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第1章 SuperMap Objects とは 

 

概要 

 

この章ではコンポーネント式 GIS に関する技術的背景、コンポーネント式 GIS の特徴と

メリット、SuperMap Objects コンポーネント式 GIS の基本的な状況と SuperMap GIS ソフト

ウェアシリーズの構成について紹介するとともに、SuperMap GIS 関連の基本概念、SuperMap 

Objects のオブジェクト構造図に基づいた SuperMap Objects の各コントロールとオブジェ

クトとの関係を紹介する。また「コードの仕様」についても簡単に触れる。 

 

目的 

本章の目的は、第 2 章以降の学習をよりスムーズに進めるために、SuperMap Objects の

技術的背景とオブジェクト構造、及び各オブジェクト間の相互関係を理解することである。 

 

1.1 コンポーネント式 GIS 

1.1.1 コンポーネントとは? 

コンポーネント式 GIS について理解するためには、まずコンポーネント及びコンポーネ

ント関連の技術について理解する必要がある。 

ソフトウェアの関連定義を抜きにすると、文字通りコンポーネントとは全体を構成する

各パーツであり、通常これらのパーツは一般的な基準に基づき定義・生産される。 

ソフトウェアの領域では、コンポーネントは色々と異なる定義がある。あるものは

ActiveX の DLL（または OCX）をコンポーネントと呼び、あるものは DLL の中のクラスをコ

ンポーネントとみなす。ユーザーの角度から見ると、システムの各コンポーネントは削減

したり、分解したり、新たな組み立てができるべきである。分解できるという観点からコ

ンポーネントを分けるのにより習慣化されてきているので、本書では ActiveX の DLL（また

は OCX）をコンポーネントと呼ぶ。 

抽象的に述べると、ソフトウェアの領域におけるコンポーネントは、標準または規範に
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基づきコードを重複して使用する形式であり、通常これらの重複使用は多言語にまたがり

行うことができる。現在比較的重要とされるこの 2つのコンポーネント規範は、Microsoft

定義の COM/DCOM(Common Object Model/Distributed Common Object Model)と OMG(Object 

management Group)定義の CORBA(Common Object Request Broker Architecture)で、業界で

はこれらをコンポーネントプラットフォームと習慣的に呼んでいる。これら 2 つのコンポ

ーネントプラットフォームに基づき、ActiveX と Java Beans の 2 つのコンポーネントオブ

ジェクトモデルがそれぞれ定義・実現される。 

上の 2 つの主なコンポーネント規範以外に、マイクロソフトは.NET で新しいコンポーネ

ント規範 .NET コンポーネントを提供している。 

1.1.2 GIS コンポーネントとコンポーネント式 GIS 

コンポーネント式 GIS とは一連の分解、連携、削減が可能な GIS コンポーネントにより

構成される、高いスケーラビリティを持つ GIS ソフトウェアプラットフォームである。ま

た、いわゆる GIS コンポーネントとは、コンポーネントオブジェクトプラットフォームに

基づいた、標準通信インターフェースを備え、多言語に跨るアプリケーションを許可する

コンポーネント形式で提供される GIS ソフトウェア機能モジュールを指す。 

一般にコンポーネント式 GIS を完全な 終的アプリケーションソリューションとしてみ

なすべきではなく、これはアプリケーションソリューションを作成するツールセットまた

は開発プラットフォームである。 

以上の概念に基づくと、現在流行している製品のいくつかは、実際は GIS コンポーネン

トと呼ぶべきである。なぜなら、これらは一部の GIS 機能モジュールの実現を提供するの

みで、完全な GIS の機能システムを形成していないからである。 

真のコンポーネント式 GIS は一連の GIS コンポーネントから構成され、シンボルのカス

タマイズからマップの可視化、マップ編集・収集から空間データのデータベース作成、主

題図作成からレイアウト出力、データ変換から空間解析、2D から 3D までといった全面的な

GIS 機能を提供するソフトウェアでなければならない。GIS コンポーネントは小規模なソフ

トウェアとみなされがちであるが、コンポーネント式 GIS は完全な GIS 機能システムを形

成することができる必要がある。 

1.1.3 なぜコンポーネント式 GIS を用いるか 

コンポーネント式 GIS ソフトウェアは、広範な GIS 開発者のニーズに更に近いものとな

っており、大きな可能性を備えている。コンポーネント式 GIS のメリットを以下にまとめ

る。 

（1）「柔軟なスケーラビリティ」 コンポーネント式 GIS は GIS 機能のほぼ全てをカバ

ーしており、ユーザーは必要に応じてこれらの機能を選択利用できる。そのため、システ
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ムの機能を強大にすることも、またより簡素化することもでき、弾力的なカスタマイズが

可能である。コンポーネント式 GIS を用いて、個人旅行の案内から国家レベルの大型アプ

リケーションシステムまで開発可能である。 

（2）「優れた拡張性」 コンポーネント式 GIS は主に GIS 関連の機能を集成している。

現在及び将来的なアプリケーションシステムは総合的なアプリケーション技術となり、GIS

はこの中のごく一部にすぎない。同じ規範に基づいた各種コンポーネントはシームレスに

集成でき、ユーザーは他の各種専門コンポーネントを用いて GIS コンポーネントを連携さ

せアプリケーションシステムの機能を実行できる。 

（3）「開発が容易」 コンポーネント式 GIS は標準のコンポーネント技術を用いており、

新の開発言語(VB、VC、Delphi、C#及び VB.NET 等)は全てこれらの規範をサポートしてい

る。そのため、これらの開発言語を熟知していれば開発が可能で、専門の開発言語を習得

する必要がなく、開発が容易である。 

（4）「他のシステムとの統合が容易」 ActiveX 技術を用いたコンポーネントは優れた統

合性を有しており、コンポーネント式 GIS はプログラミング段階において他の機能のコン

ポーネントとの統合が可能である。各コンポーネントはシームレスに統合され、統一され

たプログラムを形成するので、システムの安定性が高い。 

（5）「必要な機能だけを選択」 コンポーネント式 GIS はコンポーネント毎に価格が設

定されており、ユーザーは必要に応じて自由にコンポーネントを選択できる。そのため、

不必要なコンポーネントを購入する必要がなく、リーズナブルな価格で開発が行える。 

コンポーネント式 GIS が優勢を占めているため、コンポーネントに基づいた開発

(Components Based Development, CBD)が既に GIS アプリケーションシステム構築の主流と

なっている。 

1.1.4 SuperMap Objects 紹介 

SuperMap Objects は ActiveX/COM 技術に基づき開発した、コンポーネント式 GIS ソフト

ウェア開発プラットフォームである。 

SuperMap Objects は一連の ActiveX コンポーネントにより構成されており、コアコンポ

ーネント、レイアウトコンポーネント、3D コンポーネント、トポロジコンポーネント、凡

例コンポーネント、データテーブルコンポーネント、ワークスペース管理コンポーネント、

ソフトロック情報コンポーネント、補助コンポーネントなど多くの分解可能なコンポーネ

ントを含むライブラリである。 
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表 1.1 SuperMap Objects コンポーネントの構成 

コンポーネント名 
コンポーネント 

プログラムファイル
機能説明 

コアコンポーネン

ト 
SuperMap.ocx 

地理情報システムの基礎となるコア機能を提供。主にワー

クスペース管理、マルチデータソースアクセス、マップ管

理；マップ表示、主題図作成；属性検索、空間条件・属性

条件による複合検索；図形編集、属性データ編集；大容量

画像データ（MrSID ,ECW）表示、ECW 圧縮、画像レジスタ；

ベクタデータのラスタ化、ラスタデータ処理；ポイントシ

ンボル編集、ラインスタイルと塗りつぶしモデル編集；バ

ッファ領域、オーバーレイ解析、 短・ 適パス解析など。

レイアウトコンポ

ーネント 
SuperLayout.ocx 

マップレイアウトの設計と出力。マップ、スケール、凡例、

方位記号、文字、アートテキスト及びライン、ポリゴンな

ど各種レイアウトオブジェクトに対する各種操作を含む。

空間解析コンポー

ネント 
SuperAnalyst.ocx 

オーバーレイ解析、グリッドサーフェス解析、ネットワー

ク解析などの空間解析機能を提供。 

3Dコンポーネント Super3D.ocx 

TIN と DEM 構築；3D 表示とレイヤー別カラー設定；立体透

視図；正射画像図作成；縞模様の画像；表示、回転と 3D

モデルの表示；浸水シミュレーション；3D の分割、充填・

掘削計算、可視範囲解析。 

トポロジコンポー

ネント 
SuperTopo.ocx 

トポロジエラー処理、ポリゴンの構築、ネットワークトポ

ロジ関係の構築。 

凡例コンポーネン

ト 
SuperLegend.ocx 

レイヤー管理ツール。インタラクティブ方式のレイヤーコ

ントロール、主題図作成、レイヤースタイル設定、表示範

囲の設定等の機能を実現。凡例コンポーネントは他にリス

トボックスとコンプレットリストボックスの 2 種類のレ

イヤーリストコントロールを提供。 

属性テーブルコン

ポーネント 

SuperGirdView.oc

x 

SuperMap レコードセット—soRecordset の可視化 binding

ネットワークコントロール。属性データの内容を直接表示

し編集できる。 

ワークスペース管

理コンポーネント 

SuperWkspManager

.ocx 

ワークスペースのデータソース、データセット、マップ、

レイアウト、ラインライブラリ、シンボルライブラリ等の

可視化管理ツール。 

ソフトロック情報

コンポーネント 
SmxLockInfo.ocx ソフトロックに対する授権情報の取得を提供。 
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補助コンポーネン

ト 
SmxAssistant.dll 

その他の補助開発用の ATL コンポーネント。この中の

IsoResourceManager は 2 進法ファイルをデータベースに

伝達するのとデータベースからファイルをダウンロード

するのに用いる。 

 

SuperMap Objects コンポーネント間は互いに関係しており、また互いに独立している。

この中のコアコンポーネントは基礎となるもので、選択が必須となるコンポーネントであ

るが、その他のコンポーネントはオプションである。 

SuperMap Objects は 12 の ActiveX コントロール、160 以上の AcvtiveX オブジェクトを

提供し、プロパティ、メソッド、イベントなどのインターフェースは全部で 2700 以上ある。

この中のコントロールは、図形ウィンドウ・インタラクティブ・インターフェースを有す

る特殊な ActiveX オブジェクトである。SuperMap Objects に含まれるコントロールを表 1.2

に示す。 

 

表 1.2 SuperMap Objects のコントロールリスト 

コンポーネント名 
コンポーネント 

プログラムファイル 
コントロール 説明 

SuperWorkspace 
ワークスペースコ

ントロール 
コアコンポーネント SuperMap.ocx 

SuperMap 
マップコントロー

ル 

レイアウトコンポーネン

ト 
SuperLayout.ocx SuperLayout 

レイアウトコント

ロール 

空間解析コンポーネント SuperAnalyst.ocx SuperAnalyst 
空間解析コントロ

ール 

3D コンポーネント Super3D.ocx Super3D 
3D 解析と可視化の

コントロール 

トポロジコンポーネント SuperTopo.ocx SuperTopo 
トポロジ処理のコ

ントロール 

SuperLegend 凡例コントロール 

SuperLegendList 
凡例リストコント

ロール 
凡例コンポーネント SuperLegend.ocx 

SuperLegendCombox 

凡例コンボリスト

ボックスコントロ

ール 

5 

 



 

属性テーブルコンポーネ

ント 
SuperGirdView.ocx SuperGridView 

属性データグリッ

ド表示コントロー

ル 

ワークスペース管理コン

ポーネント 

SuperWkspManager. 

