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1. はじめに 
1.1. 「階層別屋内地理空間情報データ仕様書（案）」について 

「階層別屋内地理空間情報データ仕様書（案）」（以下、「本仕様書（案）」と言う。）は、「3 次元地図の整

備・更新に関する調査業務」（以下、「本業務」と言う。）の成果品の一部である。「本仕様書（案）」で規定

する階層別屋内地理空間情報データの主対象は、屋内空間とし、屋内空間における階層別の地理空間

情報データに関わる一般的な地図データの仕様について規定するものである。 

 

1.2. 「仕様書（案）」作成にあたっての他委員会等との連携 
「仕様書（案）」は、本業務のために設置する国土交通省総合技術開発プロジェクト「３次元地理空間情

報を活用した安全・安心・快適な社会実現のための技術開発」委員会、本業務における調査内容及び、

以下の委員会等における検討内容を踏まえて作成されたものである。 

①国土交通省政策統括官付が実施する「ICTを活用した歩行者移動支援の普及促進検討員会」 

②国土交通省国土政策局が実施する「平成 27 年度高精度測位社会の実現に向けた屋内外シームレ

スな電子地図に関する検討業務」及び「平成 27 年度屋内外の測位環境を活用した多様なサービス

創出の環境づくりに関する検討業務」（以下、「高精度測位社会プロジェクト」と言う。） 

③国土地理院「位置情報基盤ワーキンググループ」 

 

 

2. 基本方針 
2.1. 基本方針 

「本仕様書（案）」で規定する主要な地図データは、2 次元の図面（平面図、設備管理図、CIM、BIM から

出力された平面図を含む）、あるいは公開されているフロアマップ等を原典資料として、点、線、面といった

2 次元で表現が可能であり、GIS 上で作成、維持更新が可能なするデータを基本とする。そのため、デー

タ形式は、GISではデファクトスタンダードである、シェープファイルを基本とする。 

「本仕様書（案）」で規定される階層別屋内地理空間情報データの直接的な利用者は、「本仕様書（案）」

で規定されるデータを利用したサービスを提供する者（地図調製業者を含む）や、「高精度測位社会プロ

ジェクト」で検討が進められている、屋内地図の作成を担う中間団体を想定している。そのため、「本仕様

書（案）」で規定されるデータは、それらの利用者が地図を利用・作成する際に必要となる基盤的な情報と

する。 

 

2.2. 使用するフォーマット 
先述の通り、使用する地図データのフォーマットは、シェープファイルを基本とし、作成される地図データ

は、シェープファイルの規則に従うものとし、以下の４つから構成する。 

①メイン・ファイル（拡張子：.shp） 

②インデックス・ファイル（拡張子：.shx） 

③属性ファイル（dBASEファイル）（拡張子：.dbf） 

④プロジェクトファイル（拡張子：.prj） 

シェープファイル以外のデータについては、XMLファイル、CSVファイルにて作成するものとする。 
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2.3. 言語に依存したデータと文字コード 
「本仕様書（案）」で扱うデータのうち、言語により表現が異なるデータを、言語依存データとよぶ。言語

依存データは、シェープファイルの属性データ上では日本語により表記する。日本語以外の言語について

は、別途 CSVファイルで管理する。CSVファイルはで使用する文字コードは、utf-8（BOMなし）とする。 

 

2.4. 作成する地図データ 
「本仕様書（案）」で規定する地図データは、以下の 4種である。 

①地物データ：屋内空間に係る建物の形状、部屋、設置物などを表現するデータ。 

②ネットワークデータ：歩行者ナビゲーション等に利用するためのネットワークデータ。経路を示す「リン

ク」及びリンクの結節点である「ノード」から構成されるデータ。 

③POI データ：取得する地物などを代表する点やある場所の位置を特定するためのデータで、点の形で

整備されるデータ。POI データは、ナビゲーション等の目的地などに利用される。なお、POI とは、

“Point of Intrest”の略である。 

④アンカーポイントデータ：異なる施設管理者が作成した地図データを接合する際や、異なる階層間を

接続するための情報を格納したデータ。建物の出入口やエレベータのノードをアンカーポイントに紐

づけて管理するデータ。 

 

2.5. シェープファイル名の命名規則  
シェープファイルのファイル名は、「施設名_階層_データ名称」とする。「施設名」は、任意に設定可能で

あるが、可能な限り分かりやすい表現とし、アルファベットで記述する。「階層」は、施設管理者の定義に従

う。地上 1階以上は 1、2、3、‥と数字のみで表記し、地下 1階以下は、B１、B2、B3‥と数字の前に Bを付

けて表記する。地表面の階層については、0 と表記する。 

例１）丸ビルの 1階の床面データの場合 

   MARUBIRU_1_floor.shp 

例２）丸ノ内線大手町駅のエレベータの場合 

   MaruOtemati_B1_elevator.shp 

        ※アルファベットの大文字、小文字は任意とする。 

 

2.6. 図形 ID 
「本仕様書（案）」で規定する地図データは、１つ１つの図形を識別するための図形 IDを属性データに保

有する。図形 ID は、論理場所情報コードを用いる。論理場所情報コードは、各図形の重心の緯度経度と

フロアの高さ（階層数値）から決定される 32桁の文字列とする。論理場所情報コードのみでは、同一の ID

が発生する可能性があるため、2桁の数値からなる枝番をサブ ID として、属性データにを付与する。図形

ID とサブ IDを組合せることで、1つ 1つの図形は１つのファイル内で固有の IDを持つ。 
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3. データの階層構造 
3.1. データの階層構造 

「本仕様書（案）」に基づく地物データは、本仕様で定める意味での「フロア」ごとに管理する（以下、「」を

用いず単にフロアと表記する）。フロアを定義するためのデータの論理的な階層は、「データ管理者－プロ

ジェクト－施設－フロア」とする。 

 

 

 

3.2. データ管理者 
データ管理者は、そのデータの作成、維持に責任を持つものである。例えば、データの作成・維持を行

うのが国土地理院の場合には、国土地理院とする。 

 

3.3. プロジェクト 
プロジェクトは、データ管理者が一体として整備するデータの範囲である。つまり、複数の施設をまとめ

る単位がプロジェクトである。例えば、国土地理院本院の場合、この中には、国土地理院本館、情報サー

ビス館、地図と測量の科学館など複数の施設が含まれる。なお、1 つのプロジェクトが 1 施設から構成さ

れることもある。 

 

3.4. 施設 
施設は、ビル、地下道、駅等、施設管理者が施設管理をする際に一体とみなす建物等の範囲である。

例えば、プロジェクト国土地理院本院の中には、国土地理院本館、情報サービス館、地図と測量の科学

館などの施設が含まれる。 

 

3.5. フロア 
フロアは、施設管理者が施設管理を行う上で、定義している 1 つの階層の範囲とする。フロアは、施設

管理者により任意の数のフロアに分割することが出来る。なお、異なる施設管理者の施設が隣接し、一

体の空間となっていて、施設管理者が異なる階層を定義している場合、施設利用者の目には 1 つのフロ

アと見える空間であっても、異なる階層のフロアとなることがある。 

 

①データ管理者 

（国土地理院） 

②プロジェクト 

（国土地理院本院） 

③施設 

（地図と測量の科学館） 

④フロア 

（１階） 
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4. 階層 
4.1. 階層の定義 

「本仕様（案）」でいう階層は、地下 2 階、地下 1 階、地表面、1 階、2 階・・等の施設の階層を指す。これ

は、施設管理者が設定するものである。同一の施設内の異なる階層の間には、一意な論理的上下関係

が存在し、平面位置を特定した場合は、同一の施設内の上位の階層は、下位の階層より上方に存在する

という物理的な関係が存在する。 

 

 

 

4.2. 階層とフロアの関係 
フロアは、必ず特定の階層に含まれる。施設管理者が同じと設定する階層を何らかの事情で複数のフ

ロアに分割する場合、同一施設内であっても、同一の階層に、複数のフロアが含まれることがある。 

 

