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ACT距離計算サービス 

 

計算用道路データＶ２０１６解説書 

 

１．概要 

 

本データは、三井造船システム技研株式会社「TCI 道路地図Ｖ２０１６」、鉄道部分は「国土数値情報（鉄道デー

タ） 国土交通省」を元に、弊社が独自に調査した道路情報を付加して作成したACT距離計算サービス用の計

算用道路データです。 

 

呼称 全国全道路 

データ名称 
全国全道路データ 

（Ｖ２０１６） 

データ範囲 日本全国 

対象道路 
一般自動車が通行可能な全道路 

（「２．対象道路」参照） 

道路点数 

道路区間数 

４，７７１，１５７ ノード 

６，９１４，１３２ リンク 

速度設定 
自動車用 

（「５．自動車用速度設定」参照） 

通行料金 
２０１７年６月３日現在 

（「６．通行料金計算について」参照） 

調査時期 
２０１６年９月 

（２０１７年６月３日現在通行可能な高速・有料道路の一部を含む） 

 

呼称 全国５５ 全国特車重さ・誘導 

データ名称 

全国幅員５．５ｍ以上

道路データ 

（Ｖ２０１６） 

全国幅員５．５ｍ以上 

危険物積載車両道路データ

（Ｖ２０１６） 

全国特車重さ・誘導 

道路データ 

（Ｖ２０１６） 

全国特車重さ・誘導 

危険物積載車両道路データ

（Ｖ２０１６） 

データ範囲 日本全国 

対象道路 

県道以上の全道路 

その他の幅員５．５ｍ以上の道路 

（「２．対象道路」参照） 

重さ指定道路、大型車誘導区間 

および、特殊車両通行システム対象道路（注１） 

（「２．対象道路」参照） 

道路点数 

道路区間数 

２，１４８，３７５ ノード 

２，５０９，２５４ リンク 

８３３，６６６ ノード 

８９１，６４６ リンク 

速度設定 
自動車用 

（「５．自動車用速度設定」参照） 

特車用 

（「５．自動車用速度設定」参照） 

通行料金 
２０１７年６月３日現在 

（「６．通行料金計算について」参照） 

調査時期 
２０１６年９月 

（２０１７年６月３日現在通行可能な高速・有料道路の一部を含む） 

（注１）重さ・誘導道路以外については、経由地点一覧の道路名称の先頭に「＊」が表示されます。 
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呼称 全国歩行者 旅客鉄道 

データ名称 
全国歩行者用道路データ 

（Ｖ２０１６） 

関東歩行者＋関東旅客鉄道データ 

（Ｖ２０１６） 

データ範囲 日本全国 
歩行者部分 ：関東地方 

  鉄道部分 ：関東地方 

対象道路 
自動車専用道路を除く全道路 

（「２．対象道路」参照） 

歩行者部分 ：自動車専用道路を除く全道路 

  鉄道部分 ：ＪＲ、私鉄、地下鉄等の全路線 

（「２．対象道路」参照） 

道路点数 

道路区間数 

４，７３４，００２ ノード 

６，８７０，０５２ リンク 

１，６０５，５６８ ノード 

２，３４５，２５０ リンク 

速度設定 

歩行者用 

４．８ｋｍ／ｈ（８０ｍ／分） 

歩行者用 

４．８ｋｍ／ｈ（８０ｍ／分） 

旅客鉄道用 

（「４．旅客鉄道用速度設定」参照） 

通行料金 （なし） 

調査時期 ２０１６年９月 
歩行者部分 ：２０１６年９月 

  鉄道部分 ：２０１７年６月 

 

２．対象道路 

 