ocx 
SuperWkspManager 

ワークスペース管

理コントロール 

ソフトロック情報コンポ

ーネント 
SmxLockInfo.ocx SmxLockInfo 

ソフトロック情

報コントロール 

補助コンポーネント SmxAssistant.dll <なし> ---- 

 

上のコントロール以外に、SuperMap Objects はアプリケーションシステムの規模に応じ

た空間データアクセスエンジンを提供しており、SDB エンジン、MDB エンジン(SuperMap GIS 

5 では読取専用)、SDB＋エンジン、DWG エンジン（読取専用）、DGN エンジン（読取専用）、

SDX+ for Oracle エンジン、SDX for SQL Server エンジン、SDX for Sybase エンジン、SDX

＋for DM エンジン等が含まれる。 

SDB、SDB＋、DWG、DGN の 4 つのファイルエンジンを除き、他の空間データベースエンジ

ンもオプション設定である。大型のアプリケーションシステムは、データベースに基づい

た空間データエンジンのソリューションを選択して用いることができ、選択後これらはコ

アコンポーネントに含まれる。 

 

 

図 1.1 SuperMap Objects コンポーネントの関係図 
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1.1.5 SuperMap Objects GIS の紹介 

2000 年 10 月、「SuperMap 2000 (V2.0)」が SuperMap コンポーネント式ソフトウェアの

初のバージョンとして正式にリリースされた。これは SuperMap シリーズから初めて正式

に発売した GIS ソフトウェア製品である。SuperMap 2000 は二次開発業者向け専門の特殊な

位置付けであり、瞬く間に業界から幅広い注目を集めた。翌年 2001 年にはバージョンアッ

プ版「SuperMap Ⅲ(V3.0)」がリリースされたのに続き、2003 年には名称も新たに「SuperMap 

Objects 2003」、2004 年に全面的にリニューアルされた「SuperMap Objects5 (V5.0)」がリ

リースされるという変遷をたどってきた。 

SuperMap Object はコンポーネント式 GIS ソフトウェアとして日本、中国本土、香港及び

台湾など支持を得ている。また、SuperMap という場合、SuperMap Objects のようなコンポ

ーネント式 GIS を指すだけではなく、広範な GIS ソフトウェアという意味合いを持ち、

WebGIS ソフトウェアプラットフォーム—SuperMap IS.NET、デスクトップ GIS ソフトウェア

—SuperMap Deskpro、組込み式 GIS ソフトウェア—eSuperMap など（表 1.3）が含まれる。 

 

表 1.3 SuperMap GIS シリーズの他の製品 

製品名 紹介 

SuperMap IS.NET 

SuperMap IS.NET（初期バージョンは SuperMap IS）は Internet/Intranet

に基づいた分布式 GIS 製品である。SuperMap IS.NET を使用して、ユー

ザーは高速で Internet GIS Web サイトを構築できるだけでなく、

Intranet に基づいた企業レベルのネットワーク GIS アプリケーション

システムも構築できる。SuperMap IS は一連の新技術を採用しており、

複数のユーザーがアクセスした時の性能、大容量空間データの表示の

点で特に優れている。 

SuperMap Deskpro 

SuperMap 技術に基づき開発されたデスクトップ GIS ソフトウェアで、

データ収集、データ変換、編集、データベース作成、空間データ管理、

トポロジ処理、空間解析、3D モデル作成、3D 可視化、マップ作成など

多くの GIS 機能を備えている。SuperMap Deskpro は操作が便利、低価

格で高性能、多くの機能を網羅しているなどの長所がある。 

eSuperMap 

組込み式デバイスの地理情報システムの開発とアプリケーション向け

の開発プラットフォームである。eSuperMap はメモリの必要量が小さ

い、保存スペースの必要量が小さい、移植性に優れているなどの長所

を備えており、各種ハードウェアデバイスと各種 OS で運行できる。ま

た eSuperMap は 2 次開発をサポートし、組込み式デバイスの地理情報

システムの開発とアプリケーションの理想的なツールである。 
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SuperMap Express 

データ収集、編集と処理者向けのデスクトップソフトウェアで、デー

タフォーマットの変換、空間データと属性データの編集、空間データ

ベース、トポロジデータ処理などの機能が含まれる。SuperMap Express

は編集機能に優れ、多くのデータフォーマットをサポートし、操作が

便利であるなどの特長を備えている。 

SuperMap GIS は国際的な GIS ソリューションであり、日本語版のほか、母体となってい

る中国語版及び英語版、韓国語版がある。 

表 1.4 SuperMap Objects GIS 各製品の第 1 回発売時期 

製品名 中国語（簡体字）版 英語版 日本語版 韓国語版 

SuperMap 

Objects 
2000 年 10 月 2001 年 9 月 2000 年 10 月 2004 年 10 月

SuperMap IS 2001 年 3 月 2002 年 1 月 2001 年 9 月 2001 年 9 月 

SuperMap 

Deskpro 
2001 年 11 月 ---- 2001 年 12 月 2001 年 12 月

eSuperMap 2002 年 5 月 ---- 2002 年 2 月 2002 年 2 月 

SuperMap 

Express 
2003 年 4 月  2005 年 2 月  

 

1.2 SuperMap Objects の基本概念 

本テキストでは、ワークスペース、データソース、データセット、マップ、レイヤーな

どの技術用語がしばしば用いられる。GIS または SuperMap Objects においては、これらの

用語は特殊な意味を持っていることがあるため、これらを正確に理解することにより、本

テキストの内容をより深く、またより早く理解する手助けとなる。 

1.2.1 ワークスペース 

ワークスペースはユーザーの作業環境を管理し、ワークスペースコントロール

(SuperWorkspace)により作成される。ユーザーの作業環境と作業プロセスの操作や処理を

行う全てのデータ(データソース、マップ名、レイアウト、リソースなどの内容を含む)を

保存するのに用いる。 

 ワークスペースは各々のデータソースが相対するワークスペースファイル（拡張

子は*.smw）の相対パス、データソース別名、データソースを開く方式（読取専用、

占有、トランザクション、パスワードの 4 つの方式）などの情報を保存する。ワ
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ークスペースが保存するのはデータソースの相対パスと別名で、データソース全

体を保存・コピーしていないので、ワークスペースファイルはデータソース(ファ

イル)と分けて保存でき、またファイルサイズは通常データソースファイルと比較

して小さい。ワークスペースで使用する空間データはデータソースに保存される。 

 マップはレイヤーで構成されている。ワークスペースのマップはマップの各レイ

ヤーが対応するデータソースとデータセット、表示スタイル、表示スケール、主

題図、マップとレイヤーの状態情報(表示、選択、編集、スナップなど)を保存し

ている。 

 ワークスペースのレイアウトは、引用するマップ及び各作図要素の位置とサイズ

や相互関係（レイヤーの階層、グループになっているかどうか、スケールとマッ

プの対応関係など）を含む、レイアウトの全ての要素を保存している。 

 リソースにはポイントライブラリ、ラインライブラリと塗りつぶしライブラリが

含まれ、いくつかのソフトウェアでは、これらはポイントシンボルライブラリ、

ラインシンボルライブラリ、ポリゴンシンボルライブラリと呼ばれる。 

 ユーザーの作業環境として、同時に 1 つのワークスペースしか許可されない。し

たがって以下の点に注意を要する。1）1 つのアプリケーションプログラムにワー

クスペースコントロールを 2つ以上アップロードしないこと。2）ワークスペース

を開くと同時に他のワークスペースを閉じること。 初に SuperWorkspace コント

ロールを初期化する時、コントロール自身が空のワークスペースを 1つ作成する。

このワークスペースにはデータソース、マップとレイアウトがなく、システムデ

フォルトのリソースがあるだけである。ユーザーがワークスペースを閉じる時

（Closeメソッドを使用）、システムは自動で空のワークスペースを1つ作成する。

したがって、ユーザーがワークスペースを使用する前に、新しいワークスペース

を作成する必要はない。 

 この他、以下の点に注意が必要である。1）マップとレイアウト、リソースなどは

全てワークスペースに直接保存するので、マップとレイアウト、リソースなどの

要素を修正した後、ワークスペースを保存する必要がある。2）使用したのがファ

イルタイプのデータソースの場合、ワークスペースファイルをコピーしたり移動

した時、連動してデータソースファイルをコピーしたり移動する必要があり、両

者の相対パスが変わらないようにする。3）SuperMap Objects GIS のワークスペー

スは、スーパーマップ独自のフォーマット（拡張子 smw）に保存できる以外に、xml

フォーマットにも保存できる。これのファイル拡張子は sxw である。 
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図1.2 ワークスペース管理内容 

 

1.2.2 データソース 

データソースは空間データを保存する場所である。上で述べたように、全ての空間デー

タはワークスペースでなくデータソースに保存される。空間データに対する操作は全て先

にデータソースを開くか取得する必要がある。 

SuperMap Objects は各種のデータソース保存方法をサポートする。詳細は 1.4 のデータ

ソースの紹介を参照のこと。1つのワークスペースで複数のデータソースを開くことができ、

各データソースは異なる別名（Alias）により識別される。 

1.2.3 データセット 

データセットは SuperMap Objects 空間データの基本的な構成単位の 1 つである。通常 1

つのデータソースはタイプが異なる複数のデータセットから構成される。実際のニーズや

データセットの特徴、使用目的の違いに応じてこれらを構成でき、異なるデータソースに

保存できる。SuperMap Objects GIS が提供するデータセットのタイプを表 1.5 に示す。 
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表1.5 SuperMapデータセット 

 タイプ 説 明 要素タイプ 要素長さ 
アイ

コン

非空間

データ

セット 

Tabular 
純属性データセット、

幾何オブジェクトなし
なし なし  

Text テキスト Text 変長  

Point ポイント Point 定長  

PointZ 
3D ポイント（保留デー

タセット） 
PointZ 定長  

Line ライン Line 変長  

LineM ルート LineM 変長 

Network ネットワーク Line + Point 変長  

Region ポリゴン Region 変長  

TIN 不規則三角メッシュ PointZ + PointGL 定長  

ベクタ

データ

セット 

 

CAD 複合データセット 
任意の幾何オブジェ

クト 
変長  

Image 画像 ImgBlock 定長  

Grid グリッド ImgBlock 定長  

DEM 数字標高モデル ImgBlock 定長  

MrSID MrSID 圧縮画像 MrSID 圧縮画像接続 なし  

ECW ECW 圧縮画像 ECW 圧縮画像接続 なし  

ラスタ

データ

セット 

SIT SuperMap 圧縮画像 
SuperMap 圧縮画像接

続 
  

 

データセットを使用する時、以下の数種類のデータセットを区別する必要がある。 

1.2.3.1 ベクタデータセットとラスタデータセット 

データ構造の違いにより、SuperMap Objects データセットをベクタデータセット

（soDatasetVector）とラスタデータセット（soDatasetRaster）の 2 タイプに分けること

ができる。ポイント、ライン、ポリゴン、テキストと 3D ベクタデータセット（TIN など）

のタイプのデータセットデータはベクタデータセットである（図 1.3a）。ラスタデータセ

ットはグリッドまたは画像タイプのデータを保存するのに用い、画像データセット、グリ

ッドデータセット、MrSID データセット、ECW データセットなどのタイプのデータセットは
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ラスタデータセットに属する（図 1.3b）。2 つのタイプのデータセットは同じ SuperMap 