4.3. 階層数値 
階層の情報は、シェープファイルの属性値として、階層数値として記述する。階層の定義は、施設管理

者の定義に従う。 

階層数値は、同一施設内の階層の上下関係を示す数値（符号付き浮動小数点数）である。1 階は「1」、

2 階は「2」、地下 1 階は「-1」、1 階とは別に地上階を設ける場合には「0」とする。なお、中層階、例えば、

中 2階は「1.5」とする。 

同一施設内に、中 2 階(A)と中 2 階(B)を同一の階層としている場合には、同一の階層とする。中 2 階

(A)と中 2 階(B)とを別の階層と定義している場合には、別の階層数値を属性として持たせる。その場合、

高さ 

階層＝2 階 

階層＝1 階 

つながっていない階層の例 中 2 階が 2 か所にあり、つながって

いない場合、施設管理者が施設を管理

してゆくうえで、中 2 階(A)と中 2 階(B)を

同一の階層としている場合には、同一の

階層。別の階層としている場合には、別

の階層とする。 

その場合、より上位にある階層の方が、

階層数値は大きくなる。 

中 2 階(A)  中 2 階(B)  

高さ 階層＝2 階 

階層＝1 階 

傾斜のある階層の例 平面位置が同じなら、常に 2 階は

１階より上位（物理的な関係）。 

従って、2 階は 1 階より上位とい

う論理的な上下関係が存在する。 

平面位置が異なれば、高さが逆転

することは許容される。 
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より上位にある階層の方が、階層数値は大きくなる。例えば、中 2 階(A)の方が、中 2 階(B)よりも上位に

ある場合、中 2階(A)を、「1.6」、より中 2階(B)を「1.5」と表記しても構わない。ただし、論理場所情報コー

ドは、中層階を全て「0.5」と表現するため、論理場所情報コード上では、中 2 階(A)も中 2 階(B)も、全て

「1.5」として扱われる。 

また、上位階と下位階とを接続する階段、エスカレータ、スロープやネットワークデータ等の階層数値は、

下位階の数値とする。 

 

 

5. 座標系 
「本仕様書（案）」で扱うデータの座標系は、世界測地系緯度経度とする。 

JGD2011 / (B,L):世界測地系 / 緯度経度 

 

6. データファイル 
6.1. ディレクトリ構成 

「本仕様書（案）」で規定するデータを媒体に格納する場合、１つのディレクトリ内に配置する。ここ

では、このディレクトリを「/」と仮定して説明する。なお、このディレクトリは、必ずしも媒体のルー

トディレクトリーに配置される必要はない（例えば、同一の媒体に、仕様書と成果物を格納したり、複数

のプロジェクトデータを格納したりすることが想定される）。 
プロジェクト全体に関わるファイルは、「/」に配置する。施設に関するファイルは、「/施設」に格納す

る。フロアに関するファイルは、「/施設/フロア」に配置する。シェープファイルは、フロアごとに構成す

るため、「/施設/フロア」に配置する。 
 

6.2. メタデータ 
プロジェクトの主要な情報を一括して管理するメタデータを XML 形式で作成し、プロジェクト全体

に関するデータを記述する。 
プロジェクトの主要な情報とは、以下の通り。 

①データ要約 

階層名：2 階 

階層数値：2.0 

階層名：1 階 

階層数値：1.0 

階層名：地下 1 階 

階層数値：-1.0 

1 階と 2 階を結ぶ階段は、

1 階と定義する。 

 

階層名：1 階 
階層数値：1.0 

階層名：3 階 

階層数値：3.0 

階層名：中 2 階 

階層数値：1.5 

1 階違うだけで階

層数値が 2 違う

が、問題ない 

1 階と 2 階を

結ぶ階段 
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格納されたデータの内容について簡潔に記述する。 

②データ管理者 
データ管理者名を記述する。 

③プロジェクト 
プロジェクト名、該当プロジェクトに含まれる施設等について記述する。 

④施設 
シェープファイルのファイル名となっている施設についての概要を記述する。 

⑤データ作成年月日 
データ作成年月日を記述する。 

⑥原典資料情報 
格納されたデータ作成にあたって使用した原典資料についての情報を記述する。原典資料名、原

典資料作成者、原典資料作成年月日、原典資料データ形式（電子データの場合、データフォーマッ

トについても記述する。原典資料が紙媒体の場合には、その旨記述する）、原典資料精度（縮尺等

図面の精度が分かる情報）などを記述する。複数の原典資料を用いる場合、全ての原典資料を記

述する。 

⑦加工編集方法 

格納されたデータの加工編集方法を記述する。 

⑧現地調査 
現地調査の有無を記述する。原典資料と現地調査の結果、現地調査の情報をデータに反映した

場合には、その内容について記述する。 

 
 

 

7. 作成する地図データ 
先述の通り、「本仕様書（案）」で規定する、シェープファイルは、①地物データ、②ネットワークデータ、

③POIデータ、④アンカーポイントデータの 4種類である。各データを一覧表にまとめた。なお、表には、拡

張子「.shp」のみを掲載し、拡張子「.dbf」「.shx」「.prj」については省略した。また、ファイル名の「施設名

_階層_データ名称」のうち、「施設名_階層_」は省略した。 

 

7.1. 地物データ 
地物データは、地物図形データと描画用図形データとに大別される（下表）。 

No. 大分類 小分類 データ名称 ファイル名 シェープタイプ 

1 地物図形デ

ータ 

フロアデータ取

得範囲 

床面 floor.shp Polygon（面） 

2 プラットホーム platform.shp Polygon（面） 

3 物理的な部屋 部屋の範囲 room.shp Polygon（面） 

4 物理的な部屋

の例外 

床面のない範囲 nofloor.shp Polygon（面） 

5 階段の範囲 stairs.shp Polygon（面） 

6 エスカレータの範囲 escalator.shp Polygon（面） 

7 エレベータの範囲 elevator.shp Polygon（面） 

8 動く歩道の範囲 movingwalkway.shp Polygon（面） 
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9 スロープの範囲 slope.shp Polygon（面） 

10 非物理的な部屋 virtualroom.shp Polygon（面） 

11 不明エリア unknown.shp Polygon（面） 

12 物理的障害 柱 pillar.shp Polygon（面） 

13 壁 wall.shp Polygon（面） 

14 固定された設置物 polyproduct.shp Polygon（面） 

15 固定されていない設置

物 
notfixedpolyproduct.shp 

Polygon（面） 

16 非物理的障害 一時進入不可エリア（期

間による制限） 

temporarynoentrydatean

dtime.shp 

Polygon（面） 

17 一時進入不可エリア（曜

日日時による制限） 

temporarynoentrydayofw

eek.shp 

Polygon（面） 

18 進入不可エリア noentry.shp Polygon（面） 

19 出入口の範囲 出入口 entrance.shp Polygon（面） 

20 描画用図形

データ 

段差 フロア内段差 dansa.shp Polyline（線） 

21 階段の踏み段 stairline.shp Polyline（線） 

22 進行方向 進行方向（フロア内移

動） 
direction.shp 

Polyline（線） 

23 進行方向（フロア間移

動） 
directionupdown.shp 

Polyline（線） 

 

 

7.2. ネットワークデータ 

No. データ名称 ファイル名 シェープタイプ 備考 

1 ネットワークノード node.shp Point（点）  

2 ネットワークリンク link.shp Polyline（線）  

 

7.3. POI データ 

No. データ名称 ファイル名 シェープタイプ 備考 

1 きっぷ売り場 POI_ticketoffice.shp Point（点）  

2 定期券売り場 POI_commuterticketoffice.shp Point（点）  

3 精算所 POI_fareadjustmentoffice.shp Point（点）  

4 駅事務室 POI_stationstaffroom.shp Point（点）  

5 忘れもの預かり所 POI_lostandfound.shp Point（点）  

6 ＡＥＤ POI_aed.shp Point（点）  

7 公衆電話 POI_publictelephone.shp Point（点）  

8 郵便ポスト POI_post.shp Point（点）  

9 ＡＴＭ POI_atm.shp Point（点）  

10 コインロッカー POI_locker.shp Point（点）  
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11 売店 POI_kiosk.shp Point（点）  

