない箇所）の割合（誤率）を計
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算する。データ集合は、整形式の XML 文章（Well-Formed XML）

でなければならない。 

データ品質評価手法 （全数検査） 

データ集合のファイルの書式が XML の文法（構文）に適合してい

るか、検査プログラム（XML パーサなど）によって評価する。 

一つ以上のエラーがあれば、”不合格”とする。 

 

適合品質水準 誤率 0% 

 
論理一貫性・概念一貫性 

 
データ品質適用範囲 データ集合全体 

データ品質評価尺度 符号化仕様が規定する XML スキーマに対する、データ集合に存在

する矛盾の割合（誤率）を計算する。データ集合は、妥当な XML

文書（Valid XML document）でなければならない。 

データ品質評価手法 （全数検査） 

応用スキーマを表現する XML スキーマとデータ集合に矛盾がな

いか、検査プログラム（バリデータなど）によって全数検査する。

一つ以上のエラーがあれば、”不合格”とする。 

 

適合品質水準 誤率 0% 

 
論理一貫性・定義域一貫性 

 
データ品質適用範囲 データ集合全体 

データ品質評価尺度 地物の属性の値が、応用スキーマに規定されている定義域の範囲

に含まれていない場合、その個数をエラーとして数え、その割合

（誤率）を計算する。 

誤率（%）＝（定義域外の値をもつ地物属性の数／データ集合内の

地物属性の総数）×100 

 

データ品質評価手法 （全数検査） 

属性の値が、主題属性の定義域並びに地物の空間及び時間範囲の

定義域の中にあるか、検査プログラムによって全数検査する。一

つ以上のエラーがあれば、”不合格”とする。 
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適合品質水準 誤率 0% 

 
論理一貫性・位相一貫性 

 
データ品質適用範囲 道路台帳地物 

データ品質評価尺度 地物とその他の地物の間で位置関係の一貫性が保たれていなけれ

ばならない。 

■ 道路台帳地物に対する検査事項 

[GM_Point] 
・  路線の起終点を表す道路起終点が、道路中心線の出発

点及び到達点と一致していない場合、これをエラーとする。 

[GM_Curve] 
・  道路外郭線を構成する各線分の終点が、次の始点と一

致しない場合、これをエラーとする。但し、最後の線分は除く。

・  幅員線及び区間線の端点が、道路外郭線上に一致しな

い場合、これをエラーとする。 

・  始点及び終点以外で自己交差、または、自己接触する

点をもつ場合、エラーとする。 

・  道路区域界の始点と終点が境界標識の座標値と一致し

ない場合、エラーとする。 

・  始点と終点以外に途中曲がり点を持つ道路区域界があ

る場合、エラーとする。 

[GM_Surface] 
・  区間データの面を形成する線が、隣接する面と少なく

とも 1 つ以上の線で接していない場合、これをエラーとする。但

し、隣接する区間がない場合は除く。 

・  区間データの面を形成する線が、道路外郭線及び幅員

線を表す線と一致していない場合、これをエラーとする。 

・  道路、橋梁、トンネルの面を形成する線が、区間デー

タの面を形成する線と完全一致していない場合、これをエラーと

する。 

 

データ品質評価手法 位置の関係の一貫性が保たれているか、検査プログラムによって

検査する。 

一つ以上のエラーがあれば、”不合格”とする。 
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適合品質水準 位相一貫性のエラーの割合：0% 

 
位置正確度・絶対正確度 

 
データ品質適用範囲 道路外郭線 

データ品質評価尺度 データ集合のうち、道路外郭線を構成する頂点の座標と、参照デ

ータである背景地形図の座標との平均二乗誤差（RMSE）を計算

する。但し、仮想線区間を除く。 

■水平位置の誤差の平均二乗誤差（RMSE） 

RMSE = √((1/n)∑(xi-Xi)2 + (yi-Yi)2) 

xi：データ集合内の検査対象のデータの位置の X 座標[メートル] 

yi：データ集合内の検査対象のデータの位置の Y 座標[メートル] 

Xi：参照データの位置の X 座標[メートル] 

Yi：参照データの位置の Y 座標[メートル] 

n：サンプル数 

 
水平方向平均二乗誤差：0cm 以内 

※鉛直方向の値（標高）については、品質を規定しない。 

 