Objects データソースに一緒に保存できる。 

a ベクタデータセット b ラスタデータセット 

図1.3 SuperMap Objectsベクタデータセットとラスタデータセット 

1.2.3.2 複合データセットと単一データセット 

SuperMap Objects は専門のデータセットを採用し、CAD 構造に類似したデータを保存・

管理したり、CAD 用途の空間データを用いたりする。これが複合データセットである（図

1.4 参照）。 

複合データセット（即ち CAD データセット）は、異なるタイプのオブジェクトから構成

でき、1つの CAD データセットにはポイント、ライン、ポリゴンとテキストなどの幾何オブ

ジェクトを保存できる。またポイントデータセット、ラインデータセット、ポリゴンデー

タセット、テキストデータセットなどの単一データセットは同じタイプのデータ(例えばポ

イントデータセットにはポイントオブジェクトしか保存できず、テキスト即ちテキスト幾

何オブジェクトを追加できない)しか保存できない。 

この他、複合データセットの全てのオブジェクトはスタイル（テキストデータセットと

同じ）を保存できる。またポイント、ライン、ポリゴンデータセットなど単一データセッ

トのオブジェクトは全てスタイルを保存せず、単一データセットの表示スタイルは一般に

レイヤースタイルまたは主題図の方式により定義される。 
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図1.4 CADデータセットに各種データタイプとスタイルを保存 

1.2.3.3 ネットワークデータセット 

ネットワークデータセットはネットワークトポロジ関係を持つデータセットを保存する

のに用いる。ネットワークデータセットは単一のポイントデータセット、ラインデータセ

ットと異なり、ネットワークラインオブジェクトを含むだけでなく、ネットワークノード

オブジェクトも含み、他に 2 種類のオブジェクト間の空間トポロジ関係も含む（図 1.5 参

照）。したがってネットワークデータセットは 2 つのサブデータセット（SubDataset）、即

ちノードデータセットとラインデータセットを含む。SuperMap Ⅲ以後のバージョンはネッ

トワークデータセットについて編集できると同時に、自動でこれのトポロジ関係を保護す

る。必要ない場合、トポロジ関係の自動保護機能をキャンセルできる。 

ネットワークデータセットに基づき、経路解析、隣接ノード解析などの各種ネットワー

ク解析を実行できる。 

  

a 道路ラインデータセット b 道路ネットワークデータセット 

図1.5 ラインデータセットとネットワークデータセット 
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1.2.3.4 空間データセットと非空間データセット 

簡単に述べると、図形データのデータセットは空間データセットになり、図形データの

ない純属性テーブルは非空間データセットになる。表 1.5 に列挙したデータセットの中で、

属性テーブル（Tabular）データセットのみが非空間データセットに属し、他は全て空間デ

ータセットである。非空間データセットはレイヤーとしてマップウィンドウに追加表示で

きない。 

属性テーブルデータセットは純属性(Tabular)データを保存、管理するのに用い、属性テ

ーブルデータセットは空間図形データがない（図 1.6 参照）。ユーザーは属性データセッ

トを他のベクタデータセットとデータジョイント（Joint）するなどの操作を実行できる。 

図1.6 属性データセット 

1.2.4 レイヤー 

データセットがマップウィンドウで表示される時レイヤーと呼ばれる｡したがってレイ

ヤーはデータセットを可視化したものである。レイヤーはマップウィンドウの透明な薄い

膜と見なすことができ、マップは透明の薄い膜が重なり形成される。 

一般に 1 つのレイヤーは 1 つのデータセットに対応する。同じデータセットは何回も異

なるマップウィンドウに追加でき、また色々な表示スタイルを与えることができる｡したが

って 1つのデータセットは複数のレイヤーに対応する。 

スタイルを保存していないデータセットについては、表示する時にシステムがデフォル

トのスタイルを与える。スタイルを保存してあるデータセットは各々のセットとオブジェ

クトの設定スタイルで表示される。マップウィンドウのレイヤースタイルは必要に応じて

修正でき、レイヤーのスタイル修正または主題図作成の 2 つの方法で行うことができる。 

表示または非表示、選択可能または選択不可、編集可能または編集不可、スナップ可能

またはスナップ不可に設定するなど、レイヤーの状態はコントロールでき、レイヤーの上

下の順序も変更できる。 
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データセット1 

マップウィンドウ 

レイヤー1 

レイヤー2 

レイヤー3 

データセット2 

データセット3 

空間データソース 

表示 

表示 

表示 

図1.7  データセットをレイヤーとして表示 

 

1.2.5 マップ 

図 1.8 マップ（soMaps） 

 

1 つまたは複数のデータセット（ベクタデータセットまたはラスタデータセット）は一定
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の表示スタイルを与えられ、また SuperMap ウィンドウ、即ちマップウィンドウで表示され、

マップとなる（図 1.8 参照）。マップには各レイヤーの名称、表示スタイル、表示範囲、

レイヤーの状態やレイヤー順序などの情報が定義されている。 

マップのデータはデータソースに由来しており、マップを作成・保存した後でも、対応

するデータソースを削除したりすると、そのマップは根源のないものとなり、ワークスペ

ースからマップを開くことができなくなる。この他、マップを作成した後、例えば対応す

るデータセットのオブジェクトについて空間編集、マップ更新などをするとマップのオブ

ジェクトは即時更新される。 

したがって、マップの概念はリレーショナルデータベース表示の概念に類似しており、

マップ自体にデータセットは保存されていない。マップはデータ自身の内容も含まず、可

視化されたもので、ワークスペースの一部である。マップを保存するには、ワークスペー

スを保存するだけで良い。 

 

1.2.6 レイアウト 

1 つまたは複数のマップをレイアウトウィンドウの適切な位置に置き、マップ名、凡例、

マップスケールなど他の作図要素を補うと、「レイアウト」となる（図 1.9 参照）。レイ

アウトはデジタル化された空間データと紙地図の間の関係をマッピングし、レイアウトコ

ンポーネントはマッピングを行うツールである。 

レイアウトのマップオブジェクトは、本テキストで前述したマップオブジェクトの引用

にすぎず、またマップ定義の内容をコピーしない。したがって引用したマップが変更され

た場合、レイアウトのマップも変更される。データセットの内容が変更された場合、マッ

プ表示されている内容もそれに伴い変わり、 後にレイアウトの内容も変更される。マッ

プと同じように、レイアウトもワークスペースに保存される。 
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図 1.9 レイアウト（Layout） 

 

以上の概念から分かるように、ワークスペース、データソース、データセット、レイヤ

ー、マップ、レイアウト、リソースなどの概念の関係はとても密接である（図 1.10）。 

全体的に見ると、データソースとワークスペースは異なる道理で保存する。データソー

スはファイルまたはデータベースに保存し、ワークスペースは拡張子名が smw または sxw

のファイルに保存する。マップ、レイアウトとリソースもワークスペースに保存される。 

データセット、マップ、レイヤーの関係は非常に密接である。データセットは空間デー

タの構成単位で、データセットの表示方法がつまりレイヤーである。また、このタイプの

表示方式の保存はマップを通して行う。 

 

データソース 

 

データソース名、別名など

レイヤー1

レイヤー2

マップ 

レイアウト

リソースレイヤー3

データセット 1 

データセット 2 

データセット 3 

図 1.10 ワークスペース及びこれの構成部分の関係説明図

ワークスペース 
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1.2.7 レコードセット 

MIS の概念では、レコード(Record) はオブジェクト情報の処理や保存をする基本単位で

ある｡レコードの集合はレコードセット(Recordset)と呼ばれる。SuperMap 空間データの構

成と保存方式の基本単位はレコードである。各々の空間幾何オブジェクトは 1 つのレコー

ドに対応し、このレコードに属性フィールド（または属性列とも呼ばれる）があるだけで

なく、幾何フィールドもある。 

一般的に、レコードセットはデータセットの全てまたは一部のレコードの集合である。

レコードセットは、通常データセットのレコードを任意の条件で選別したものである。行

に対する選別と列（フィールド）に対する選別が可能で、または 2 つを結びつける。レコ

ードセットで任意のレコードを追加、修正または削除した場合、データセットのデータは

相応して変化する。 

MIS 概念のレコードとの重要な違いは、空間データのレコードは一般に特殊な幾何フィー

ルドがあり、幾何オブジェクトの空間位置を保存するのに用いる。同時に、空間データの

レコードは別にいくつかのフィールドがあり、これは GIS ソフトウェアプラットフォーム

のシステムフィールド（SuperMap の“sm”で始まるフィールド）で、これらのフィールド

は特別な説明がない場合、修正する必要はない。 

表 1.6  SuperMap Objects レコードセット構造表 

レコード 

識 別 記 号

（SmID） 

幾何フィールド 

（SmGeometry） 

属性フィール

ド 1 

属性フィー

ルド 2 

……属性フィ

ールド n 

1 幾何オブジェクト 1 1 属性値 1 1 属性値 2 ……1属性値 n 

2 幾何オブジェクト 2 2 属性値 1 2 属性値 2 ……2属性値 n 

……     

N 幾何オブジェクト n N 属性値 1 N 属性値 2 ……n属性値 n 

SuperMap Objects は SuperGridView コントロールを提供し、レコードセットの属性フィ

ールドを専門に binding 表示する。 

1.2.8 幾何オブジェクト 

SuperMap Objects は十数種類の幾何オブジェクトを提供し、常用されるポイント、ライ

ン、ポリゴン、テキスト幾何オブジェクト以外に、複合幾何オブジェクトと CAD で常用さ

れる多種類のパラメータ化された幾何オブジェクトを提供する。例えば、soGeoArc アーク

オブジェクト、soGeoBSpline B スプライン曲線オブジェクト、soGeoCardinal C カーディ

ナル曲線オブジェクト、soGeoCircle 円オブジェクト、soGeoCurve 曲線オブジェクト、

soGeoEllipse 楕円オブジェクト、soGeoEllipseOblique 斜形楕円オブジェクト、
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soGeoEllipticArc 楕円アークオブジェクトなどである。複合幾何オブジェクトは複数の同

じまたは違うタイプのサブオブジェクトから構成されている。 

複合幾何オブジェクトとパラメータ化された幾何オブジェクトは、全てSuperMap Objects

の複合データセット（CADデータセット）にしか置くことができず、タイプ変換

（ConvertToLineまたはConvertToRegionメソッドを使用）により、これらをポリライン化

されたラインまたはポリゴンオブジェクトに変換でき、GISレイヤーに追加し各種解析を行

う。 

1.3 SuperMap Objects オブジェクト構造 

この節では、SuperMap Objects の基本構造とオブジェクト構造図について紹介する。 

1.3.1 コンポーネントオブジェクト関係 

コンポーネントオブジェクト間の関係を理解することは、SuperMap Objects オブジェク

ト構造図を理解する助けとなる。SuperMap Objects コンポーネントが関係するオブジェク

ト関係には Inheritance 関係、Aggregation 関係と Association 関係の 3つが含まれる。 

1.3.1.1 継承関係（Inheritance, Is-A-Kind-Of 関係） 

図 1.11 に示すように、親タイプと子タイプの Inheritance 関係は、SuperMap Objects で

三角形の記号で表わされる。 

soGeometry
(幾何オブジェクト) 

soGeoLine 
(ラインオブジェクト) 

soGeoRegion
(ポリゴンオブジェクト) 

soGeoText
(テキストオブジェクト) 

soGeoPoint
(ポイントオブジェクト) 

図 1.11 SuperMap Objects 幾何オブジェクト間の継承関係 
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1.3.1.2 アグリゲーション関係（Aggregation, Is-Composed-of 関係） 

