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別紙 １６年度地図データ変更内容（MZ608279） 

 

１． 概要 

地図データベース変更内容は表１の通りです。 

表１ 地図データベース変更内容 

項目 更新後 更新前 

ＩＰＣデータベース ２０１６年度版(２０１６年３月ﾘﾘｰｽ) ２０１５年度版(２０１５年３月ﾘﾘｰｽ) 

ＤＲＭデータベース ２０１５年度版(１５年３月ﾘﾘｰｽ) ２０１４年度版(１４年３月ﾘﾘｰｽ) 

交通規制データベース ２０１５年９月 ２０１４年９月 

ＶＩＣＳリンクデータベース ２０１５年１１月 ２０１４年１１月 

ＭＭＣ販社データベース ２０１５年９月（ＩＰＣ） ２０１４年９月（ＩＰＣ） 

 

 

２． 新規道路追加 

新規追加した都市間高速道路、都市高速道路、有料道路におけるＩＣ、ＳＡ／ＰＡ、ＪＣＴ等を表２に示します。 

表２ 新規追加道路一覧 

路線名 区間 名称 改変内容 備考 

道央自動車道   

  

砂川ＳＡスマートＩＣ 新設  

上浦幌ＰＡ 新設  

白糠ＩＣ～阿寒ＩＣ 

  

  

白糠ＩＣ 既存施設  

庶路ＩＣ 新設  

阿寒ＩＣ 新設  

釜石自動車道 宮守ＩＣ～遠野ＩＣ 

  

宮守ＩＣ 既存施設  

遠野ＩＣ 新設  

日本海東北自動車道 

（新潟区間） 

  

  

新潟東スマートＩＣ 新設  

     

日本海東北自動車道 

（秋田区間） 

象潟ＩＣ～金浦ＩＣ 

  

象潟ＩＣ 新設  

金浦ＩＣ 既存施設  

日本海東北自動車道 

（山形区間） 

  

  

酒田中央ＩＣ 新設  

酒田みなと料金所 新設  

十勝オホーツク自動車道 訓子府ＩＣ～北見西ＩＣ 

  

訓子府ＩＣ 新設  

北見西ＩＣ 新設  

常磐自動車道   鳥の海スマートＩＣ 新設  

関越自動車道   上里スマートＩＣ 新設  

東名高速道路   

  

大井川焼津藤枝スマートＩＣ 新設  

愛鷹スマートＩＣ 新設  

新東名高速道路 浜松いなさＪＣＴ～豊田東ＪＣＴ 

  

  

  

  

  

浜松いなさＪＣＴ 既存施設  

新城ＩＣ 新設  

長篠設楽原ＰＡ 新設  

岡崎東ＩＣ 新設  

岡崎ＳＡ 新設  

豊田東ＪＣＴ 既存施設  
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路線名 区間 名称 改変内容 備考 

名神高速道路   栗東湖南ＩＣ 新設  

阪和自動車道（田辺線）   南紀田辺本線料金所 新設  

紀勢自動車道 

（和歌山区間） 

南紀田辺ＩＣ～南紀白浜ＩＣ 

  

  

  

南紀田辺ＩＣ 新設  

上富田ＩＣ 新設  

道の駅くちくまの 新設  

南紀白浜ＩＣ 新設  

南紀白浜ＩＣ～すさみ南ＩＣ 

  

  

  

南紀白浜ＩＣ 新設  

日置川ＩＣ 新設  

すさみＩＣ 新設  

すさみ南ＩＣ 新設  

紀勢自動車道   紀北ＰＡ 新設  

中国自動車道   

  

  

夢前スマートＩＣ 新設  

小郡ＪＣＴ 新設  

勝央ＪＣＴ 新設  

三陸自動車道   

  

石巻女川ＩＣ 新設  

多賀城ＩＣ 新設  

圏央道 桶川北本ＩＣ～白岡菖蒲ＩＣ 

  

  

  