データ品質評価手法 （仮想線区間を除く全数検査） 

①参照データとデータ集合の座標値を比較し, データ品質評価尺

度に基づき, 平均二乗誤差（RMSE）を計算する。 

②計算した平均二乗誤差（RMSE）と適合品質水準とを比較し, 以

下の判定式に基づき合否を判定する。 

RMSE＝0cm であれば“合格” 

RMSE＞0cm であれば“不合格” 

 

適合品質水準 誤率 0% 

 
位置正確度・相対正確度 

 
データ品質適用範囲 ― 

データ品質評価尺度 ― 

データ品質評価手法 ― 

適合品質水準 ― 
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位置正確度・グリッドデータ位置正確度 

 
データ品質適用範囲 ― 

データ品質評価尺度 ― 

データ品質評価手法 ― 

適合品質水準 ― 

 
時間正確度・時間測定正確度 

 
データ品質適用範囲 ― 

データ品質評価尺度 ― 

データ品質評価手法 ― 

適合品質水準 ― 

 
時間正確度・時間一貫性 

 
データ品質適用範囲 ― 

データ品質評価尺度 ― 

データ品質評価手法 ― 

適合品質水準 ― 

 
時間正確度・時間妥当性 

 
データ品質適用範囲 ― 

データ品質評価尺度 ― 

データ品質評価手法 ― 

適合品質水準 ― 

 
主題正確度・分類の正しさ 

 
データ品質適用範囲 データ集合全体 

データ品質評価尺度 データ集合と、参照データ（竣工図やその他原典資料等）との比

較を行い、地物型が正しく特定されていないデータ数を数え、そ

の割合（誤率）を計算する。 

誤率（%）＝（地物型が正しく特定されていないデータ数／参照デ



 

77 
 

ータに含まれるデータの総数）×100 

 

データ品質評価手法 （全数検査） 

①データ品質評価尺度に基づき、誤率を計算する。 

②計算した誤率と適合品質水準を比較し、以下の判定式に基づき

合否を判定する。 

エラー数＝0 であれば“合格” 

エラー数＞0 であれば“不合格” 

 

適合品質水準 誤率 0% 

 
主題正確度・非定量的主題属性の正しさ 

 
データ品質適用範囲 データ集合全体 

データ品質評価尺度 データ集合と、参照データ（原典資料等）との比較を行い、デー

タ集合内に存在する文字（列）や符号（コード）のように大小関

係を持たない属性（非定量的属性）について誤った地物属性イン

スタンス（エラー）の割合（誤率）を計算する。 

誤率（%）＝（地物属性のエラー数／検査した地物属性の総数）×

100 

 

データ品質評価手法 （全数検査） 

①データ品質評価尺度に基づき、誤率を計算する。 

②計算した誤率と適合品質水準を比較し、以下の判定式に基づき

合否を判定する。 

エラー数＝0 であれば“合格” 

エラー数＞0 であれば“不合格” 

 

適合品質水準 誤率 0％ 

 
主題正確度・定量的主題属性の正確度 

 
データ品質適用範囲 データ集合全体 

データ品質評価尺度 データ集合と、参照データ（原典資料等）との比較を行い、デー

タ集合内に存在する大小関係をもつ属性（定量的属性）について

誤った地物属性インスタンス（エラー）の割合（誤率）を計算す
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る。 

誤率（%）＝（地物属性のエラー数／検査した地物属性の総数）×

100 

 

データ品質評価手法 （全数検査） 

①データ品質評価尺度に基づき、誤率を計算する。 

②計算した誤率と適合品質水準を比較し、以下の判定式に基づき

合否を判定する。 

エラー数＝0 であれば“合格” 

エラー数＞0 であれば“不合格” 

 

適合品質水準 誤率 0％ 

 

7. データ製品配布 

7.1. 書式名称 

JPGIS Ver. 2.1 附属書 8（参考）XML に基づく符号化規則 

7.2. 符号化仕様 

JPGIS Ver. 2.1 附属書 8（参考）XML に基づく符号化規則 

7.3. 文字集合 

Shift-JIS 

7.4. 言語 

日本語 

7.5. 配布単位 

特記仕様書の通りとする。 

7.6. 配布媒体名 

特記仕様書の通りとする。 

8. メタデータ 

8.1. メタデータの形式 

ＪＭＰ２．０ 



 

79 
 

8.2. 記載項目 

 

8.3. 作成単位 

特記仕様書の通りとする。 

9. その他 

特になし。 
 