12 店舗 POI_shop.shp Point（点）  

13 受付・案内 POI_informationcenter.shp Point（点）  

14 案内板 POI_guideboard.shp Point（点）  

15 改札口 POI_ticketgate.shp Point（点）  

16 交番 POI_policebox.shp Point（点）  

17 待合室 POI_waitingroom.shp Point（点）  

18 授乳室 POI_nursingroom.shp Point（点）  

19 駐輪場 POI_bicycleparkingspace.shp Point（点）  

20 トイレ POI_lavatory.shp Point（点）  

21 エレベータ POI_elevator.shp Point（点）  

22 エスカレータ POI_escalator.shp Point（点）  

23 階段 POI_stairs.shp Point（点）  

24 地図表記用注記 POI_landmark.shp Point（点）  

25 出入り口 POI_inout.shp Point（点）  

26 公衆無線ＬＡＮ parkingplace.shp Point（点）  

 

7.4. アンカーポイントデータ 

No. データ名称 ファイル名 シェープタイプ 備考 

1 アンカーポイント anchorpoint.shp Point（点）  
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8. データ仕様 
8.1. 地物データ 

8.1.1. 床面 
項目分類 

大分類 地物用図形データ 

小分類 フロアデータ取得範囲 

データ名称 床面 

ファイル名 floor.shp 

シェープタイプ Polygon（面） 

定義 フロア全域の床面を、面として設定したもの 

取得基準 

入手した図面の外郭の形状を描画する 

壁は内側を取得する 

壁と一体化した柱は、内側を床面として取得する 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

kaisou float 階層 地下 1 階は-1 

中二階は 1.5 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:その他 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.1.2. 部屋の範囲 
項目分類 

大分類 地物用図形データ 

小分類 物理的な部屋 

データ名称 部屋の範囲 

ファイル名 room.shp 

シェープタイプ Polygon（面） 

定義 
商業店舗、事務所、待合室・休憩所、きっぷ売り場、案内所、トイレ等、利用目的によって区

切られた空間を、面として設定したもの 

取得基準 

原典資料より、利用目的ごとに区切られた部屋の範囲の形状を、面として設定する 

原典資料より確認できる部屋の種別、名称を属性に設定する 

原典資料よりトイレの種別（男子、女子、共用、多目的トイレ）が確認できる場合、面を分け

て設定する 



10 

 

公開の可否については、地権者要望に従い、属性に設定する 

有料施設に関しては、明示的に有料であることが確認できた場合に、有料として属性に設

定する 

階段下等について、部屋が確認できた場合は、重ねて取得する 

原典資料に名称の記載がある場合は、属性に設定する。ない場合は不明と記載する 

主な原典資料 地権者要望（属性）、フロアマップ、設備・施設管理図 

補足事項等 属性情報の『屋内外区分』に関しては、屋内・屋外の定義を明確にする 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

okunakgai int 屋内外区分 0:屋内 

1:屋外 

 

heyashu int 種別 1：商業施設 

2：事務所 

3：公的施設 

4:待合室、休憩所 

5:きっぷ売り場 

6:受付・案内 

7:トイレ（男性用） 

8:トイレ（女性用） 

9:トイレ（多目的） 

10:トイレ（男女共用） 

11:トイレ（男女不明） 

12：喫煙場所 

13：授乳室 

14：病院・医務室 

15：不明 

16：駅事務室 

 

 
meishou char 名称 部屋の名称（JR 東日本

みどりの窓口、等） 

 

 
koukaikahi int 公開可否 0：公開不可 

1：公開可 

 

 

 

yuuryou int 有料施設 0：不明 

1：有料 

2：無料 

 

 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:その他 

 

 

id char ID 論理場所情報コード  
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オブジェクト

ID 

subid char ID 枝番 
01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.1.3. 柱 
項目分類 

大分類 地物用図形データ 

小分類 物理的障害 

データ名称 柱 

ファイル名 pillar.shp 

シェープタイプ Polygon（面） 

定義 部屋の範囲に含まれない、進入可能エリアに存在する柱の位置を面として設定したもの 

取得基準 

設計図より柱の位置が確認できる場合、柱を面として設定する。対象は、構造物を支持し、

面として図上に表現可能なものとする 

現地調査により位置と形状を取得する場合は、通路壁面からのオフセット等簡易な測量によ

り取得する 

化粧柱等、現地調査によって形状が確認できたものは、現況を優先する 

壁に含まれる柱は取得しない 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

okunaigai int 屋内外区分 0:屋内 

1:屋外 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.1.4. 床面のない範囲 
項目分類 

大分類 地物用図形データ 

小分類 物理的な部屋の例外 

データ名称 床面のない範囲 

ファイル名 nofloor.shp 

シェープタイプ Polygon（面） 

定義 
床面がない空間（吹き抜け、池、噴水等）で、人の通行が不可となるエリアを面として設  定

したもの 
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取得基準 

設計図より床面のない範囲が確認できる場合、面として設定する 

現地調査により位置と形状を取得する場合は、通路壁面からのオフセット等簡易な測量によ

り取得する 

原典資料に名称の記載がある場合は、属性に設定する。ない場合は、一般名称（吹き抜

け、池、噴水）を記入する 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

okunaigai int 屋内外区分 0:屋内 

1:屋外 

 

meishou char 名称 池、噴水の名称、等  

yukashu int 種別 0:吹き抜け 

1:水系（池、噴水） 

2:その他 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.1.5. 階段の範囲 
項目分類 

大分類 地物用図形データ 

小分類 物理的な部屋の例外 

データ名称 階段の範囲 

ファイル名 stairs.shp 

シェープタイプ Polygon（面） 

定義 踊り場も含み、当該フロアで通行障害となる階段の範囲を面として設定したもの 

取得基準 

原典資料より、踊り場を含む階段の範囲を、上り方向、下り方向を区別した面として設定す

る 

原典資料に名称の記載がある場合は、属性に設定する。ない場合は不明と記載する 

原典資料に記載がある場合は、リフト有無を属性に設定する 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 okunaigai int 屋内外区分 0:屋内 
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1:屋外 

meishou char 名称 階段の名称（北側階段、

等） 

 

lift int リフト有無 0：なし 

1：あり 

２：不明 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.1.6. エスカレータの範囲 
項目分類 

大分類 地物用図形データ 

小分類 物理的な部屋の例外 

データ名称 エスカレータの範囲 

ファイル名 escalator.shp 

シェープタイプ Polygon（面） 

定義 踊り場も含み、当該フロアで通行障害となるエスカレータの範囲を面として設定したもの 

取得基準 

原典資料もしくは現地調査により、踊り場を含むエスカレータの範囲を、上り方向、下り方向

を区別した面として設定する 

原典資料もしくは現地調査により、進行方向の上り、下り、不定を属性に設定する 

原典資料もしくは現地調査により、名称の確認できる場合は、属性に設定する。ない場合は

不明と記入する 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

okunaigai int 屋内外区分 0:屋内 

1:屋外 

 

meishou char 名称 エスカレータの名称（中央

エスカレータ（上り）、等） 

 

houkou int 種別 1：進行方向（上り） 

2：進行方向（下り） 

3：進行方向不定（時間変

更） 

4:不明 
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genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.1.7. エレベータの範囲 
項目分類 

大分類 地物用図形データ 

小分類 物理的な部屋の例外 

データ名称 エレベータの範囲 

ファイル名 elevator.shp 

シェープタイプ Polygon（面） 

定義 当該フロアで通行障害となるエレベータの範囲を面として設定したもの 

取得基準 
原典資料より、エレベータの範囲を基単位で面として設定する 

原典資料に名称の記載がある場合は、属性に設定する。ない場合は不明と記入する 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

okunaigai int 屋内外区分 0:屋内 

1:屋外 

 

meishou char 名称 エレベータの名称（中央１

号、等） 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:その他 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.1.8. 動く歩道の範囲 
項目分類 

大分類 地物用図形データ 

小分類 物理的な部屋の例外 

データ名称 動く歩道の範囲 

ファイル名 movingwalkway.shp 

シェープタイプ Polygon（面） 
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定義 踊り場も含み、当該フロアで通行障害となる動く歩道の範囲を面として設定したもの 