桶川北本ＩＣ 既存施設  

桶川加納ＩＣ 新設  

菖蒲ＰＡ 新設  

白岡菖蒲ＩＣ 既存施設  

能越自動車道 

（富山区間） 

  

  

能越県境ＰＡ 新設  

氷見南ＩＣ 新設  

京都縦貫自動車道 丹波ＩＣ～京丹波わちＩＣ 

  

  

  

丹波ＩＣ 既存施設  

京丹波ＰＡ 新設  

京丹波みずほＩＣ 新設  

京丹波わちＩＣ 既存施設  

南九州自動車道 

（熊本区間） 

芦北ＩＣ～津奈木ＩＣ 

  

芦北ＩＣ 既存施設  

津奈木ＩＣ 新設  

※ IC：出入口・インターチェンジ・ランプ、JCT：ジャンクション、SA：休憩施設(サービスエリア)、 

PA：休憩施設(パーキングエリア) 

 

３．高速略図における変更内容 

新規に高速略図表示対象路線とした８区間を表３に示します。 

表３ ２０１６年度更新版 高速略図対象路線（２０１５年度版からの追加分） 

No. 路線 追加区間 備考 

1 道東自動車道 白糖ＩＣ⇔阿寒ＩＣ  

2 釜石自動車道 遠野ＩＣ⇔宮守ＩＣ  

3 圏央道 白岡菖蒲ＩＣ⇔桶川北本ＩＣ  

4 新東名高速道路 豊田東ＪＣＴ⇔浜松いなさＪＣＴ  

5 京都縦貫自動車道 京丹波わちＩＣ⇔丹波ＩＣ  



No. 

6 紀勢自動車道

7 十勝オポーツク自動車道

8 米沢南陽道路

 

４．市区町村合併対応

   ２０１６年度更新版では市区町村合併対応はありません。

 

５．商標アイコンの変更対応

   経年変化対応として、ＩＤＣ大塚家具の

   変更する

   ・アイコン変更

 

 

６．ラウンドアバウト対応

  ２０１６年度元データより追加されたラウンドアバウト

ラウンドアバウトリンクの場合、不要

また、ラウンドアバウトリンクは、本線リンクとして

 

 

 

 

 

                      

                       

 

７．ＪＣＴ音声格納対応

  高速／都市高速及び主要な有料道路のＪＣＴの分岐案内に対して、ＪＣＴ名称が音声案内されるように、

ＪＣＴ音声を格納しました

 

８．関係者以外通行

  ２０１６年度元データより

（進入／脱出不可

 

 

 

 

 

紀勢自動車道 

十勝オポーツク自動車道

米沢南陽道路 

市区町村合併対応 

年度更新版では市区町村合併対応はありません。

５．商標アイコンの変更対応

経年変化対応として、ＩＤＣ大塚家具の

する商標アイコンは

・アイコン変更 

変更前 

ラウンドアバウト対応

年度元データより追加されたラウンドアバウト

ラウンドアバウトリンクの場合、不要

また、ラウンドアバウトリンクは、本線リンクとして

                      

                       

７．ＪＣＴ音声格納対応 

高速／都市高速及び主要な有料道路のＪＣＴの分岐案内に対して、ＪＣＴ名称が音声案内されるように、

ＪＣＴ音声を格納しました

関係者以外通行禁止

２０１６年度元データより

進入／脱出不可）ではなく、

路線 

十勝オポーツク自動車道 

 

年度更新版では市区町村合併対応はありません。

５．商標アイコンの変更対応 

経年変化対応として、ＩＤＣ大塚家具の

商標アイコンは企業から

変更後

 

ラウンドアバウト対応 

年度元データより追加されたラウンドアバウト

ラウンドアバウトリンクの場合、不要

また、ラウンドアバウトリンクは、本線リンクとして

                      ※2016

                        を含め全国の

 