Aggregation 関係はオブジェクト間の構成関係を表し、菱形の記号で表される。関係を構

成する記号は実際の状況に基づき、更に 3 種類のシンボルに細分化される。例えば A タイ

プのオブジェクトが B タイプのオブジェクトと他のオブジェクトから構成される時、以下

の 3種類の記号で Aタイプオブジェクトと Bタイプオブジェクト間の関係を表す。 

図例 説明 

 1 つの soLayer（レイヤーオブジェク

ト）は soDataset（データセットオブ

ジェクト）を 1つ含む。 

soDataset(データセット)はデータ

を保存するオブジェクトで、soLayer

はマップのレイヤーオブジェクトで

あり、両者は密接な関係がある。1

つのデータセットをマップに追加し

表示する場合、このマップはレイヤ

ーを 1 つ追加する。レイヤーは実際

には表示属性を与えたデータセット

である。これらの表示属性には表示

スタイル (Style) と主題図が含ま

れる。1つのレイヤーは 1つのデータ

セットに対応し、データセットが 1

つあるのみである。 

 1 つの soPJCoordSys（座標系オブジ

ェクト）はゼロまたは 1 つの

soPJGeoCoordSys（地理投影座標系オ

ブジェクト）を含む。 

例えば soPJCoordSys のタイプが、一

般の建築平面図や機械構造図などの

ような普通の平面直角座標系の場

合、soPJCoordSys オブジェクトは

soPJGeoCoordSys オブジェクトを含

まない。例えば soPJCoordSys のタイ

プが地図投影系の場合、これのデー

タと地球の形状は関連し、投影系が

依拠する地理座標系(soPJGeoCoord-

soLayer soDat aset

soPJCoor dSys soPJGeoCoor dSys
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Sys)を指定する必要があり、地球の

半径や扁平率を描写するのに用い

る。  

 1 つの soRecordset（レコードセット

オブジェクト）はゼロまたは複数の

soGeometry（幾何オブジェクト）を

含む。 

レコードセットはデータセット

（soDataset）から Query または

QueryEx メソッドを使用してクエリ

したレコードセットである。レコー

ドセットは幾何オブジェクトを含ま

ず、幾何オブジェクトを含む場合、

この中の各レコードには幾何オブジ

ェクトが 1 つある。したがって、1

つの soRecordset はゼロまたは複数

の soGeometry を含む。 

図 1.12 SuperMap Objects オブジェクト間の 3 種類のアグリゲーション関係 

1.3.1.3 アソシエーション関係（Association） 

アソシエーション関係は、例えばスポーツ選手とバスケットボールの関係、サーバーと

クライアント PCの関係などのように、オブジェクト間のロジック上と概念上の関係を表し、

実線で表示される。 

 

図 1.13 SuperMap Objects 幾何オブジェクト間のアソシエーション関係 

soRecor dset soGeomet r y

soDat aset Vect or soOver l ayAnal yst

1.3.2 データアクセスと空間解析オブジェクト構造 

ワークスペースコントロールは空間データとマルチデータソースアクセス、及びシンボ

ルライブラリ、ラインライブラリとフィルライブラリなどのリソースの管理に使用され、

SuperMap Objects のコアコントロールの一つである。 

ワークスペースでは複数のデータソースを同時に開くか保存できる。したがって、ワー

クスペースからデータソース集合オブジェクト（soDatasources）を取得でき、データソー
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ス集合オブジェクトから必要な任意のデータソース soDatasource を取得できる。各々のデ

ータソースは複数のデータセットを持つことができるので、任意のデータソースからこの

中の全てのデータセットオブジェクト、即ちデータセットオブジェクト集合オブジェクト

soDatasets を取得できる。集合オブジェクトから必要な任意のデータセット soDataset を

取得でき、データセットはデータ構造に基づき、ラスタデータセット（soDatasetRaster）

とベクタデータセット（soDatasetVecter）の 2 タイプに大きく分類できる。通常、GIS で

解析に用いられるデータセットは多くがベクタデータセットタイプである。各々のベクタ

データセットは全て相応するレコードセット（soRecordset）に対応し、レコードデータセ

ットのレコードは各幾何オブジェクト soGeometry 及びこれの属性情報（soFieldValue オブ

ジェクト）に対応する。ベクタデータセットの属性テーブルデータ構造フィールド情報は

soFieldInfo オブジェクトのインターフェースを通して管理できる。 
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soMaps
図 1.14 データアクセスと空間解析オブジェクト構造図 

1.3.3 空間データ可視化（2 次元）オブジェクト構造 

SuperMap マップウィンドウコントロールは、SuperMap Objects のコアコントロールの 1

つであり、主な機能は空間データの表示、基本操作、編集及び空間解析である。 

SuperMap マップウィンドウコントロールはウィンドウ表示ハンドルを提供しており、空

間データを表示できる。主要オブジェクト構造図 1.15 より分かるように、マップウィンド

ウコントロールオブジェクトには、レイヤー（soLayers）、トラッキングレイヤー

（soTrackingLayer）、選択セット（soSelection）の 3つの主要なオブジェクトがある。レ

イヤーはマップウィンドウで空間データを表示する「透明な薄いシート」のようなもので
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あり、マップウィンドウでの空間データの表示はレイヤー方式で行われる。1つのマップウ

ィンドウでは複数の空間データを表示でき、複数のレイヤーに対応する。レイヤーのデー

タセットに対する表示は主題図により実行され、SoThem で始まる名前のオブジェクトは、

主題図作成オブジェクトである。レイヤーの上層には他にトラッキングレイヤーがあり、

通常はマップウィンドウのアクティブな空間オブジェクトを表示するのに用いる。選択セ

ットはマップウィンドウの任意のレイヤー上で、選択状態でハイライト表示される全ての

オブジェクトの集合であり、ロジック上の意味のオブジェクトである。これの実際の本質

はベクタデータセットのオブジェクト集合またはレコードセットである。 

 

図 1.15 データ可視化オブジェクト構造図 

1.3.4 幾何オブジェクト及びこの関連オブジェクト構造 

幾何オブジェクトは空間編集の主要なオブジェクトであり、関連する主要なオブジェク

トや相互関係を理解するのはシステムの開発に有利である。幾何オブジェクトが関係する
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オブジェクト構造図 1.16 より分かるように、soGeometry は全ての幾何オブジェクトの親タ

イプである。これの子タイプにはポイント幾何オブジェクト（soGeoPoint）、ライン幾何オ

ブジェクト（soGeoLine）、ポリゴン幾何オブジェクト（soGeoRegion）、テキスト幾何オブ

ジェクト（soGeoText）及びパスオブジェクト（soGeoPath）、複合幾何オブジェクト

（soGeoCompound）及び円、アーク、楕円、斜形楕円などのパラメータ化されたオブジェク

トが含まれる。 

幾何オブジェクトは表示する時、色々な表示スタイル（soStyle または soTextStyle）を

与えることができる。この他、幾何オブジェクト間には、内包、インターセクション、イ

コール、分離、オーバーレイ、隣接などの複雑な空間位置関係（soSpatialRalation）が含

まれる。空間操作オブジェクト soSpatialOperator により、例えば幾何オブジェクトのイ

ンターセクト、ユニオン、ディファレンス、対称エラー、またはそれ自身のボーダー、バ

ッファ領域、Convex Hull、分裂演算など、幾何オブジェクト間の空間演算を実行できる。

幾何オブジェクトは一定の条件に基づき、soGeometrist オブジェクトを用いて簡単な幾何

演算を実行できる。任意の幾何オブジェクトについて、Bounds プロパティによりこれの外

接矩形を取得できる。 

実際には、ポリゴン幾何オブジェクト（soGeoRegin）、ライン幾何オブジェクト

（soGeoLine）とポイント幾何オブジェクト（soGeoPoint）の間には密接なトポロジ関係が

ある。ポリゴンオブジェクトとラインオブジェクトは全て複数のポイントオブジェクトの

位置により確定され、逆にポリゴンオブジェクトとラインオブジェクトによりこれらのオ

ブジェクトを構成するノードの位置を取得できる。図 5.5 にポイント、ライン、ポリゴン

幾何オブジェクトの単一ポイントセットオブジェクト（soPoints）と単一ポイントオブジ

ェクト（soPoint）により相互変換した主要なインターフェースとプロセスを表す。 

25 

 



 

soGeoArc
(アークオブジェク

ト）

soGeoArc
(アークオブジェク

ト）

 

図 1.16 幾何オブジェクト構造図 

1.3.5 レイアウトオブジェクト構造 

SuperLayout コントロールはマップレイアウトと出力用に一連のインターフェースを提

供している。まず、レイアウトコントロールはウィンドウハンドルを提供しており、マッ

プ作成要素の調整にレイアウトを提供している。レイアウトの設定はロジックページ

（soLytPage オブジェクト）で行い、soLytRuleLines オブジェクトにより一定のルーラー

ラインを設定する。 

次に、レイアウトコントロールはマップ作成要素オブジェクト（即ちレイアウト要素

soLytElement）を提供しており、レイアウトに色々なタイプのレイアウト要素を追加する

のに用いる。SuperLayout の一連のマップ作成要素オブジェクトには出力するマップ

（soLytMap）、スケール（soLytMapScale）、凡例（soLytLegend）、方位記号（soLytDirection）、

マップ名テキスト（soLytText）、テーブル（soLytTable）及びポイント（soLytPoint）、ポ

リライン（soLytPolyLine）、ポリゴン（soLytPolygon）、楕円（soLytEllips）、円（soLytCircle）

などの幾何図形要素オブジェクトが含まれる。これらのマップ作成要素はグループにでき、

統一して位置調整できる。全てのマップ作成要素の中で、 も重要なマップ作成要素はマ

ップ要素 soLytMap であり、マップ要素と密接に関連するのは凡例とスケール要素である。

複数のマップ作成要素はマップ作成要素セット（soLytElements）を構成し、これらのマッ

プ作成要素はレイアウト上で選択状態にでき、選択された処理するオブジェクトは全てオ
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ブジェクト soLytSelections に保存される。選択セットの全てのオブジェクトは、実際は

レイアウト要素である。 

 

L tP図 1.17 レイアウトオブジェクト構造図 

1.3.6 投影オブジェクト構造 

SuperMap Objects の投影サブシステムには、国内外でよく用いられる基本投影タイプが

含まれている。任意の投影方法に基づいた地理座標から投影平面の平面座標への変換、及

びこれと逆のインターフェースを備えており、ユーザーは現在ある各種座標系のデータソ

ースを十分に利用できる。 

soPJT
(投影変

ク

soPJTra
(投影変換

クト
 

図 1.18 投影オブジェクト構造図 
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1.4 SuperMap 空間データエンジンについて 

SuperMap Objects は独特なマルチソース空間データシームレス集成技術を採用しており、

各種空間データエンジンを提供している。実際のアプリケーションでは、アプリケーショ

ンシステムのニーズに基づき、適切なデータエンジンを 1つまたは複数選択する。 

1.4.1 SDB エンジン 

SDB エンジンはファイルタイプの空間データエンジンで、ファイル + データベースを合

わせた保存方式を採用している。 

SDB エンジンのデータプロジェクトには 2つのファイルが含まれ、拡張子が SDB のファイ

ルは空間データを保存し、OLE 複合ドキュメント技術を採用している。拡張子が SDD のファ

イルは属性データベースで、Access の MDB データベースフォーマットを採用している。SDB

ファイルは複合ドキュメント技術を採用しているので、1つの SDB プロジェクトに複数のデ

ータセットを保存する能力を提供している。 

注意：予期せぬエラーを避けるため、安易に Access を使用して SDD ファイルを直接読み

書きしないようにする。 

SDB エンジンは複数のユーザーが読み取りアクセスできるのみで、書込み操作ができるの

は 1人のみである。SDB は主に中型・小型のシステムとデスクトップアプリケーション向け

である。 

1.4.2 SDBPlus エンジン 

 SuperMap Objects 5 より追加された、SDB エンジンを増強したエンジンである。新しい

データ保存構造と空間インデックス方式を採用しており、速度、効率の向上が図られてい

る。中型・小型のシステムに適している。 

1.4.3 DGN エンジン 

DGN エンジンもファイルに基づく空間データエンジンであり、SuperMap Objects で初め

て他のソフトウェアデータフォーマットへのアクセスを実現したエンジンである。DGN エン

ジンは直接 MicroStation DGN データファイルにアクセスする能力を提供している。DGN エ

ンジンは読取専用エンジンで、DGN データソースのデータを使用できるが、編集の機能は提

供しない。 

1.4.4 DWG エンジン 

DGN エンジンと同じように、DWG エンジンは AutoCAD の DWG データファイルに直接アクセ
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スする能力を提供する。DWG エンジンも読取専用エンジンである。 