（１）全国全道路 

サイクリング道路、歩行者専用道路、河川敷内の道路等一般自動車の通行が禁止されている道路を除く

全道路。 

（２）全国５５ 

全ての高速自動車国道・都市高速道路・一般国道・主要地方道・一般都道府県道、幅員５.５ｍ以上のそ

の他の道路および主要道路間やインターチェンジへの連絡道路。ただし、サイクリング道路、歩行者専用

道路、河川敷内の道路等一般自動車の通行が禁止されている道路、フェリー航路・航空航路がない諸島

部の道路を除く。 

なお、危険物積載車両道路データは危険物積載車両の通行禁止または通行制限に対応（「【別紙】 危険

物積載車両通行禁止区間一覧」参照）。 

（３）全国特車重さ・誘導 

道路法第４７条の２（特殊車両通行許可制度）で指定された重さ指定道路、道路法第４７条の３で指定され

た大型車誘導区間、および特殊車両通行システム対象の道路。ただし、全ての高速自動車国道・都市高

速道路・一般国道・主要地方道・一般都道府県道、その他の道路から対象道路以外を削除した際、陸の

孤島状態となった地域の道路や到達できない道路、重さ指定道路および大型車誘導区間に接続しない高

速道路出入口道路を除く。 

重さ指定道路とは、高速自動車国道、または車両制限令の規定に基づき道路管理者が道路の構造の保

全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、総重量の一般的制限値を車両の

長さおよび軸重に応じて最大２５トンとする道路（幅、長さ、高さの最高限度は一般的制限値と同じ）。 

大型車誘導区間とは、大型車両の通行を望ましい経路へ誘導することにより、適正な道路利用を促進し、

道路の老朽化への対応を進めるために指定された道路。 

なお、危険物積載車両道路データは危険物積載車両の通行禁止または通行制限に対応（「【別紙】 危険

物積載車両通行禁止区間一覧」参照）。 
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（４）全国歩行者 

高速自動車国道、都市高速道路、自動車専用有料道路など、歩行者の通行が禁止されている道路を除

く全道路。 

（５）旅客鉄道 

高速自動車国道、都市高速道路、自動車専

用有料道路など、歩行者の通行が禁止され

ている道路を除く１都９県の道路および右図

範囲（概ね東京駅から１５０ｋｍ）内の ＪＲ、

私鉄、地下鉄、新交通システム路線 （新幹

線等の特急券を必要とする路線を含む）と駅

通路（弊社独自調査で作成した駅構内外、

駅出入口および歩行者用道路との接続道

路）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

（注）２０１７年６月３日現在通行可能な高速道路・有料道路・高規格幹線道路・自動車専用道路のうち、 

下記の道路は通行止めとなっています。 

 

[千葉県] 九十九里有料道路（全区間）    ※長期工事中（２０１６年４月１日～） 

[東京都] 首都高速（大井 JCTの湾岸線から羽田線方面）   ※長期工事中（２０１６年６月８日～） 

[大阪府] 阪神高速環状線（信濃橋入口）    ※長期工事中（２０１７年２月１日～） 

 

上図の背景には、三井造船システム技研 市区町村行政界地図を利用しています。 
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上図の背景には、三井造船システム技研 市区町村行政界地図を利用しています。 

 

３．道路の通行止めについて 

 

福島第一原発事故による帰還困難区域の通行止めに対応して

います（２０１７年４月１日現在）。 

帰還困難区域内（右図桃色部分）の道路区間速度を０ｋｍ／ｈ

に設定し、通行不可としています。 

 

ただし、全国全道路、全国５５、全国特車重さ・誘導では帰還困

難区域の特別通過交通制度の運用変更により、以下の道路を

通行可能としています。 

 

国道６号および県道３６号 ２０１４年 ９月１５日開始 

国道１１４号（浪江ＩＣから国道６号方面のみ） ２０１４年１２月 ６日開始 

国道２８８号～県道３５号 ２０１５年 ２月２８日開始 

常磐自動車道（帰還困難区域を通過する区間） ２０１５年 ３月 １日開始 

 

 

 

 

４．旅客鉄道用速度設定 

 

区間 速度設定 距離設定 

路線部分 各路線 平日１２時台の平均速度 営業キロ 

駅通路部分 ４．８ｋｍ／ｈ（８０ｍ／分）（注） 弊社独自調査 
 

（注）電車の乗降時間は、２．４分（新幹線は６分）に設定（一回の乗換時間は４．８分となります）。 

拡大図 
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５．自動車用速度設定 

単位：ｋｍ／ｈ 

区間種別 通常エリア 低速エリア（注１） 東京２３区（注２） 

高速自動車国道 

都市高速道路 

高速道路とみなす自動車専用有料道路（注３） 

上記以外の高規格幹線道路（注４） 

７０（６０） ４９（４２） ４２（３６） 

旧一級国道（注５） ５０（４０） 
２８（２１） ２４（１８） 

一般国道 ４０（３０） 

山間部の一般国道（注６） ３０（２０） 
２１（１４） １８（１２） 

主要地方道・一般都道府県道 ３０（２０） 

山間部の主要地方道・一般都道府県道（注６） ２０（１０） 
１４（１０） １２（１０） 

指定市の一般市道・その他の道路 ２０（１０） 

（）内は特車用速度 
 

（注１）政令指定都市内（相模原市、新潟市、浜松市、岡山市、熊本市を除く）の道路。ただし、静岡市の高

規格幹線道路のみ、通常エリアの速度。 

国道１６号線の外側１０ｋｍバッファのポリゴン内（東京２３区を除く）の道路（下左図）。 

国道１７１号線，１７０号線の外側１０ｋｍバッファのポリゴン内の道路（下右図）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注２）東京２３区内の道路。 