高速／都市高速及び主要な有料道路のＪＣＴの分岐案内に対して、ＪＣＴ名称が音声案内されるように、

ＪＣＴ音声を格納しました。  

禁止道路に対する

２０１６年度元データより田園調布など

ではなく、進入不可

南紀田辺ＩＣ～すさみ南ＩＣ

北見西ＩＣ

南陽高畠ＩＣ⇔米沢北ＩＣ

年度更新版では市区町村合併対応はありません。

経年変化対応として、ＩＤＣ大塚家具の商標アイコンの

から許諾を得た

変更後 

年度元データより追加されたラウンドアバウト

ラウンドアバウトリンクの場合、不要な右折案内を行わないように、強制誘導

また、ラウンドアバウトリンクは、本線リンクとして

2016 年度更新版では、豊田市猿投町神郷のラウンドアバウト

を含め全国の

高速／都市高速及び主要な有料道路のＪＣＴの分岐案内に対して、ＪＣＴ名称が音声案内されるように、

道路に対する通行規制データ

田園調布など関係者(居住者

進入不可／脱出可のルートが引かれるように、

：本線

：ラウンドアバウトリンク

：強制誘導格納対象点

：強制誘導（道なり）格納方向
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追加区間

南紀田辺ＩＣ～すさみ南ＩＣ

北見西ＩＣ⇔訓子府ＩＣ

南陽高畠ＩＣ⇔米沢北ＩＣ

年度更新版では市区町村合併対応はありません。

商標アイコンの変更

を得た商標アイコン

年度元データより追加されたラウンドアバウト(環状交差点）リンクに対して、流入／流出リンクが共に

な右折案内を行わないように、強制誘導

また、ラウンドアバウトリンクは、本線リンクとして地図データに

年度更新版では、豊田市猿投町神郷のラウンドアバウト

を含め全国の 49 地点が対象

高速／都市高速及び主要な有料道路のＪＣＴの分岐案内に対して、ＪＣＴ名称が音声案内されるように、

通行規制データ格納対応

居住者)以外通行

脱出可のルートが引かれるように、

：本線リンク 

：ラウンドアバウトリンク

：強制誘導格納対象点

：強制誘導（道なり）格納方向

3 ） 

追加区間 

南紀田辺ＩＣ～すさみ南ＩＣ 

訓子府ＩＣ 

南陽高畠ＩＣ⇔米沢北ＩＣ 

年度更新版では市区町村合併対応はありません。 

変更をおこないました。

商標アイコン（32×32 ドット、

環状交差点）リンクに対して、流入／流出リンクが共に

な右折案内を行わないように、強制誘導

地図データに格納しました

年度更新版では、豊田市猿投町神郷のラウンドアバウト

地点が対象となります

高速／都市高速及び主要な有料道路のＪＣＴの分岐案内に対して、ＪＣＴ名称が音声案内されるように、

格納対応 

以外通行禁止が整備された道路

脱出可のルートが引かれるように、

：ラウンドアバウトリンク 

：強制誘導格納対象点 

：強制誘導（道なり）格納方向

 

 

 

をおこないました。 

ドット、16×16

環状交差点）リンクに対して、流入／流出リンクが共に

な右折案内を行わないように、強制誘導(道なり)を格納しました

しました。 

年度更新版では、豊田市猿投町神郷のラウンドアバウト

となります。 

高速／都市高速及び主要な有料道路のＪＣＴの分岐案内に対して、ＪＣＴ名称が音声案内されるように、

が整備された道路

脱出可のルートが引かれるように、交差点規制を格納し

：強制誘導（道なり）格納方向 

備考

 

 

 

16 ドット）としています。

環状交差点）リンクに対して、流入／流出リンクが共に

を格納しました。

年度更新版では、豊田市猿投町神郷のラウンドアバウト  

高速／都市高速及び主要な有料道路のＪＣＴの分岐案内に対して、ＪＣＴ名称が音声案内されるように、

が整備された道路リンクに対して

交差点規制を格納しました

備考 

しています。 

環状交差点）リンクに対して、流入／流出リンクが共に 

。 

 

高速／都市高速及び主要な有料道路のＪＣＴの分岐案内に対して、ＪＣＴ名称が音声案内されるように、 

対しては、リンク規制

ました。 

以上

リンク規制 

以上 