1.4.5 SDX for SQL Server エンジン 

SQL Server エンジンは大型データベース SQL Server に基づいた純リレーショナルデータ

ベース空間エンジンである。空間データと属性データのシームレスな構成を実現し、大デ

ータ量の管理、複数ユーザーの読み書きアクセス、ショートトランザクションとロングト

ランザクション処理をサポートし、厳格な権限管理がある。SQL Server エンジンは大型の

空間データアプリケーションの構築に適合する。 

1.4.6 SDX＋ for SQL Server エンジン 

SQL Server に対応する SDX+空間データベースエンジン。 

1.4.7  SQL Server に対応する SDX+空間データベースエンジン 

SDX for Oracle Spatial と SDX for Oracle には違いがある。SDX for Oracle Spatial

は Oracle 定義の Oracle Spatial データ保存方法を採用している。Oracle Spatial はテキ

スト、ネットワーク、TIN、DEM などのデータに対する保存を現在サポートしていないので、

SDX for Oracle Spatial もこれらの機能をサポートしない。 

1.4.8 SDX for Oracle Spatial エンジン 

SDX for Oracle Spatial と SDX for Oracle には違いがある。SDX for Oracle Spatial

は Oracle 定義の Oracle Spatial データ保存方法を採用している。Oracle Spatial はテキ

スト、ネットワーク、TIN、DEM などのデータに対する保存を現在サポートしていないので、

SDX for Oracle Spatial もこれらの機能をサポートしない。 

1.4.9 SDX+ for Oracle エンジン 

SDX+ for Oracle は SuperMap の第 3世代空間データベース技術を採用しており、SDX for 

Oracle と比較すると、SDX+ for Oracle はデータ保存フォーマットと空間インデックス技

術において刷新された設計を行い、空間データアクセススピードとデータ量のサイズ管理

が大きく向上した。SDX+ for Oracle は SuperMap Objects 3.1 バージョンより発布し、発

布時は SuperMap Objects スピードが も速いデータベースに基づいた空間データエンジン

である。 
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1.4.10 SDX+ for Sybase エンジン 

 Sybase データベースに対応する SDX+空間データベースエンジン。 

1.4.11 SDX+ for DM エンジン 

 DM（デーモン）データベースに対応する SDX+空間データベースエンジン。 

 

1.5 SuperMap Objects サンプルコードライブラリについて 

このテキストは SuperMap Objects のコンポーネント毎に章を立てている。各章では、各

機能を紹介した上で、多くのサンプルコードを提供しているので、それぞれの内容を理解

する上で手助けとなり、また、GIS の各種機能を簡単に実現することが可能である。 

また、このテキストに関連したプログラム例として「SuperMap Objects サンプルプログ

ラムライブラリ」がある。このサンプルプログラムライブラリは、SuperMap 開発チームが

2次開発者のために作成したサンプルプログラムを集めたものである。このサンプルプログ

ラムライブラリ中のサンプルプログラムでは SuperMap Objects の多くの機能を実現してい

るので、これらのサンプルプログラムを研究することにより SuperMap Objects をより深く

理解することができる。 

サンプルプログラムライブラリには 50 近い Visual Basic サンプルプログラム、30 以上

の Delphi サンプルプログラム、30 以上の Visual Basic.NET サンプルプログラムが含まれ、

各々のプロジェクトは全て特定の機能を実行する。これらはプログラムが簡単で理解しや

すいため、初級者の入門学習に適するばかりでなく、2次開発者の実際のニーズを満たすこ

とができるものと考えられる。さらに、SuperMap Objects は、完全なデスクトッププログ

ラムサンプル（VB コード）を提供している。ここで利用されているコントロール、オブジ

ェクト、及びオブジェクトのプロパティやメソッドが極めて多く、アプリケーションプロ

グラム構築の手本とでき、さらには直接これを基礎としてアプリケーションシステムを開

発できる。 

1.6 コードの仕様 

各種プログラミング言語のテキストでは、通常プログラミング時のコードの仕様を推奨

している。これらの仕様は強制的ではないが、同じコード仕様を採用するとコードの読み

取りを高めるだけでなく、不規則なコードによりもたらされる各種問題を避けることがで

き、プログラミングの効率を高めることができる。VB に関する仕様については、関連書籍
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を参照のこと。ここでは SuperMap に関連する仕様のみを説明する。 

1.6.1 Option Explicit ステートメントの使用 

VB では変数に対し、明示的な宣言を強制している。変数使用時に明示的な宣言を使用し

ない構造もサポートされているが、プログラムが複雑な場合、様々な問題を引き起こすこ

とが多い。そのため、変数の強制的な明示的宣言を強く勧める。 

1.6.2 ローカル変数の使用 

可能な限りローカル変数を使用し、変数の影響を一定の範囲内に抑えるようにする。ど

うしてもグローバル変数を使用する場合、使用された個所に明確な説明を加えるべきであ

る。 

1.6.3 オブジェクトの使用に関する注意 

オブジェクトタイプの変数を使用する前にまず、そのオブジェクトが有効かどうか

（Nothing になっているかどうか）を判断しなければならない。また、そのオブジェクト

が不要になった時、Set キーワードで変数を Nothing に設定しなければならない。 

1.6.4 SuperMap Objects 変数についての説明     

利便性の理由から、SuperMap Objects では統一した命名規則を採用している。SuperMap 

Objects のオブジェクトは｢so｣を接頭語とし、その後に実際の内容を示す変数名が追加され

ている。なお、｢so｣は SuperMap Object の略である。例えば soOverlayAnalyst は SuperMap 

Objects でオーバーレイ解析に用いられるオブジェクトを表している。 

SuperMap Objects の列挙型変数は｢se｣を接頭語としている（これは SuperMap Objects 

Enum の略である）。例えば，seOverlayMode はオーバーレイ解析の列挙型変数を表している。 

SuperMap Objects の定数は｢sc｣を接頭語としている（これは SuperMap Objects Constant

の略である）。また、3 番目のアルファベッドが列挙型変数の 初のアルファベッドと同じ

であること多い。（例：scaCircleSelectと scaSelectは seAction列挙型変数の定数である。） 

1.6.5 終了前の注意事項 

システムを終了する前に、オブジェクト変数を全て開放し、コントロール間の接続を閉

じ、リソースを閉じることが必要である。 

（アプリケーションシステムでは SuperMap Objects のコアコントロールのみ使用し、

SuperMap1、SuperWorkspace1 と命名したと仮定する） 
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SuperMap1.Close                   // SuperMap を閉じる 

SuperMap1.Disconnect                //接続を閉じる 

SuperWorkspace1.Close               //ワークスペースを閉じる 

 

凡例コントロールを使用している場合、上のコードを以下のように変える。 

     

SuperLegend1.Clear   //凡例スペースをクリアする 

    SuperLegend1.Disconnect  

//凡例コントロールとマップコントロールの接続を閉じる 

 

SuperMap1.Close                   // SuperMap を閉じる 

SuperMap1.Disconnect                //接続を閉じる 

 

SuperWorkspace1.Close               //ワークスペースを閉じる 

 

レイアウトコントロール、3D コントロールを使用した場合、これに類推して処理する。 

1.7 演習問題 

1. コンポーネント式 GIS と GIS コンポーネントは、どのような違いや関係があるか？ 

2. コンポーネント式 GIS にはどのようなメリットがあるか? 

3. SuperMap にはどのようなコントロールがあるか？ 

4. データセットとレイヤーには、どのような違いや関係があるか？ 

5. SuperMap はどのような空間データエンジンを提供しているか？この中で、ファイル

に基づいたエンジン、データベースに基づいたエンジン、読取専用のエンジンはどれか？ 
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第2章 SuperWorkspace データ管理コントロール 

 

概要 

 

本章は、SuperMap Objects コンポーネント式 GIS のコアコントロールの 1 つである

SuperWorkspace（ワークスペースコントロール）のオブジェクト構造と主要機能について

紹介する。 

 

目的 

 

本章では、以下の内容を学習することができる。 

 ワークスペースの概念 

 ワークスペースにおける 4つの要素間の関係：データソース（Datasources）、デー

タセット（Dataset）、マップ（Map）、レイヤー（Layer） 

 インデックス、または名前を使用して、データソースまたはデータセットにアクセ

スする方法 

   異なるデータソースファイルを開く方法、作成する方法 

 SuperMap Objects の中の異なるタイプのデータセットを作成する方法 

 SuperMap Objects データベースを修正する方法 

 他のシステムのデータを、SuperMap Objects がサポートするフォーマットに変換す

る方法 

 SuperMap Objects のデータを、他のシステムのデータフォーマットに変換する方法 

 

 

2.1 SuperWorkspace コントロールとは 

SuperWorkspace コントロールは、SuperMap Objects コンポーネント式 GIS のコアコント

ロールの 1 つで、ワークスペースファイルの作成・保存、データソースファイルの作成・

リカバリー・圧縮、データセットの作成、データベースの管理など、データ管理を主要な

機能としている。SuperMap Objects の他のコントロールで使用するデータは全て
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SuperWorkspace コントロールから取得しなければならない。また、SuperWorkspace コント

ロールは、既存のラインライブラリファイル（*.lsl）、シンボルライブラリファイル（*.sym）､

ポリゴン塗りつぶしモデルライブラリ（*.bru）のインストール、フォントファイルのイン

ストール/アンインストールなど、SuperMap コントロールが正常に動作するための補助処理

も行う。 

SuperMap Objects のデータ構造において、ワークスペースは重要な概念である。ワーク

スペースは、同じプロジェクト（またはトランザクション）における作業環境の集合であ

る。これには、データソースの情報（保存場所、識別名、形式）、マップ（主題図を含む）、

レイアウト（1つまたは複数）、リソース（ラインライブラリ、シンボルライブラリ、塗り

つぶしモデルライブラリ）などが含まれる。ワークスペースを良好な状態に構成し、ワー

クスペースファイルとして保存すると､次に作業する時に素早く前回の作業環境にリカバ

リーし､既存の作業成果を 大限に利用でき効率が上がる。 

 

図 2.1 SuperMap 作業処理 

データを分析･処理し､いろいろな

形式の成果を生成する。 

ワークスペース

ﾃﾞｰﾀ 
ﾏｯﾌﾟ 

ﾚｲｱｳﾄ 
ﾘｿｰｽ 

他のコントロールはワークスペースからデ

ータを取得してマップとして表示。

ﾏｯﾌﾟｳｨﾝﾄﾞｳ 

3D ｳｨﾝﾄﾞｳ 

凡例ｳｨﾝﾄﾞｳ

普通マップ 画像 
表･ｸﾞﾗﾌ 

成果発表｡ 

製図印刷 

ﾈｯﾄﾜｰｸ電子ﾏｯﾌﾟ 

意思決定報告 
その他 

主題図 
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SuperWorkspace と他のコントロールとの関係（GIS 活用プロジェクト全体のワークプロ

セス）は図 2.1 に示すとおりである。 

 

2.2 SuperWorkspace コントロールのオブジェクト構造 

SuperWorkspace コントロールは、ユーザーのデータ管理を容易にするために、一連のメ

ソッドとプロパティを提供している。SuperWorkspace コントロールの構造は図 2.2 に示す

とおりである。 

図 2.2 SuperWorkspace コントロールの構造 

 