取得基準 

原典資料もしくは現地調査により、踊り場を含む動く歩道の範囲を面として設定する 

原典資料もしくは現地調査により、名称の確認できる場合は、属性に設定する。ない場合は

不明とする 

原典資料もしくは現地調査により、進行方向の固定、不定を属性に設定する 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

okunaigai int 屋内外区分 0:屋内 

1:屋外 

 

meishou char 名称 動く歩道の名称（中央歩

道、等） 

 

houkou int 種別 1：進行方向固定 

2：進行方向不定（時間変

更） 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地踏査 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.1.9. スロープの範囲 
項目分類 

大分類 地物用図形データ 

小分類 物理的な部屋の例外 

データ名称 スロープの範囲 

ファイル名 sloop.shp 

シェープタイプ Polygon（面） 

定義 スロープの範囲を面として設定したもの 

取得基準 原典資料より、スロープの範囲を面として設定する 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 okunaigai int 屋内外区分 0:屋内 

1:屋外 
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genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:その他 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.1.10. プラットホーム 
項目分類 

大分類 地物用図形データ 

小分類 フロアデータ取得範囲 

データ名称 プラットホーム 

ファイル名 platfome.shp 

シェープタイプ Polygon（面） 

定義 プラットホームの範囲を、面として設定したもの 

取得基準 入手した図面からプラットホームの外郭の形状を描画する 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

kaisou float 階層 地下 1 階は-1 

中二階は 1.5 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:その他 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.1.11. 出入口 
項目分類 

大分類 地物用図形データ 

小分類 出入口の範囲 

データ名称 出入口 

ファイル名 entrance.shp 

シェープタイプ Polygon（面） 

定義 
駅改札口、フロア出入口のドア、異なる施設の境界線、階段の踏み段と床の境界線、階段

の踊り場と踏み段の境界線など、空間を接続する物理的な境界を、面として設定したもの 
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取得基準 

原典資料より、駅改札口、フロア出入口にある閉じた状態のドアを、面として設定し、実寸の

幅で取得する 

隣接するフロア間に重複するように取得する（屋外との境界は除く） 

原典資料に名称の記載がある場合は、属性に設定する。ない場合は不明と記入する 

部屋の範囲で記載された面の出入口については、対象外とする 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

meishou char 名称 出入口の名称（八重洲地

下中央口、北側出入口等） 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:その他 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.1.12. 壁 
項目分類 

大分類 地物用図形データ 

小分類 物理的障害 

データ名称 壁 

ファイル名 wall.shp 

シェープタイプ Polygon（面） 

定義 
部屋の面を構成する部分を除き、障害となる壁面を、面として設定したもの。（固定されてい

るパーティションを含む） 

取得基準 原典資料より、部屋の範囲で表現されない壁面を、面として設定する 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

Genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:その他 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  
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8.1.13. 固定された設置物 
項目分類 

大分類 地物用図形データ 

小分類 物理的障害 

データ名称 固定された設置物 

ファイル名 polyproduct.shp 

シェープタイプ Polygon（面） 

定義 

ロッカー、自動販売機、案内カウンター、オブジェ、ATM、ステージ、花壇、簡易店舗（キオス

ク等）、固定された看板、歩行者ナビゲーションに対し物理的障害、あるいは歩行空間が制

限されると想定される固定された設置物を、面として設定したもの 

取得基準 

進入不可エリアの設置物は除く 

原典資料もしくは現地調査により、固定された設置物を面として設定する 

現地調査により位置と形状を取得する場合は、通路壁面からのオフセット等簡易な測量に

より取得する 

主な原典資料（現地調査含む）より、大凡の形状が取得可能であり、面を構成する線分が

各々2.5m 以上の地物を取得対象とする。この基準に満たない場合は、固定された設置物

【小】として取得する 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等 
種別において、POI としても取得するものにおいては、地物の形状の重心を利用して、POI

として利用する 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

settibutu int 種別 1:ロッカー 

2:自動販売機 

3:案内カウンター 

4:オブジェ 

5:ATM 

6:ステージ 

7:花壇 

8:簡易店舗 

9:固定された看板 

10：柱状構造物 

11:その他 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地踏査 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  
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8.1.14. 固定されていない設置物 
項目分類 

大分類 地物用図形データ 

小分類 物理的障害 

データ名称 固定されていない設置物 

ファイル名 notfixedpolyproduct.shp 

シェープタイプ Polygon（面） 

定義 

ソファー、ベンチ・イス、テーブル、観葉植物、可搬な看板等、歩行者ナビゲーションに対し物

理的障害、あるいは歩行空間が制限されると想定される可搬できる設置物を面として設定し

たもの 

取得基準 

進入不可エリアの設置物は除く 

主な原典資料（現地調査含む）より、大凡の形状が取得可能であり、面を構成する線分が

各々2.5m 以上の地物を取得対象とする。この基準に満たない場合は、固定されていない設

置物【小】として取得する 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

settibutu int 種別 1:ソファー 

2:ベンチ・イス 

3:テーブル、机 

4:観葉植物 

5:可搬な看板 

6：棚 

7:その他 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地踏査 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.1.15. 一時進入不可エリア（期間による制限） 
項目分類 

大分類 地物用図形データ 

小分類 非物理的障害 

データ名称 一時進入不可エリア（期間による制限） 

ファイル名 temporarynoentrydateandtime.shp 

シェープタイプ Polygon（面） 
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定義 
施設管理者の都合（工事、イベント対応等）により、期間的に一時的に進入が禁止されたエ

リアを面として設定したもの 

取得基準 
進入不可エリアが含まれない 

地権者情報により、一時的に進入が不可となるエリアを面として設定する 

主な原典資料 施設管理者情報 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

kaishi yyyy-mm-dd-hh-mm 制限開始

日時 
制限開始年月日と時間 

 

shuuryou yyyy-mm-dd-hh-mm 制限終了

日時 
制限終了年月日と時間 

 

オブジェク

ト ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.1.16. 一時進入不可エリア（曜日日時による制限） 
項目分類 

大分類 地物用図形データ 

小分類 非物理的障害 

データ名称 非物理的障害  

ファイル名 temporarynoentrydayofweek.shp 

シェープタイプ Polygon（面） 

定義 
施設管理者の都合（工事、イベント対応等）により、期間的に一時的に進入が禁止されたエリ

アを面として設定したもの 

取得基準 
進入不可エリアが含まれない 

地権者情報により、一時的に進入が不可となるエリアを面として設定する 

主な原典資料 施設管理者情報 

補足事項等 

属性については、配列データとする。 

例）土日は一時進入不可エリアとして設定する場合 

 youbi：1 

 kaishi：00:00 

 shuuryou:24:00 

 youbi：7 

 kaishi：00:00 

 shuuryou:24:00 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 youbi int 曜日 1:日  
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2:月 

3:火 

4:水 

5:木 

6:金 

7:土 

kaishi hh-mm 制限開始日時 制限開始時間 
 

shuuryou hh-mm 制限終了日時 制限終了時間 
 

オブジェク

ト ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.1.17. 非物理的な部屋 
項目分類 

大分類 地物用図形データ 

小分類 物理的な部屋の例外 

データ名称 非物理的な部屋 

ファイル名 virtualroom.shp 

シェープタイプ Polygon（面） 

定義 

柱、壁など固定された地物で囲まれていないが、パーティション、商品等を並べることにより

部屋、店舗（常設屋台）として利用されているエリアを面として設定したもの。（期間限定で一

時的に設置された催し物会場、屋台等は除く） 

取得基準 

進入不可エリアの非物理的な部屋は除く 

現地調査により確認できた非物理的な部屋を面として設定する 

現地調査により位置と形状を取得する場合は、通路壁面からのオフセット等簡易な測量に

より取得する 

原典資料に名称の記載がある場合は、属性に設定する。ない場合は不明と記載する 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

heyashu int 種別 1：商業施設 

2：事務所 

3：公的施設 

4:待合室、休憩所 

5:きっぷ売り場 

6:受付・案内所 

7:トイレ（男性用） 

8:トイレ（女性用） 
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9:トイレ（多目的） 

10:トイレ（男女共用） 

11:トイレ（男女不明） 

12：喫煙場所 

13：授乳室 

14：医務室 

15：不明 

meishou char 名称 部屋の名称（JR 東日本み

どりの窓口、等） 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.1.18. 進入不可エリア 
項目分類 