（注３）自動車専用有料道路のうち一般的に高速道路と認識されている道路（「６．通行料金計算について」

参照）。 

（注４）下記の高規格幹線道路（「６．通行料金計算について」の道路は除く）。 
旭川紋別自動車道 帯広広尾自動車道 函館江差自動車道 北海道横断自動車道  

北海道縦貫自動車道 津軽自動車道 東北縦貫自動車道 八戸久慈自動車道  

三陸縦貫自動車道 東北横断自動車道  

東北中央自動車道（主寝坂道路、新庄北道路、尾花沢新庄道路）  

能越自動車道（のと里山海道、 七尾田鶴浜バイパス、田鶴浜道路）  

中部縦貫自動車道 三遠南信自動車道 伊豆縦貫自動車道  

近畿自動車道（熊野尾鷲道路、名阪国道、那智勝浦新宮道路） 鳥取豊岡宮津自動車道 北近畿豊岡自動車道  

山陰自動車道（青谷羽合道路、東伯中山道路、米子道路、名和淀江道路、益田道路、松江道路、浜田道路、萩三隅道路、 

中山名和道路、仁摩温泉津道路、浜田三隅道路、鳥取西道路） 中国横断自動車道 

東広島呉自動車道 尾道福山自動車道 山陽自動車道（小郡道路、山口宇部道路）  

小郡萩道路 四国横断自動車道 高知東部自動車道  

西九州自動車道（伊万里松浦道路、唐津道路、唐津伊万里道路）  南九州西回り自動車道  

大分空港道路 九州横断自動車道（北方延岡道路、九州中央自動車道） 東九州自動車道（延岡道路） 

那覇空港自動車道 

（注５）路線番号が１００番未満の一般国道で、下記（注６）に属さないもの。 

（注６）２０度以上の屈曲が３回以上ある道路。 
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６．通行料金計算について 

 

次の高速道路・有料道路について通行料金の計算を行い

ます（注２）（２０１７年６月３日現在）。 

 