2.3 ワークスペースファイルの管理 

2.3.1 新しいワークスペースを作成する 

SuperMap Objects では、ユーザーが 初に SuperWorkspace コントロールを初期化した際、

自動的に空のワークスペースが一つ作成される。このワークスペースにはデータソース、

マップ、レイアウトがなく、システムデフォルトのリソースがあるのみである。そして、

ユーザーが（Close メソッドで）ワークスペースを閉じる際、再び空のワークスペースが 1

つ自動的に生成される。 

システムによって作成されるデフォルトのワークスペースは、そのまま使用可能である。
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したがってユーザーはワークスペースを作成する必要がなく、実行した作業をワークスペ

ースファイルに保存し（SuperWorkspace.Save、SuperWorkspace.SaveAs メソッドを使用）、

閉じ（SuperWorkspace.Close メソッドを使用）、それを再び開く（SuperWorkspace.Open メ

ソッドを使用）ことが可能である。なお、ユーザーは SuperWorkspace.Create でワークス

ペースを作成することも可能である。 

2.3.2 既存のワークスペースを開く 

ワークスペースファイルには、保存した際のユーザーの作業環境が保存されているため、

ワークスペースを開いた際、前回の作業環境を復元させることができる。以下はVBの共有

ダイアログボックスを使用して、既存のワークスペースファイルを開く操作例である（各

プラットフォームにSuperMap Objectsをアップロードする方法については《SuperMap 

Objects 5 開発入門ガイド》を参照）。 

 

VB の中で新しいプロジェクトを作り、ウィンドウに共有ダイアログボックスコントロー

ル(cdlFile)、コマンドボタンコントロール(cmdOpen)、SuperWorkspace(SuperWorkspace1)

コントロールを 1 つずつ加える（注意：1 つのプロジェクト中の SuperWorkspace コントロ

ールは 1つのみ）。なお、レイアウトは下記の通りである。 

図 2.3  ウィンドウレイアウト 

SuperWorkspace コントロール

コマンドボタン 

共有ダイアログボックス 
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cmdOpen の Click イベントにワークスペースファイルを開くためのコードを加える。 

Private Sub cmdOpen_Click() 

   Dim strFileName As String       'ファイル名 

   Dim bOpenStatus As Boolean      '開いた結果 

   '共有ダイアログボックスパラメータを設定する 

   cdlFile.DialogTitle = "ワークスペースファイルを開く"             

  'ダイアログボックスのタイトル 

   cdlFile.InitDir = App.Path 'ファイルの初期ディレクトリをアプリケーション 

プログラムのディレクトリに設定する 

   cdlFile.Filter = "SuperMap ワークスペースファイル(*.smw)|*.smw" 

'ファイルの拡張子を設定する 

   cdlFile.ShowOpen   

'ファイルを開く共有ダイアログボックスでファイル名が有効かどうかを確認する 

   If cdlFile.FileName <> ““ Then 'ファイル名が Null であれば操作を取り消す 

      strFileName = cdlFile.FileName 

   Else  

      Exit Sub 

   End If 

   'ワークスペースファイルを開き、結果を返す 

   bOpenStatus = SuperWorkspace1.Open(strFileName) 

   If  bOpenStatus  Then 

      MsgBox "ワークスペースファイルを開くことに成功しました!" 

   Else 

      MsgBox "ワークスペースファイルを開くことに失敗しました!" 

   End If   

End  Sub 

  

2.3.3 ワークスペースを保存する 

SuperWorkspace コントロールは、以下の 2 つの方法でワークスペースを保存することが

できる。 

 

Function Save() As Boolean 

Function SaveAs(strWorkspaceName As String, bFailIfExists As Boolean) As Boolean 
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Save は、ワークスペースを現在の名前で保存する場合に用い、一方、SaveAs はワーク

スペースの名前を指定して保存する場合に用いる。strWorkspaceName パラメータは別名で

保存するワークスペースファイル名である。パラメータ bFailExist は既に存在するファイ

ルに上書きすることができるかどうかを表す。bFailExist=True は既に存在するファイル

に上書きすることが不可であることを表し、bFailExist=False は既に存在するファイルに

上書きすることが可能であることを表す 。 

SuperWorkspace コントロールのプロパティ Modified は、ワークスペースが変更されたか

どうかを返す。Modified=True はワークスペースが変更されているが保存されていないこと

を表し、Modified=False はワークスペースが変更されていないことを表す。 

また、SuperMap Objects では、ワークスペースを*.sxw フォーマットで保存することが

できる。このファイルフォーマットは XML フォーマットに類似しており、テキストエディ

タで開き修正することが可能である。上述した SaveAs メソッドで、 後のオプションパラ

メータ bXmlFormat が True の場合、sxw フォーマットに保存することを表し、False の場合、

sxw フォーマットに保存しないことを表す。 

以下はアプリケーションプログラムを閉じたとき、ワークスペースに変更があったかど

うかを確認し、変更がある場合、ユーザーの選択に基づいて、ワークスペースを保存する

かどうかを決定する例である。 

（注）：VB の処理ウィンドウを閉じるイベントコードは Form_Unload(Cancel As Integer)

イベントの中に書いておくべきである。 

 

Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer) 

    Dim bIsModified As Boolean 'ワークスペースの変更をチェックするために用いる 

    Dim nRespond As Integer    'ユーザーの選択をレシーブするために用いる 

    

    'ワークスペースの状態を取得する 

    bIsModified = SuperWorkspace1.Modified 

    'ユーザーの選択をレシーブする 

    If bIsModified Then 

      nRespond = MsgBox( 

"ワークスペースが既に変更されています。保存しますか。", vbYesNoCancel) 

    'ユーザーの選択に基づいて処理を行う 

       Select Case nRespond 

           Case vbYes: 

               SuperWorkspace1.Save 

           Case vbNo: 

               Exit Sub 
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           Case vbCancel: 

                Cancel = -1      'ウィンドウを閉じる操作をキャンセル 

           Case Else 

                 Cancel = -1 

        End Select 

     End If 

 

End Sub 

2.3.4 ワークスペースを閉じる 

SuperWorkspaceのCloseメソッドを使用すると、ワークスペースを閉じることができる。

しかし、ワークスペースを閉じる前にプログラム上でワークスペースのデータを使用して

いるすべてのウィンドウを閉じなければならない。これを行わない場合、予測できないエ

ラーが発生する可能性がある。以下はワークスペースを閉じる手順である。 

（１） レコードセットを閉じる。 

（２） SuperWorkspace コントロールを閉じる前に、SuperMap の全てのレイヤー（Layer）

を削除する。 

（３） SuperWorkspace コントロールを閉じる前に、SuperMap、SuperMap3D などのコントロ

ールを閉じ、そして SuperWorkspace との接続を切断し、 後にワークスペースの全

てのデータソースを削除する。 

ワークスペースを閉じる際、SuperWorkspace の Modified プロパティを通じてワークスペ

ースの状態を確認することができる。これにより、ワークスペースを閉じる前に保存する

必要があるかどうかを確認することが可能である。 

 

2.4 ワークスペースのデータを表示する 

この節では、ワークスペースで開いているデータソースの名前、ワークスペースに保存

されているマップやレイアウトの名前など、ワークスペースに関する情報の表示を行う（ワ

ークスペースで使用しているシンボルライブラリファイル、ラインライブラリファイル､フ

ォントテキスト等、その他の情報も追加可能）。前節のプロジェクトにさらに 3つのリスト

ボックスコントロール、2 つのコマンドボタン、3 つのラベルコントロール、1 つのフレー

ムコントロールを追加する。なお、レイアウトは図 2.4 に示すとおりである。 
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図 2.4 プロジェクトレイアウト 

表示ボタン

マップリスト 

レイアウトリスト 
データソースリスト 

 

ワークスペースの情報を表示するために表示ボタン（cmdShow）の Click イベントに次の

コードを追加する。 

Private Sub cmdShow_Click() 

    Dim objDatasources As soDataSources          'データソース集合オブジェクト 

    Dim objDatasource As soDataSource           'データソースオブジェクト 

    Dim i As Integer                            '循環変数 

    Dim objMaps As soMaps                       'マップ集合オブジェクト 

    Dim objLayouts As soLayouts                 'レイアウト集合オブジェクト 

     

   'ワークスペースのデータソース集合オブジェクトを取得する 

    Set objDatasources = SuperWorkspace1.Datasources 

   'データソース集合のデータソースがゼロでなければリストボックスに追加 

    If objDatasources.Count <> 0 Then 

        'リストボックスをクリアする 

        lstDatasource.Clear 
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        'データソースの識別名(Alias)を順次データソースのリストボックスに追加 

        For i = 1 To objDatasources.Count 

        'データソースを取得 

            Set objDatasource = objDatasources.Item(i) 

            'リストボックスにデータソースの識別名を追加する 

            lstDatasource.AddItem objDatasource.Alias 

        Next i 

    End If 

     

    '以下、同様にマップとレイアウトを追加する 

    Set objMaps = SuperWorkspace1.Maps 

    If objMaps.Count <> 0 Then 

       lstMap.Clear 

       For i = 1 To objMaps.Count 

         lstMap.AddItem objMaps.Item(i) 

       Next i 

    End If 

     

    Set objLayouts = SuperWorkspace1.Layouts 

    If objMaps.Count <> 0 Then 

       lstLayout.Clear 

       For i = 1 To objLayouts.Count 

         lstLayout.AddItem objLayouts.Item(i) 

       Next i 

    End If 

      

    'オブジェクトをクリアする 

    Set objDatasources = Nothing 

 Set objDatasource = Nothing 

  Set objMaps = Nothing 

    Set objLayouts = Nothing 

End Sub 
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2.5 ワークスペースのデータにアクセスする 

本節では、ワークスペースからアクティブにデータを取得する方法、つまり、名称を指

定してデータソースオブジェクトを生成または取得する方法を学ぶ。 

GIS のデータ量は膨大であるため、すべてのデータを一度に読み込むと必要以上にシステ

ムリソースを使用してしまい、システムの性能を低下させてしまう。この問題を解決する

ために、全てのデータのリンク情報のみを読み込み、データの詳細情報（例えば座標と属

性）は、必要に応じて読み込むという方法が採用された。この方法に基づいて、SuperMap 

Objects では SuperWorkspace コントロールにデータのリンク情報のみが保存される。その

ために、実際にデータを取得する際は、まずワークスペースからデータ要素の名称を読み

取り、その名称に基づいて関連するデータを取得する。 

次の例は、前節の例を多少変更し、与えられたデータソース名からデータソースオブジ

ェクトを取得し、その中のデータセット名をリストアップする例である。 

なお、このサンプルプログラムのユーザーインターフェースは下図の通りである。 

 

 

図 2.5 プロジェクトレイアウト図 

データセットリスト 

データソース・プルダウ

ンコンプレットボックス
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まず、ワークスペースの中のすべてのデータソース名をデータソース・プルダウンコン

プレットボックスに追加する必要がある。これを行うために、表示ボタン(cmdShow)の Click

イベントに次のコードを追加する。 

 

Private Sub cmdShow_Click() 

     

    Dim objDatasources As soDataSources        'データソースオブジェクト 

    Dim i As Integer                           '循環変数 

     