大分類 地物用図形データ 

小分類 非物理的障害 

データ名称 進入不可エリア 

ファイル名 noentry.shp 

シェープタイプ Polygon（面） 

定義 
許可された者以外の進入を許容しないエリアを面として設定したもの。（従業員スペース、機

械室等） 

取得基準 

進入不可エリアが含まれる 

現地調査、あるいは地権者要望などにより確認できた進入不可エリアを面として設定する。

（非公開情報のマスキングイメージ） 

主な原典資料 施設管理者要望 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  
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8.1.19. フロア内段差 
項目分類 

大分類 描画用図形データ 

小分類 段差 

データ名称 フロア内段差 

ファイル名 dansa.shp 

シェープタイプ Polyline（線） 

定義 
上位の面と下位の面とが同一の階層に属するフロアを接続する階段や段差の位置を線とし

て設定したもの 

取得基準 通行エリアにおいて、2cm 以上の段差があるものを対象とする 

主な原典資料  

補足事項等  

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.1.20. 階段の踏み段 
項目分類 

大分類 描画用図形データ 

小分類 段差 

データ名称 階段の踏み段 

ファイル名 stairline.shp 

シェープタイプ Polyline（線） 

定義 階段を線で描画する 

取得基準 

70cm-75cm の間隔で階段の線を表現する 

線種は連続の一重線とする。 

階段の範囲に対し、人が階段に侵入する方向から線で段差を表現し、階段の範囲の概ね３

分の２を描画する 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等  

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  
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8.1.21. 進行方向（フロア内移動） 
項目分類 

大分類 描画用図形データ 

小分類 進行方向 

データ名称 進行方向（フロア内移動） 

ファイル名 direction.shp 

シェープタイプ Polyline（線） 

定義 エスカレータ、動く歩道、通路において、移動方向を制限するものを線として設定したもの 

取得基準 
進行可能方向に対して、起点側から終点側に線を設定する 

起点（進入ポイント）の座標を、属性として設定する 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

ｌat ｆloat 起点座標 緯度（世界測地系）  

lon ｆloat 起点座標 経度（世界測地系）  

 

genten inｔ 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.1.22. 進行方向（フロア間移動） 
項目分類 

大分類 描画用図形データ 

小分類 進行方向 

データ名称 進行方向（フロア間移動） 

ファイル名 directionupdown.shp 

シェープタイプ Polyline（線） 

定義 
エスカレータ、階段、スロープにおいて、移動方向（上下）を制限するものを線として設定した

もの 

取得基準 
進行可能方向に対して、起点側から終点側に線を設定する。 

起点の座標を、属性として設定する。 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等 なし 

属性情報 
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区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

ｌat ｆloat 起点座標 緯度（世界測地系）  

lon ｆloat 起点座標 経度（世界測地系）  

 

updown int 上り下り区分 1:上り 

2:下り 

3:不明 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.1.23. 不明エリア 
項目分類 

大分類 地物用図形データ 

小分類 物理的な部屋の例外 

データ名称 unknown.shp 

ファイル名 不明エリア 

シェープタイプ Polygon（面） 

定義 原典資料より地物の種別がわからないエリアを、面として設定したもの 

取得基準 不明エリアを面として設定する 

主な原典資料 フロアマップ 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  
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8.2. ネットワークデータ 
8.2.1. ネットワークノード 
項目分類 

大分類 ネットワークデータ 

小分類 ノード 

データ名称 ネットワークノード 

ファイル名 node.shp 

シェープタイプ Point（点） 

定義 リンクの結節点 

取得基準 

通路の交差部の中心、通路の行き止まり、エレベータ前、エレベータ籠の中央、エスカレータ

前、階段前、トイレ前、スロープ出入口、フロア間接続（空間を接続する物理的な境界（駅改

札口、フロア出入口のドア等））、公的施設の出入口をノードとして点として設定したもの 

種別が複数該当する場合は、直近に複数のノードを設定する 

名称に関しては、原典資料に記載があれば記入、ない場合は不明と記入する 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

renketu int 連結種別 0：フロア内 

1：フロア間（階段・エスカレ

ータの中間、ビル出入口、

等） 

 

setuzoku int 接続区分 0:フロア内接続 

1:フロア間接続（アンカー

ポイントとなりうるノード） 

 

kaisou float 階層数値 地下 1 階は-1 

中二階は 1.5 

 

nodeshu int 種別 1:交差点 

2:エレベータ前 

3:エレベータ箱中央 

4:エスカレータ前 

5:階段前 

6:トイレ前 

7:スロープ出入口 

8:フロア間接続（空間を接

続する物理的な境界（駅

改札口、フロア出入口のド

アなど）） 
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9:公的施設の出入口 

10:商業施設出入口 

11:その他 

meishou char 名称 改札名、エレベータ名等  

lat float 座標 緯度（世界測地系緯度経

度） 

 

lon float 座標 経度（世界測地系緯度経

度） 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地踏査 

 

id char ID 論理場所情報コード  

オブジェクト

ID 

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

     

 

8.2.2. ネットワークリンク 
項目分類 

大分類 ネットワークデータ 

小分類 リンク 

データ名称 ネットワークリンク 

ファイル名 link.shp 

シェープタイプ Polyline（線） 

定義 ノードを結ぶ線。経路を示す。 

取得基準 
ネットワークノードを起点、終点として、実空間にあわせて、通路上から外れないように形状

を取得する。原則としては、通路の中心線とする。 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等  

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

     

shitennode char 始点ノード ID 同上  

shutennode char 終点ノード ID 同上  

linkushu int リンクの種類 0：通常通路 

7：動く歩道 

10:エレベータ 

11：エスカレータ 

12：階段 

13：スロープ 
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99:不明 

houkousei int 方向性 0:両方向 

1：起点より終点方向 

2：終点より起点方向 

9：不明 

 

dansa int 段差 0：2cm 未満 

1：2～5cm 

2：5～10cm 

3：10cm 以上 

9：不明（未調査） 

 

yane int 屋根の有無 0：なし 

1：あり 

9：不明（未調査） 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地踏査 

 

kaisou float 階層数値 地下 1 階は-1 

中二階は 1.5 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  
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8.3. POI データ 
8.3.1. きっぷ売り場 
項目分類 

大分類 POI データ 

小分類 施設 POI 

データ名称 きっぷ売り場 

ファイル名 POI_ticketoffice.shp 

シェープタイプ Point（点） 

定義 
券売機、みどりの窓口等、鉄道をはじめとする公共交通機関のきっぷ及び入場券売り場を

点として設定したもの 

取得基準 
原典資料に基づき、きっぷ売り場の概ね中心を取得する 

券売機が複数設置されている場合は、その範囲の概ね中心を１点取得する 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

yuuzin int 有人対応 1：有人 

2：無人 

3：不明 

 

kaisou float 階層 地下 1 階は-1 

１階は１ 

中二階は 1.5 

（屋外は 0） 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.3.2. 定期券売り場 
項目分類 

大分類 POI データ 

小分類 施設 POI 

データ名称 定期券売り場 

ファイル名 POI_commuterticketoffice.shp 

シェープタイプ Point（点） 

定義 公共交通機関の定期券売り場（有人）を点として設定したもの 

取得基準 定期券売り場の概ね中心を取得する 
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自動券売機（無人）による定期券売り場は含まれない 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

kaisou float 階層 地下 1 階は-1 

１階は１ 

中二階は 1.5 

（屋外は 0） 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.3.3. 精算所 
項目分類 

大分類 POI データ 

小分類 施設 POI 

データ名称 精算所 

ファイル名 POI_fareadjustmentoffice.shp 

シェープタイプ Point（点） 

定義 チケット精算所（無人精算機を含む）を点として設定したもの 

取得基準 

原典資料に基づき、精算所の概ね中心を取得する 

精算機が複数設置されている場合は、その範囲の概ね中心を１点取得する 

改札脇等にある精算機能を持つ駅員窓口があった場合でも、精算所としての表記がなけれ

ば取得対象とはしない 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

yuuzin int 有人対応 1：有人 

2：無人 

3：不明 

 

kaisou float 階層 地下 1 階は-1 

１階は１ 

中二階は 1.5 

（屋外は 0） 
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genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.3.4. 駅事務室 
項目分類 