この通行料金は通常料金を適用しています。ただし、首都高速・中央自動車道（高井戸～八王子）（注３）・東京外

環自動車道（注４）・阪神高速の距離制料金に対応しています。 
 
●札樽自動車道 ○深川留萌自動車道 藻岩山観光自動車道 ●道央自動車道 ●道東自動車道 
○日高自動車道 みちのく有料道路 青森空港有料道路 ●青森自動車道 ○第二みちのく有料道路 
津軽岩木スカイライン ●東北自動車道 ●八戸自動車道 ○百石道路 ●釜石自動車道 
●秋田自動車道 ○三陸自動車道 ●山形自動車道 ●常磐自動車道 ○仙台東部道路 
○仙台南部道路 ○仙台北部道路 蔵王ハイライン ○琴丘能代道路 ○湯沢横手道路 
●日本海東北自動車道 羽黒山自動車道 ●東北中央自動車道 湯殿山自動車道 米沢南陽道路 
あぶくま高原道路 ●磐越自動車道 ○圏央道 若草大橋有料道路 ○常陸那珂有料道路 
水海道有料道路 ●東関東自動車道 ○東水戸道路 ○日立有料道路 ●北関東自動車道 
宇都宮鹿沼道路 鬼怒川有料道路 日塩もみじライン 日塩龍王峡ライン ○日光宇都宮道路 
●関越自動車道 鬼押ハイウェー ●上信越自動車道 万座ハイウェー 皆野寄居有料道路 
雁坂トンネル 狭山環状有料道路 ●首都高速 新見沼大橋有料道路 ●東京外環自動車道 
下総利根大橋有料道路 鴨川有料道路 ●館山自動車道 鋸山登山自動車道 ○京葉道路 
九十九里有料道路 ●新空港自動車道 千葉外房有料道路 ○千葉東金道路 ○銚子連絡道路 
○東京湾アクアライン 東金九十九里有料道路 東総有料道路 ○富津館山道路 ○東京湾アクアライン連絡道 
房総スカイライン有料道路 利根かもめ大橋有料道路 ○第三京浜道路 ●中央自動車道 ●東名高速道路 
MAZDAターンパイク箱根 芦ノ湖スカイライン ○横浜横須賀道路 ○横浜新道 三浦縦貫道路 
○小田原厚木道路 城ヶ島大橋 ○新湘南バイパス 真鶴道路 逗葉新道 
○西湘バイパス 湯河原パークウェイ 本町山中有料道路 ●北陸自動車道 ●東海北陸自動車道 
○能越自動車道 有峰有料林道 立山有料道路 白山白川郷ホワイトロード 三方五湖有料道路 
●舞鶴若狭自動車道 法恩寺山有料道路 ●中部横断自動車道 ○東富士五湖道路 富士スバルライン 
安房峠道路 五輪大橋有料道路 三才山トンネル有料道路 志賀中野有料道路 松本トンネル有料道路 
新和田トンネル有料道路 ●長野自動車道 白糸ハイランドウェイ 白馬長野有料道路 平井寺トンネル有料道路 
伊吹山ドライブウェイ 乗鞍スカイライン ●新東名高速道路 ○東海環状自動車道 ●名神高速道路 
はまゆう大橋 伊豆スカイライン 伊豆中央道 遠州大橋 修善寺道路 
南富士エバーグリーン 熱海ビーチライン 箱根スカイライン ●伊勢湾岸自動車道 衣浦トンネル 
衣浦豊田道路 猿投グリーンロード 三ヶ根山スカイライン ○知多横断道路 ○知多半島道路 
中部国際空港連絡道路 ●東名阪自動車道 ●名二環 ○南知多道路 ●名古屋高速 
○名古屋瀬戸道路 伊勢志摩スカイライン ●伊勢自動車道 ●紀勢自動車道 ●新名神高速道路 
奥比叡ドライブウェイ ○京滋バイパス 比叡山ドライブウェイ 琵琶湖大橋有料道路 ○綾部宮津道路 
○京都丹波道路 ○京都第二外環状道路 ○京奈和自動車道 ●阪神高速 ○第二京阪道路 
○丹波綾部道路 嵐山高雄パークウェイ ●関西空港自動車道 関西国際空港連絡橋 ●近畿自動車道 
●阪和自動車道 ○堺泉北有料道路 信貴生駒スカイライン ●西名阪自動車道 第二阪奈有料道路 
●中国自動車道 鳥飼仁和寺大橋有料道路 ○南阪奈有料道路 箕面有料道路 五月山ドライブウェイ 
ハーバーハイウェイ 芦有ドライブウェイ 遠阪トンネル ●山陽自動車道 神戸山麓バイパス 
○神戸淡路鳴門自動車道 西宮北有料道路 ○第二神明道路 ○第二神明道路北線 ○播但連絡道路 
●播磨自動車道 摩耶大橋 六甲北有料道路 六甲有料道路 奈良奥山ドライブウェイ 
○湯浅御坊道路 ●米子自動車道 ●山陰自動車道 ○山陰道（安来道路） ○山陰道（江津道路） 
●松江自動車道 ●浜田自動車道 ●岡山自動車道 ○瀬戸中央自動車道 安芸灘大橋有料道路 
海田大橋 ○広島岩国道路 広島熊野道路 ○広島呉道路 ●広島高速 
●広島自動車道 西瀬戸自動車道 ●尾道自動車道 関門国道トンネル ●関門自動車道 
●高松自動車道 津峯スカイライン ●徳島自動車道 屋島ドライブウェイ ○高松東道路 
●高知自動車道 今治小松道路 ●松山自動車道 平野林道 ●九州自動車道 
三瀬トンネル 新若戸道路（若戸トンネル） 若戸大橋 ●大分自動車道 椎田道路 
●東九州自動車道 ●福岡高速 ○福岡前原有料道路 ●北九州高速 厳木多久道路 
●長崎自動車道 東脊振トンネル ながさき出島道路 ながさき女神大橋道路 西海パールライン有料道路 
○西九州自動車道 ○川平有料道路 ○長崎バイパス 阿蘇山公園道路 松島有料道路 
○八代日奈久道路 ○宇佐別府道路 久住高原ロードパーク ○日出バイパス ○一ツ葉有料道路 
延岡南道路 ●宮崎自動車道 指宿スカイライン ○鹿児島道路 ○隼人道路 
●沖縄自動車道 
 

（注１）本州と四国を繋ぐ、明石海峡大橋，大鳴門橋，瀬戸大橋については、区間種別は一般国道（03）と

なっています。 

（注２）上記高速道路・有料道路の無料区間については、区間種別は一般国道（03）となっています。 

（注３）中央自動車道（高井戸～八王子）の中央道内や都心発着の料金は、激変緩和措置（２０１６年３月ま

での料金を上限）に対応しています。ただし、都心通過の割増料金には対応していません。 

（注４）東京外環自動車道の外環道迂回利用割引には対応していません。 

（注５）首都高速、阪神高速の環境ロードプライシング割引には対応していません。 

（注６）阪神高速の乗換ルートによる料金には対応していません。 

（注７）房総スカイラインは無料開放期間となっています。 

以上 

●印＝高速自動車国道および都市高速道路   

○印＝高速道路とみなす自動車専用有料道路（注１） 

無印＝一般有料道路 
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【別紙】 危険物積載車両通行禁止区間一覧 
 