    'データソースオブジェクトを取得する 

    Set objDatasources = SuperWorkspace1.Datasources 

    'データソース集合の中にデータソースがあるかどうかを判断する 

    If objDatasources.Count = 0 Then 

       MsgBox "ワークスペースにデータソースがありません！", vbInformation 

       Exit Sub 

    End If 

    'データソースの名称（識別名）を追加する 

    cmbDatasources.Clear 

    For i = 1 To objDatasources.Count 

    ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

    '注意：以下のステートメントはデータソースのインデックス（i）を通じて 

個別のデータソースにアクセスする 

    'データソースに対してデータソースの識別名でアクセスすることも可能。 

    ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

        cmbDatasources.AddItem objDatasources.Item(i).Alias 

    Next i 

    'コンプレットボックスの表示内容を 初に追加した要素に設定 

    cmbDatasources.ListIndex = 1 

    ‘オブジェクト変数をリリースする 

  Set ObjDatasources = Nothing 

End Sub 

 

以上のコードにより、ワークスペース内における全てのデータソースの識別名が、デー

タソース・プルダウンコンプレットボックスの中に追加される。次に、任意のデータソー

スが選択された際に、その選択したデータソース内の全てのデータセット名を、データセ
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ットリストの中に表示する処理を行う必要がある。この処理を行うために、コンプレット

ボックスの Click イベントに次のコードを追加する。 

 

Private Sub cmbDatasources_Click() 

     Dim objDatasources As soDataSources         'データソース集合オブジェクト 

     Dim objDatasource As soDataSource           'データソースオブジェクト 

     Dim strDatasourceAlias As String              'データソース識別名 

     Dim objDatasets As soDatasets                   'データセット集合 

     Dim objDataset As soDataset                       'データセット 

     Dim i As Integer                                  '循環変数 

      

     'データソース・プルダウンコンプレットボックスでデータソースの識別名を取得す

る 

     strDatasourceAlias = cmbDatasources.Text 

     ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

     'データソースの識別名を使用してデータソースオブジェクトを取得する。 

     '（インデックスを使用しない）  

     ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

     Set objDatasources = SuperWorkspace1.Datasources 

     Set objDatasource = objDatasources(strDatasourceAlias) 

     '或いは以下のステートメントに改める''''''''' 

     'Set objDatasource = objDatasources.Item(strDatasourceAlias) 

     '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

     'データソースオブジェクトが有効かどうか判断する 

  If objDatasource Is Nothing Then 

      MsgBox " データソースの取得に失敗しました。_ 

データソース名が無効か、システムエラーが発生しました！",vbInformation 

      Exit Sub 

  End If 

      

'データソースオブジェクトにデータセットオブジェクトが存在するかを判断する 

'（lstDatasets はリストボックスコントロール） 

  Set objDatasets = objDatasource.Datasets 

  If objDatasets.Count = 0 Then 

     lstDatasets.Clear 

     lstDatasets.AddItem "データソースにデータセットがありません！" 
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     Exit Sub 

  Else 

     lstDatasets.Clear 

     For i = 1 To objDatasets.Count 

        Set objDataset = objDatasets.Item(i) 

        lstDatasets.AddItem objDataset.Name 

     Next i 

  End If 

'オブジェクト変数をリリース 

     Set ObjDatasources = Nothing 

     Set ObjDatasource = Nothing 

     Set ObjDatasets = Nothing 

     Set ObjDataset = Nothing 

End Sub 

 

本節のサンプルでは、インデックスとデータソースの識別名(Alias)を使用して個別のデ

ータソースオブジェクトにアクセスした。SuperMap Objects では，データセット集合

(soDatasets)、マップ集合(soMaps)、レイアウト集合(soLayouts)に対して、同様の方法が

使用可能である。 

実際のアプリケーションでは 2 次元配列を使用し、データソースとデータセットの情報

を保存しておくことで、データセット名からデータセットにアクセスすることが可能であ

る。 

 

2.6 データソースを管理する 

SuperMap Objects のワークスペースは、データソースのリンク情報を保存するのみで実

際のデータソースファイルは保存しないが、SuperWorkspace コントロールではデータソー

スを開いたり作成するための一連のメソッドを提供している。なお、データソースは、フ

ァイル型データソースとデータベース型データソースに分けられるが、本節ではファイル

型データソースについて説明する。 

SuperMap Objectsではデータソース集合オブジェクト(soDataSources)とデータソースオ

ブジェクト(soDataSource)を使用してデータソースを管理している。オブジェクト構造は

図 2.6 のとおりである。 
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図 2.6 データソース集合とデータソースオブジェクト構造 

 

2.6.1 データソースを開く 

SuperWorkspace コントロールは、データソースを開く機能を 2種類提供している。 

 

 Function OpenDataSource(strDataSourceName As String, strAlias As String, 

nEngineType As seEngineType, bReadOnly As Boolean) As soDataSource  

 

 Function OpenDataSourceEx(strDataSourceName As String, strAlias As String, 

nEngineType As seEngineType, bReadOnly As Boolean, bTransacted As Boolean, 

bExclusive As Boolean, bEncrypt As Boolean, strPassword As String) As 

soDataSource  

 

OpenDatasource は、OpenDataSourceEX の簡略形式である。 

OpenDatasource でデータソースを開き、これに成功すると、データソースオブジェクト

を返し、ワークスペース上にデータソースの関連情報が追加される。これにより、ワーク

スペースのデータソース集合の中にデータソースが 1つ追加されたことになる。 

データベース型データソースを開く場合は、ファイル型データソースを開く場合と同じ

メソッドを用いるが、パラメータがやや異なる。 
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2.6.1.1  ファイル型データソース 

 StrDataSourceName はデータファイルの全パス名である。例えば、 

”C:\Data\World.sdb”等である。 

 

 StrAlias はデータソースを開くための識別名(Alias)である。この識別名は、開

いたデータソースを特定するためのものなので、同じワークスペースの中で同じ

識別名のデータソースが複数存在してはならない。同じ識別名のデータソースが

存在する場合、システムは Null を返す。 

  

 nEngineType はデータソースのエンジンのタイプである。SuperMap Objects では、

SDB エンジン (sceSDBPlus)、ユーザー定義の画像プラグインエンジン

(sceImagePlugins) 、 DGN エンジン (sceMicroStation) 、 AutoCAD エン ジン

(sceAutoCAD)等のファイル型エンジンと、SDX+ for SQL Server エンジン

(sceSQLPlus)、SDX+ for Oracle エンジン(sceOraclePlus)等のデータベースエン

ジンをサポートしている。 

 

 bReadOnlyは読み取り専用でデータソースを開くかどうかを示す。bReadOnly=True

であれば、読み取り専用でデータソースを開く。ネットワーク環境下で、ユーザ

ーがファイルに書き込みを行う必要がないのであれば、データ変更を防ぐために、

読み取り専用でデータソースを開くことを推奨する。 

 

 bTransacted はトランザクション方式でデータソースを開くかどうかを示す。

bTransacted=True であれば、トランザクション方式でデータソースを開くことを

表す。この方式では、データを修正後 soDataSource.Commit()を使用するまでは、

データファイルの中に、その修正が保存されることはない。また、

soDataSource.Commit()前に Rollback メソッドを使用すると、ユーザーのすべて

の編集作業は保存されない。 

 

 bExclusive は、占有方式でデータソースを開くかどうかを示す。bExclusive=True

であれば、占有方式でデータソースを開くことを表す。占有方式の場合、1 つの

データソースを開くことができるのは 1 人のユーザーに限られており、他のユー

ザーはデータソースを開くことができない。 

 

 bEncrypt は、暗号化形式でデータソースを開くかどうかを示す。これは、データ

ソースの作成が暗号化形式で行われたかどうかに依存する。 
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 strPassword は、一連のパスワード。これらのパスワードは、作成時に入力した

ものである。 

 

注意：データソースを開く各方式間には以下の制約がある。 

 

（１） 読み取り専用方式でファイルを開く場合、トランザクション方式

(bTransacted =False)でファイルを開かなければならない。 

（２） トランザクション方式でファイルを開く場合、占有方式(bExclusive=True) で

ファイルを開かなければならない。 

 

以下に SDB データソースの開き方を示す。なお、コード中の Form1 は SuperWorkspace コ

ントロールを含むウィンドウで、ObjWS は SuperWorkspace コントロールである。 

     

    Dim objSW As SuperWorkspace         'Superworkspace オブジェクト 

    Dim objDatasource As soDataSource    'データソースオブジェクト 

    Dim strDatasourceName As String      'データソースファイル名 

    Dim strAlias As String               'データソース識別名(Alias) 

     

    Set objSW = Form1.objSW 

     

    'データソースファイルを開く 

    strDatasourceName = "D:\Temp\MyDatasource.sdb" 

    strAlias = "MyDatasource" 

     

Set objDatasource = objSW.OpenDataSourceEx(strDatasourceName, strAlias, 

sceSDB, False, False, True, False, ““) 

     If objDatasource Is Nothing Then 

        MsgBox "データソースを開くのに失敗しました！", vbInformation 

        Exit Sub 

 End If 

    'オブジェクト変数をリリース 

Set objSW =Nothing 

Set objDatasource =Nothing 
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2.6.1.2  データベース型データソース 

データベース型データソースを開くパラメータは、strDataSourceName と strPassword

に違いがあるのみでファイル型データソースと基本的に同じである。詳細は以下の通りで

ある。 

 

 strDataSourceName：データエンジンが SDX ならば、このパラメータはサーバー情報

となる。そのフォーマットは、“Provider = SQLOLEDB; Server = SuperMapis; 

DataBase = SuperMap;”である（この中の SQLOLEDB は SQLServer の OLEDB の対応す

る OLEDB Provider のタイプ（Oracle なら、MSDAORA）、SuperMapis はサーバー名、

SuperMap は SQLServer データベース名である）。 

 strPassword：このパラメータはユーザー名とユーザーパスワードが含まれるユーザ

ー身分確認情報となる。フォーマットは、"uid=MyName; pwd=MyPassword;"である（こ

の中の MyName はユーザー名、MyPassword はユーザーパスワードである）。 

 

 

次の例は SDX エンジで SQL Server のデータソースを開く例である。 

Dim objError As New soError        

Dim objDS As soDataSource          

Dim strDatasourceName As String    

Dim strPassword As String          

Dim strAlias As String             

 

strAlias="SQLTestDataSource" 

strDataSourceName="Provider=SQLOLEDB;Server=SuperMapis;DataBase = SuperMap" 

   'SuperMap は SQLServer データベース名 

strPassword="UID=sma;pwd=sma" 

Set objDS = frmMain.SuperWorkspace.OpenDataSourceEx(strDataSourceName, strAl

ias, sceSQLServer, False, True, False, True, strPassword) 

If (objDS Is Nothing) Then 

MsgBox objError.LastErrorMsg,vbInformation 

Exit Sub 

End if 
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次の例は SDX エンジで Oracle のデータソースを開く例である。コード中の Form1 は

SuperWorkspace コントロールを含むウィンドウで、objWS は SuperWorkspace コントロール

である。NET8 のサーバー名は SuperMap、データベース名は必要ない。ユーザー名は sdo、

ユーザーパースワードは sdo。 

 

Dim objSW As SuperWorkspace       'Superworkspace オブジェクト  

Dim objDS As soDataSource         'データソースオブジェクト 

Dim strDatasourceName As String   'Oracle データソース情報 

Dim strPassword As String         'ユーザー身分確認情報 

Dim strAlias As String            'データソース識別名 

 

Set objSW = Form1.objSW 

 'サーバー情報とユーザー身分確認情報を書き込む 

strDatasourceName = "Provider=MSDAORA;Server=SuperMap;" 

strPassword = "uid=sdo;pwd=sdo;" 

strAlias = "MyDatasource" 

 

Set objDS = frmMain.SuperMapWorkspace.OpenDataSourceEx(strDatasourceName, strAli

as, sceOracle, False, False, False,False, strPassword) 

       

If objDS Is Nothing Then 

    MsgBox "データソースを開くのに失敗しました！", vbInformation 

    Exit Sub 

End If 

 