大分類 POI データ 

小分類 施設 POI 

データ名称 駅事務室 

ファイル名 POI_stationstaffroom.shp 

シェープタイプ Point（点） 

定義 駅事務室を点として設定したもの 

取得基準 駅事務室の概ね中心を取得する 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

kaisou float 階層 地下 1 階は-1 

１階は１ 

中二階は 1.5 

（屋外は 0） 

 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.3.5. 忘れもの預かり所 
項目分類 

大分類 POI データ 

小分類 施設 POI 

データ名称 忘れ物預り所 

ファイル名 POI_lostandfound.shp 

シェープタイプ Point（点） 

定義 施設の忘れ物預り所を点として設定したもの 
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取得基準 

施設の忘れ物預かり所の概ね中心を取得する 

原典資料により、駅事務室が忘れ物預り所の役割をもつことを記載されている場合は、駅事

務室とは別にＰＯＩを取得する 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

kaisou float 階層 地下 1 階は-1 

１階は１ 

中二階は 1.5 

（屋外は 0） 

 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.3.6. ＡＥＤ 
項目分類 

大分類 POI データ 

小分類 設備 POI 

データ名称 ＡＥＤ 

ファイル名 POI_aed.shp 

シェープタイプ Point（点） 

定義 AED 機器の設置位置を点として設定したもの 

取得基準 AED の設置位置を取得する 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

kaisou float 階層 地下 1 階は-1 

１階は１ 

中二階は 1.5 

（屋外は 0） 

 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

 

id char ID 論理場所情報コード  
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オブジェクト

ID 

subid char ID 枝番 
01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.3.7. 公衆電話 
項目分類 

大分類 POI データ 

小分類 設備 POI 

データ名称 公衆電話 

ファイル名 POI_publictelephone.shp 

シェープタイプ Point（点） 

定義 公衆電話を点として設定したもの 

取得基準 
公衆電話の設置位置を取得する 

公衆電話が複数設置されている場合は、その範囲の概ね中心を１点取得する 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

kaisou float 階層 地下 1 階は-1 

１階は１ 

中二階は 1.5 

（屋外は 0） 

 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.3.8. 郵便ポスト 
項目分類 

大分類 POI データ 

小分類 設備 POI 

データ名称 郵便ポスト 

ファイル名 POI_post.shp 

シェープタイプ Point（点） 

定義 郵便ポストを点として設定したもの 

取得基準 郵便ポストの設置位置を取得する 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 
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補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

kaisou float 階層 地下 1 階は-1 

１階は１ 

中二階は 1.5 

（屋外は 0） 

 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.3.9. ＡＴＭ 
項目分類 

大分類 POI データ 

小分類 設備 POI 

データ名称 ＡＴＭ 

ファイル名 POI_post.shp 

シェープタイプ Point（点） 

定義 ATM を点として設定したもの 

取得基準 

ATM の設置位置を取得する 

ATM が複数設置されている場合は、その範囲の概ね中心を１点取得する 

ATM 専用の部屋に設置されている場合は、部屋の概ね中心を１点取得する 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

kaisou float 階層 地下 1 階は-1 

１階は１ 

中二階は 1.5 

（屋外は 0） 

 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  
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8.3.10. コインロッカー 
項目分類 

大分類 POI データ 

小分類 設備 POI 

データ名称 コインロッカー 

ファイル名 POI_locker.shp 

シェープタイプ Point（点） 

定義 コインロッカーを点として設定したもの 

取得基準 
コインロッカーの設置位置の概ね中央を取得する。 

コインロッカーが複数設置されている場合は、その範囲の概ね中心を１点取得する 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

kaisou float 階層 地下 1 階は-1 

１階は１ 

中二階は 1.5 

（屋外は 0） 

 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.3.11. 売店 
項目分類 

大分類 POI データ 

小分類 施設 POI 

データ名称 売店 

ファイル名 POI_kiosk.shp 

シェープタイプ Point（点） 

定義 

公共的な通路にあるカウンター越しに商品の購入を行う商店を、点として設定したもの。（部

屋の区分けが不明瞭なもの） 

例：キオスク、メトロピア、メルシー等 

取得基準 

商業施設にあるものは、売店として取得せず、すべて店舗として取得する 

カウンター越しに商品の購入を行えるが、パン屋、ジューススタンド、駅弁などの特定商品の

みを取り扱う商店は、すべて店舗として取得する 

売店の概ね中心を取得する 
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主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

kaisou float 階層 地下 1 階は-1 

１階は１ 

中二階は 1.5 

（屋外は 0） 

 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.3.12. 店舗 
項目分類 

大分類 POI データ 

小分類 施設 POI 

データ名称 店舗 

ファイル名 POI_shop.shp 

シェープタイプ Point（点） 

定義 飲食店、衣料品店、靴店、サービス業等の各種商店を点として設定したもの 

取得基準 店舗範囲の概ね中心を取得する。 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

tennposhu int 店舗種別 1：飲食・喫茶（店内で飲食す

るもの） 

2：食料品 

3：ファッション・雑貨 

4：お土産 

5：旅行業営業所 

6：レンタカー営業所 

7：コンビニ 

8：観光案内所 

9：その他 

10：不明 
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meishou char 店舗名称 店舗名が不明の場合は、

『不明』と記入する。 

 

kaisou float 階層 地下 1 階は-1 

１階は１ 

中二階は 1.5 

（屋外は 0） 

 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

 

koushin char 更新情報 新規追加、場所変更、名称

変更等の管理情報を記載 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.3.13. 受付・案内 
項目分類 

大分類 POI データ 

小分類 施設 POI 

データ名称 受付・案内 

ファイル名 POI_informationcenter.shp 

シェープタイプ Point（点） 

定義 施設案内所、インフォメーションセンターなど、有人の案内所を点として設定したもの 

取得基準 受付・案内の概ね中心を取得する 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

kaisou float 階層 地下 1 階は-1 

１階は１ 

中二階は 1.5 

（屋外は 0） 

 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  
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8.3.14. 案内板 
項目分類 

大分類 POI データ 

小分類 設備 POI 

データ名称 案内板 

ファイル名 POI_guideboard.shp 

シェープタイプ Point（点） 

定義 
案内サイン、駅周辺案内図、施設案内図、触知図案内板、音声案内板などの案内板を、点と

して設定したもの（広告のみのサイネージは除く） 

取得基準 
案内版の設置位置の概ね中心を取得する 

基本として現地調査は必須とせず、フロアマップより取得可能なものを対象とする 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

kaisou float 階層 地下 1 階は-1 

１階は１ 

中二階は 1.5 

（屋外は 0） 

 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.3.15. 改札口 
項目分類 

大分類 POI データ 

小分類 施設 POI 

データ名称 改札口 

ファイル名 POI_ticketgate.shp 

シェープタイプ Point（点） 

定義 鉄道駅で改札を行う場所を点として設定したもの 

取得基準 
改札口の概ね中心を取得する。 

複数設置されている場合は、概ね中心となる位置を一つ取得する 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等 なし 
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属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

ekimei char 駅名称 東京駅 

大手町駅 

 

meishou char 改札名称 京葉地下丸の内口 

八重洲中央口、等 

※不明の場合、名称が付

与されていない場合は、

『改札』と記入する。 

 

kaisou float 階層 地下 1 階は-1 

１階は１ 

中二階は 1.5 

（屋外は 0） 

 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.3.16. 交番 
項目分類 

大分類 POI データ 

小分類 施設 POI 

データ名称 交番 

ファイル名 POI_policebox.shp 

シェープタイプ Point（点） 

定義 交番を点として設定したもの 

取得基準 交番の概ね中心を取得する 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

kaisou float 階層 地下 1 階は-1 

１階は１ 

中二階は 1.5 

（屋外は 0） 

 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 
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3:現地調査 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.3.17. 待合室 
項目分類 