下記のトンネルは、危険物積載車両の通行禁止または通行制限を行っています。 

危険物積載車両道路データでは、下記の道路区間速度を０ｋｍ／ｈに設定し通行不可としています。 

地図№ トンネル名称 道路名称 区間 

１ 山手トンネル 首都高速中央環状線 熊野町ＪＣＴ～大井ＪＣＴ 

２ 千代田トンネル 首都高速新宿線 三宅坂ＪＣＴ～外苑 

首都高速都心環状線 代官町～霞が関 

３ 八重洲トンネル 首都高速八重洲線 神田橋ＪＣＴ～西銀座ＪＣＴ 

４ 東京港トンネル＿高速 首都高速湾岸線 有明ＪＣＴ～大井ＪＣＴ 

５ 東京港トンネル＿国道 国道３５７号  

６ 第二航路海底トンネル 東京湾岸道路  

７ 東京港臨海トンネル 東京港臨海道路  

８ 空港北トンネル＿高速 首都高速湾岸線 東海ＪＣＴ～空港中央 

９ 空港北トンネル＿国道 国道３５７号  

１０ 羽田トンネル 首都高速羽田線 平和島～羽田 

１１ 多摩川トンネル 首都高速湾岸線 湾岸環八～川崎浮島ＪＣＴ 

１２ 東京湾アクアトンネル 東京湾アクアライン 浮島ＪＣＴ～海ほたるＰＡ 

１３ 川崎航路トンネル 首都高速湾岸線 川崎浮島ＪＣＴ～東扇島 

１４ 川崎港海底トンネル 川崎市道  

１５ 横浜北トンネル＊ 首都高速神奈川横浜北線 新横浜～岸谷生麦 

１６ 桜木町トンネル 首都高速神奈川横羽線 みなとみらい～横浜公園 

１７ 秋田中央道路トンネル 秋田中央道路  

１８ あつみトンネル 日本海東北自動車道 あつみ温泉ＩＣ～鶴岡西ＩＣ 

１９ 新潟みなとトンネル 新潟港道路  

２０ 関越トンネル 関越自動車道 水上ＩＣ～湯沢ＩＣ 

２１ 雁坂トンネル 国道１４０号  

２２ 恵那山トンネル 中央自動車道 園原ＩＣ～中津川ＩＣ 

２３ 袴腰トンネル 東海北陸自動車道 福光ＩＣ～五箇山ＩＣ 

２４ 飛騨トンネル 東海北陸自動車道 白川郷ＩＣ～飛騨清見ＩＣ 

２５ 守山トンネル 名二環 大森ＩＣ～引山ＩＣ 

２６ 名東トンネル 名二環 大森ＩＣ～引山ＩＣ 

２７ 衣浦トンネル 愛知県道  

２８ 阪奈トンネル 第二阪奈有料道路 西石切ランプ～壱分ランプ 

２９ 箕面トンネル 箕面有料道路  

３０ 大阪港咲洲トンネル 大阪港道路  

３１ 夢咲トンネル 大阪港道路  

３２ 新神戸トンネル 阪神高速新神戸トンネル 箕谷～国道２号 

３３ 神戸港港島トンネル 神戸港道路  

３４ 神戸長田トンネル 阪神高速神戸山手線 湊川ＪＣＴ～神戸長田 

３５ 寒風山トンネル 国道１９４号  

３６ 関門トンネル 国道２号  

３７ 若戸トンネル 新若戸道路  

３８ 肥後トンネル 九州自動車道 八代ＩＣ～人吉ＩＣ 

３９ 加久藤トンネル 九州自動車道 人吉ＩＣ～えびのＩＣ 

＊印は、新たに追加したものです。 
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各トンネルの地図上の位置は、下図の通りです。 

 

 

 

 

 

 

上図の背景には、三井造船システム技研 市区町村行政界地図を利用しています。 

 


	ACT距離計算サービス
	計算用道路データＶ２０１６解説書
	１．概要
	２．対象道路
	（１）全国全道路
	（２）全国５５
	（３）全国特車重さ・誘導
	（４）全国歩行者
	（５）旅客鉄道

	３．道路の通行止めについて
	４．旅客鉄道用速度設定
	５．自動車用速度設定
	６．通行料金計算について
	【別紙】 危険物積載車両通行禁止区間一覧