大分類 POI データ 

小分類 施設 POI 

データ名称 待合室 

ファイル名 POI_waitingroom.shp 

シェープタイプ Point（点） 

定義 公共交通機関の施設等にある待合室を点として設定したもの 

取得基準 待合室の概ね中心を取得する 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

kaisou float 階層 地下 1 階は-1 

１階は１ 

中二階は 1.5 

（屋外は 0） 

 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.3.18. 授乳室 
項目分類 

大分類 POI データ 

小分類 施設 POI 

データ名称 授乳室 

ファイル名 POI_nursingroom.shp 

シェープタイプ Point（点） 

定義 授乳室を点として設定したもの 

取得基準 授乳室の概ね中心を取得する 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 
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補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

kaisou float 階層 地下 1 階は-1 

１階は１ 

中二階は 1.5 

（屋外は 0） 

 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.3.19. 駐輪場 
項目分類 

大分類 POI データ 

小分類 施設 POI 

データ名称 駐輪場 

ファイル名 POI_bicycleparkingspace.shp 

シェープタイプ Point（点） 

定義 施設に付属する駐輪場を点として設定したもの 

取得基準 駐輪場の概ね中心を取得する 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

kaisou float 階層 地下 1 階は-1 

１階は１ 

中二階は 1.5 

（屋外は 0） 

 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.3.20. トイレ 
項目分類 
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大分類 POI データ 

小分類 施設 POI 

データ名称 トイレ 

ファイル名 POI_lavatory.shp 

シェープタイプ Point（点） 

定義 トイレ、多目的トイレ等の部屋を点として設定したもの 

取得基準 トイレのある部屋の概ね中心を取得する 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

toire int トイレの種別 0：不明 

1：男子トイレ 

2：女子トイレ 

3：男女共用トイレ 

4：多目的トイレ 

 

kurumaisu int 車いす対応有無 0：無し 

1：有り 

2：不明 

 

osutomeito int オストメイト有無 0：無し 

1：有り 

2：不明 

 

kaisou float 階層 地下 1 階は-1 

１階は１ 

中二階は 1.5 

（屋外は 0） 

 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.3.21. エレベータ 
項目分類 

大分類 POI データ 

小分類 施設 POI 

データ名称 エレベータ 

ファイル名 POI_elevator.shp 
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シェープタイプ Point（点） 

定義 エレベータ点として設定したもの 

取得基準 

エレベータの概ね中心を取得する。 

複数設置されている場合は、概ね中心となる位置を一つ取得する。（３台ある場合は、中央

の一つを取得する） 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

kaisou float 階層 地下 1 階は-1 

１階は１ 

中二階は 1.5 

（屋外は 0） 

 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.3.22. エスカレータ 
項目分類 

大分類 POI データ 

小分類 施設 POI 

データ名称 エスカレータ 

ファイル名 POI_escalator.shp 

シェープタイプ Point（点） 

定義 エスカレータの範囲を点として設定したもの 

取得基準 

エスカレータの概ね中心を取得する。 

上り、下りは別々に取得する。 

同一方向へ移動するエスカレータが複数設置されている場合は、概ね中心となる位置を一

つ取得する。 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等 

属性「移動方向」に関しては、エスカレータの移動方向を記載する。（当該フロアから見た際

の設置方向（上向き、下向き）ではない） 

この属性の利用用途は、地図でアイコン表示をする際に利用することを想定 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 houkou int 移動方向 0:不明 
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1：上り 

2：下り 

3：時間変更 

kaisou float 階層 地下 1 階は-1 

１階は１ 

中二階は 1.5 

（屋外は 0） 

 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.3.23. 階段 
項目分類 

大分類 POI データ 

小分類 施設 POI 

データ名称 階段 

ファイル名 POI_stairs.shp 

シェープタイプ Point（点） 

定義 階段を点として設定したもの 

取得基準 
移動する方向に対して、階段の入口を取得する 

上り、下りは別々に取得する 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 

補足事項等 属性「移動方向」に関しては、当該フロアから見た際の方向を記載すること 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

houkou int 移動方向 0:不明 

1：上り 

2：下り 

 

kaisou float 階層 地下 1 階は-1 

１階は１ 

中二階は 1.5 

（屋外は 0） 

 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

 

id char ID 論理場所情報コード  
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オブジェクト

ID 

subid char ID 枝番 
01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.3.24. 地図表記用注記 
項目分類 

大分類 POI データ 

小分類 ランドマーク POI 

データ名称 地図表記用注記（オブジェ） 

ファイル名 POI_landmark.shp 

シェープタイプ Point（点） 

定義 
屋内移動時や待ち合わせの目印となりうる広場（有楽町駅前地下広場 A、動輪の広場）、通

路（行幸ギャラリー）、彫像、模型、現代アート作品などの造形物を点として設定したもの。 

取得基準 介護ベッドのある部屋の概ね中心を取得する 

主な原典資料 オブジェの概ね中心を取得する 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

meishou char オブジェ名称 銀の鈴、等 
 

kaisou float 階層   

 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.3.25. 出入り口 
項目分類 

大分類 POI データ 

小分類 施設 POI 

データ名称 出入口 

ファイル名 POI_inout.shp 

シェープタイプ Point（点） 

定義 地下鉄の出入口を点として設定したもの 

取得基準 
屋内から屋外への出入口に関して、地上出入口位置を取得する 

複数の駅に関係する出入口の場合は、駅名を分けて POI を２つ取得する 

主な原典資料 フロアマップ、設備・施設管理図、現地調査 



46 

 

補足事項等 工事等により、利用不可な出入口が判明した場合は、その旨を関係者で共有する 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

ekime char 駅名称 大手町駅 

※該当する駅名がない場

合は、『不明』と記入する。 

 

Meishou char 出入口名称 A1-b（アルファベット、数

字、記号は半角とする） 

※名称が不明の場合は、

『不明』と記入する 

 

Kaisou float 階層 地下 1 階は-1 

１階は１ 

中二階は 1.5 

（屋外は 0） 

 

 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

8.3.26. 公衆無線ＬＡＮ 
項目分類 

大分類 POI データ 

小分類 施設 POI 

データ名称 公衆無線ＬＡＮ 

ファイル名 POI_wifi.shp 

シェープタイプ Point（点） 

定義 公衆無線 LAN スポットを、点として設定したもの 

取得基準 駐車場の概ね中心を取得する 

主な原典資料 原典より、公衆無線 LAN スポットの範囲の概ね中心となる位置を取得する 

補足事項等 なし 

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

spotid long スポット ID 原典資料に記載された数

値コード 

 

kaisou float 階層 地下 1 階は-1 

１階は１ 

中二階は 1.5 
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（屋外は 0） 

genten int 原典 1:フロアマップ 

2:設備・施設管理図 

3:現地調査 

 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

 

8.4. アンカーポイントデータ 
8.4.1. アンカーポイント 
項目分類 

大分類 アンカーポイントデータ 

小分類 アンカーポイントデータ 

データ名称 アンカーポイント 

ファイル名 anchorpoint.shp 

シェープタイプ Point（点） 

定義 
それぞれが作成した地図やフロア間を接続するための情報として、出入口、エレベータのノー

ドをアンカーポイントに紐づけて管理する 

取得基準 
ノードの取得基準による 

アンカーポイントとなるノードがある場合にのみ取得する 

主な原典資料  

補足事項等  

属性情報 

区分 Field 名 型 説明 属性値の例 備考 

 

ownfloor char 自らが属する床面の

ファイル名 

xxxxxxxxxx_B1_floor.shp  

ownnood char 自らが属するノードの

ファイル名 

xxxxxxxxxx_B1_node.shp   

ownnoodid char 自らが属するノードの

オブジェクト ID 

オブジェクト ID（論理場所情

報コード 32 桁＋枝番 2 桁

の ID） 

 

nextfloor1 char 隣接する床面のファイ

ル名（１つめ） 

yyyyyyyyyy_B1_floor.shp  

nextnode1 char 隣接するノードのファ

イル名（１つめ） 

yyyyyyyyyy_B1_node.shp   

nextnodeid1 char 隣接するノードのオブ

ジェクト ID（１つめ） 

オブジェクト ID（論理場所情

報コード 32 桁＋枝番 2 桁

の ID） 
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nextfloor2 char 隣接する床面のファイ

ル名（２つめ） 

zzzzzzzzz_1_floor.shp  

nextnode2 char 隣接するノードのファ

イル名（２つめ） 

zzzzzzzzz_1_node.shp  

nexnodeid2 char 隣接するノードのオブ

ジェクト ID（２つめ） 

オブジェクト ID（論理場所情

報コード 32 桁＋枝番 2 桁

の ID） 

 

nextfloor3 char 隣接する床面のファイ

ル名（３つめ） 

wwwwwwwwww_B1_floor.shp  

nextnode3 char 隣接するノードのファ

イル名（３つめ） 

wwwwwwwwww_B1_node.shp  

nexnodeid3 char 隣接するノードのオブ

ジェクト ID（３つめ） 

オブジェクト ID（論理場所情

報コード 32 桁＋枝番 2 桁

の ID） 

 

nextfloor4 char 隣接する床面のファイ

ル名（４つめ） 

vvvvvvvvvv_B1_floor.shp  

nextnode4 char 隣接するノードのファ

イル名（４つめ） 

vvvvvvvvvv_B1_node.shp  

nexnodeid4 char 隣接するノードのオブ

ジェクト ID（４つめ） 

オブジェクト ID（論理場所情

報コード 32 桁＋枝番 2 桁

の ID） 

 

オブジェクト

ID 

id char ID 論理場所情報コード  

subid char ID 枝番 01、02・・の 2 桁の数値  

 

以上 
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9. その他のデータ 

シェープファイル以外のデータの仕様は以下の通りである。 

 

9.1. メタデータファイル 
メタデータは、ファイル名を「meta」とし、以下の内容を記述する。プロジェクト単位で作成する。ファイル形

式は、XML形式とする。なお、XMLの定義ファイル（拡張子.xsd）の作成は必須としない。 

<xsd:element ref="abstract"/>    <!-- データ要約 --> 

<xsd:element ref="author"/>     <!-- データ管理者 --> 

<xsd:element ref="project"/>    <!-- プロジェクト --> 

<xsd:element ref="facility"/>    <!-- 施設 --> 

<xsd:element ref="createdate"/>    <!-- データ作成年月日 --> 

<xsd:element ref="source"/>     <!-- 原典資料情報 --> 

<xsd:element ref="editmethod"/>    <!-- 加工編集方法 --> 

<xsd:element ref="survey"/>     <!-- 現地調査 --> 

 

サンプルを以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2. 施設管理ファイル 
プロジェクト内に含まれる各施設の施設名、シェープファイルのファイル名に記述された施設名、施設を

代表する地点の高さ、代表点の緯度、代表点の経度を記述する。ファイル名は、「FacilityMaster」とす

る。プロジェクト単位で作成する。ファイル形式は、CSV形式とする。ヘッダには、以下の項目を記述する。 

 

No. 項目 説明 

1 施設番号 プロジェクト内で施設ごとに付される一意の通し番号。 

2 施設名 プロジェクト内で施設ごとに付される一意の施設名称。 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?> 

<attribute> 

 <abstract>階層別屋内地理空間情報データ試作</abstract> 

 <author>JR 東日本コンサルタンツ</author> 

 <project>3 次元地図の整備・更新に関する調査(地理院庁舎、東京駅、新丸ビル、丸ビル、オアゾ)</project> 

 <facility>東京駅</facility> 

 <createdate>2016/3/18</createdate> 

 <source>施設平面図</source> 

 <editmethod>GIS</editmethod> 

 <survey>無</survey> 

</attribute> 
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施設管理者の命名に従う。 

3 ファイル名 シェープファイル「施設名_階層_データ名称」の「施設名」に該当する名称。 

4 代表点高 各施設の任意の代表点の地盤高（単位：ｍ）。 

原典資料に情報がある場合はその値を用いる。 

原典資料に情報が無い場合は、測量により求める。あるいは、地理院地図

（http://maps.gsi.go.jp/）等から施設の代表点（施設の概ね重心）の標高値を読取

る。 

5 代表点緯度 代表点高を求めた地点の緯度。 

度分秒（秒は少数第 2 位まで）で記述する。 

6 代表点経度 代表点高を求めた地点の経度。 

度分秒（秒は少数第 2 位まで）で記述する。 

 

 

9.3. フロア管理ファイル 
施設内に含まれる各フロアの階層名、階層数値、高さを記述する。ファイル名は、「FloorMaster」とす

る。プロジェクト単位で作成する。ファイル形式は、CSV形式とする。ヘッダには、以下の項目を記述する。 

No. 項目 説明 

1 番号 プロジェクト内で各施設の各フロアに付される一意の通し番号。 

2 階層名 各施設の階層の名称（例 1 階、中二階、2 階、地下一階、地下 2 階、等）。 

施設管理者の設定に従う。 

3 階層数値 シェープファイルの属性データに記述されている階層数値（シェープファイルの Field

名「kaisou」に記述された階層の数値）。 

4 フロア高 各フロアの代表地点における当該フロアの高さ（単位：ｍ）。 

原典資料に情報がある場合はその値を用いる。 

原典資料に情報が無い場合は、測量等による現地での確認によりにより求める。ま

た、現地での確認が出来ない場合には、事務所、百貨店の一般的な階高を記述す

る。 

 

 

9.4. 位置参照点 
原典資料からシェープファイルを作成するにあたり位置の標定に用いた国土地理院の「基盤地図情報」

の参照点の座標値（Y 座標、X 座標）と、標定後の座標値（Y 座標、X 座標）を記述する。ファイル名は、

「ReferencePoint」とする。プロジェクト単位で作成する。ファイル形式は、CSV 形式とする。ヘッダには、以

下の項目を記述する。 

 

No. 項目 説明 

1 施設番号 プロジェクト内で各施設の各フロアに付される一意の通し番号。 

2 地点 ID 各施設の位置の標定に用いた地点の ID で、各施設内で一意の ID とする。 

http://maps.gsi.go.jp/
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ID は任意に設定が可能。 

3 系番号 Y 座標 1、X 座標 1、Y 座標 2、X 座標 2 の系番号 

4 Y 座標 1 位置の標定に用いた基盤地図情報における座標値（平面直角座標系）の Y 座標 

5 X 座標 1 位置の標定に用いた基盤地図情報における座標値（平面直角座標系）の X 座標 

6 Y 座標 2 標定後の座標値（平面直角座標系）の Y 座標 

7 X 座標 2 標定後の座標値（平面直角座標系）の X 座標 

 

 

9.5. 言語依存データ 
言語依存データには、日本語とそれに対応する他言語を記述する。ファイル名を「MultiLanguage」とし、

ぷ単位で作成する。ファイル形式は CSV形式とする。 

対象とする言語は、日本語（jp）、英語（en）、韓国語（ko）、中国語（簡体字）（zh-ch）、中国語（繁体字）

（zh-tw）、フランス語（fr）、スペイン語（es）とし、ヘッダに記述する。なお、翻訳不能なものについては記

載しない。サンプルを以下に示す。 

 

 

以上 

 

jp,en,ko,zh-ch,zh-tw,fr,es 

共用会議室,공용회의실,共享会议室,共享會議室,salle de réunion commune,sala de reuniones compartida 

厚生課物品倉庫,,,,,, 

端末機室,terminal room,단말기 실,终端室,終端室,salle des terminaux,sala de terminal 

SE 室,SE room,SE 실,SE 房,SE 房,chambre SE,sala de SE 

電子計算機室,computer room,전자 계산기 실,tietokone huoneessa,電腦室,salle informatique,sala de ordenadores 

女子更衣室,,,,,,, 

湯沸室,,,,,,, 

空調機械室,,,,,, 

組合事務室,,,,,, 

情報システム課,information system division,정보 시스템과,信息系统課,信息系統課,division système d'information,División de Sistemas 

de Información 

喫煙室,smoking room,흡연실,吸烟室,吸煙室,espace fumeurs,salón de fumar 

会計課,accounts division,회계과,账户課,賬戶課,division contabilidad,División de cuentas 
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