2.6.2 データソースを作成する 

SuperWorkspace コントロールは、データソースを作成するためのメソッドとして

CreateDataSource メソッドを提供している。このメソッドの形式は、下記のとおりである。 

 

Function CreateDataSource(strDataSourceName As String, strAlias As String, 

nEngineType As seEngineType, bTransacted As Boolean, bExclusive As Boolean, bEncrypt 

As Boolean, strPassword As String) As soDataSource 

                  

データソースを作成するメソッドの各パラメータの設定方法は、データソースを開く時

のパラメータ設定方法に似ているが、データソースを作成する時はデータソースの投影座
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標系を設定する必要がある。（SuperMap Objects の投影については、第 8 章｢投影と投影変

換｣を参照。） 

 

2.6.3 データソースを圧縮する 

従来型 GIS データの複数ファイル構造が引き起こす様々な問題を解決するために、

SuperMap Objects では、構造化保存とファイル複合技術を使用した SuperMap Objects SDB

ファイルを採用している。この技術は、ファイルアクセス能力の向上、標準化、ファイル

のオブジェクトの修正日時及びその確認日時を判断できるといった長所を備えている。 

マップオブジェクトの追加や削除を頻繁に行うと、複合ドキュメントのファイル内が断

片化するため、ファイルサイズが増大し検索効率を低下させる。そのため、SuperMap では

soDatasource. CompactあるいはSuperWorkspace.CompactDataSourceメソッドを用いてSDB

ファイルを整理し、圧縮することが可能である。 

 

2.6.4 データソースを修復する 

データソースファイルは、予期しないダメージを受けることがある。その結果、幾何オ

ブジェクトと属性情報がマッチングしない状態になる。このような場合、SuperWorkspace

コントロールが提供するデータソースを修復するメソッド（SuperWorkspace.RepairData- 

base）を使用してデータソースファイルを修復する必要がある。開いたデータソースファ

イルの幾何オブジェクトと属性とがマッチングしない場合にも、データソースファイルの

修復作業を行うことが可能である。通常、ダメージを受けたデータソースは修復可能だが、

修復後のデータにも一部に損失が生じることがあるので、データソースファイルはバック

アップしておく必要がある。なお、このデータソースの修復は、事故発生後の応急措置で

あり、万能ではない。 

 

2.7 データセットの管理 

SuperMap Objects において、データセットはデータソースの要素である。SuperMap 

Objects のデータセットは、従来の GIS のレイヤーに相当する。しかし、SuperMap Objects

では同じデータセットを複数のレイヤーに対応させることも可能である。逆に、1つのレイ

ヤーは 1つのデータセットに対応する。データセットは空間データの集合､または同じタイ

プのデータの集合である。 

SuperMap Objects でデータセットの管理に用いられるオブジェクトには soDatasets、
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soDataset、soDatasetVector、soDatasetRaster があり、この中の soDataset は

soDatasetVector と soDatasetRaster の親オブジェクトである。各オブジェクトの構造及び

相互関係を図 2.7～図 2.9 に示す。 

 

 

図 2.7 データセット集合とデータセットオブジェクト構造 

 

図 2.8 ラスタデータセットオブジェクト構造図 
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図 2.9 ベクタデータセットのオブジェクト構造 

 

2.7.1 データセットを作成する 

データセットはデータソースの要素であるため、データセットの作成はデータソースを単

位に行う。まず、データソースオブジェクトを取得し、その後データソースオブジェクトの

メソッドを使用してデータセットを作成する。データソースオブジェクトの中でデータセッ

トの作成に用いられるメソッドには次のものがある。 

 

 Function CopyDataset(objSrcDataset As soDataset, strDstDatasetName As String) 

As soDataset 

 

 Function CreateDataset(strName As String, nType As seDatasetType, nOptions As 

seDatasetOption, [objBounds As soRect]) As soDataset  

 

 Function CreateDatasetFrom(strName As String, dsTemplate As soDatasetVector) As 

soDataset 
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 Function CreateECWDataset(strName As String, strECWFileName As String) As 

Boolean 

 

 Function CreateMrSIDDataset(strName As String, strMrSIDFileName As String) As 

Boolean 

 

 Function CreatePoints(objGeocodeTable As soDatasetVector, strFieldX As String, 

strFieldY As String, strNewDatasetName As String) As Boolean 

 

 Function CreateRaster(strDatasetName As String, nType As seDatasetType, 

PixelFormat As sePixelFormat, nWidth As Long, nHeight As Long) As soDatasetRaster 

 

ここでは、ECW と MrSID データセットについて説明を行う。 

ECW、MrSID データセットの作成は、他のタイプでのデータセットの作成と異なり、実際

のデータファイルを作成するのではなく、ファイルへのリンクを作成する。従って、デー

タセット作成時に対応する ECW、MrSID ファイルが存在していなければならない。データセ

ットを作成後は、SuperMap Objects の他のラスタデータセットと同様に操作を行うことが

できる。しかし、もとの ECW や MrSID ファイルを削除や移動をした場合、そのデータセッ

トは開けなくなる。また、SuperMap Objects では、500MB 以下の画像ファイルに対して ECW

ファイルを作成できる（詳細は後述）が、MrSID ファイルは作成できない（Mr.SID は既存

ファイルの使用のみ）。 

データセット名は、データソースにおいて固有の識別名である。データセットの命名に

は規則があり、既存のデータセットと同一名称であってはならない。従って、データセッ

トを作成する前に、必ずデータソース中のデータセット名をチェックするメソッド

IsAvailableDatasetName を使って、データセット名をチェックしなければならない。 

新しいデータセットを作成するユーザーインターフェースは、図 2.10 に示す通りである。 
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図 2.10 データセットを新規作成する 

 

2.7.2 データセットを開く 

SuperMap Objects でデータセットを開くことは、データソースオブジェクトからデータ

セットオブジェクトを取得することである。データソース集合オブジェクトと同様に、デ

ータセット集合の要素（個別のデータセット）に対して、インデックス検索、名称検索の

どちらも可能である。 

データセット集合（このオブジェクトはベクタデータセットとラスタデータセットの親

オブジェクトである）の要素には、ラスタデータセットとベクタデータセットがある。ラ

スタデータセットとベクタデータセットでは使用方法が異なるので、SuperMap Objects の

データセット集合の要素に対して直接処理を行うことはできない。このような処理は、各

データセットオブジェクトに対して行う。 

データセットを使用する際にはまず、データセットオブジェクトを取得して、そのオブ

ジェクトの Vector プロパティから、データセットの種類を判断する。その後、正確なデー

タセットオブジェクト（soDatasetVector または soDatasetRaster）を使用し、そのデータ

セットを保存する。プログラムでは以下のように処理を行う。 

 

    Dim dtVector As New soDatasetVector       'ベクタデータセット 

    Dim dtRaster As New soDatasetRaster       'ラスタデータセット 

    Dim dt As soDataset                       'データセット 
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    'データセットオブジェクトを取得する 

    Set dt = SuperWorkspace1.Datasources(1).Datasets(1) 

     

    'データセットのタイプを判断し、相応の処理を行う 

    If dt.Vector Then 

         Set dtVector = dt 

    Else 

         Set dtRaster = dt 

End If  

 

2.7.3 画像を ECW ファイルに圧縮する 

(注：本節の内容はオーストラリア ER Mapper 社の ECW 圧縮技術白書の引用である) 

2.7.3.1  なぜ ECW を使う必要があるか 

リモートセンシング画像は GIS の重要なデータソースの 1つで、GIS の中でも重要な位置

を占めている。通常、リモートセンシング画像のデータ容量は、非常に大きく、例えば、

ある都市の解像度 3 インチ（1 インチ＝25.4mm）のカラー航空写真は、3TB（3000GB）にも

達する。また、アメリカ合衆国のカリフォルニア州の解像度 1 メートルのカラー航空写真

は 1.5TB（1500GB）になる。 

ECW（ER Mapper Compressed Wavelet）圧縮技術は、オーストラリア ER Mapper 社が開発

したWavelet変換による画像圧縮技術である。この技術は圧縮率が高く（通常50:1から20:1

まで）、復元速度が速く、画像損失が小さいといった特徴がある。（内容の詳細はオースト

ラリア ER Mapper 社の ECW 圧縮技術白書を参照） 

2.7.3.2  SuperMap における ECW 画像ファイルの作成方法 

SuperMap では ECW 圧縮技術を統合し、画像圧縮機能を一つのツールオブジェクト

(soToolKit)に集約した。ECW 圧縮メソッドを使えば、画像データを ECW ファイルに圧縮す

ることができる。soToolKit のオブジェクト構造図は図 2.11 に示すとおりである。 

 

図 2.11 soToolKit オブジェクト構造図 
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3.7.1 で ECW データセットの作成について述べたが、SuperMap Objects は ECW データセ

ットを作成する際、ECW ファイルへのリンクを 1つ作成するのみで、実際のデータファイル

が作成されるわけではない。ECW ファイルを作成する必要がある場合は、soToolKit オブジ

ェクトの CompressECW メソッドを使用する。なお、このメソッドの形式は以下の通りであ

る。 

Function CompressECW(strSrcImageFile As String, strDestEcwFile As String, 

[nCompressHint As seEcwCompressHint], [nDestCompression As Long], [dX0 As Double], 

[dY0 As Double], [dResolutionX As Double], [dResolutionY As Double], 

[nResolutionUnits As Long], [strDatum As String], [strProjection As String]) As 

soCompressionInfo 

このメソッドの各パラメータは表 2.1 に示すとおりである。 

 

表 2.1 ECW 圧縮メソッドのパラメータ説明 

パラメータ オプション 説明 

strSrcImageFile  要選択 圧縮元のファイル名  

strDestEcwFile  要選択 圧縮先のファイル名  

[ nCompressHint ]  オプション 圧縮方式の設定：1圧縮が も速い 2 圧縮の質が

も高い 3 圧縮率が 大  

[ nDestCompression ]  オプション 圧縮率を指定する  

[ dX0 ]  オプション 画像左上コーナーの X座標。 

単位は、解像度の単位に依存する。 

[ dY0 ]  オプション 画像左上コーナーの Y座標。 

単位は、解像度の単位に依存する。 

[ dResolutionX ]  オプション X 方向の解像度。 

単位は、解像度の単位設定に依存する。 

[ dResolutionY ]  オプション Y 方向の解像度。 

単位は、解像度の単位設定に依存する。 

[ nResolutionUnits ]  オプション 解像度の単位  

[ strDatum ]  オプション ER Mapper GDT データ属性文字列  

[ strProjection ]  オプション 投影  

CompressECW メソッドは soCompressInfo タイプの変数を返す。その変数には関連する圧

縮情報が含まれる。soCompressionInfo のオブジェクト構造図は以下の通りである。 
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図 2.12 soCompressionInfo オブジェクト構造図 

 

このうち、ActualCompression は ECW 圧縮時の圧縮率を表し、CompressionMBSec は ECW

圧縮時の圧縮速度(単位：MB/秒)を表し、CompressionSeconds は圧縮時間(単位：秒)を表し、

OutputSize はデータファイル圧縮後のサイズを表す。 

圧縮時、CompressECW メソッドの各パラメータさえ正確に設定ずれば、このメソッドを呼

び出すことで画像圧縮を行うことができる。また、返された soCompressionInfo オブジェ

クトにより圧縮後の圧縮情報を得ることができる。 

画像データを ECW ファイルに圧縮した後、これを直接開くことはできない。まず、SuperMap 

Objects で ECW データセットを作成し、そのファイルをデータセットとして読み込む必要が

ある。この操作により、SuperMap Objects の画像データセットと同様に操作を行うことが

可能となる。図 2.13 は、ある地方の航空写真を ECW ファイルに圧縮した場合の SuperMap 

Objects の表示例である。 

 

 

図 2.13 SuperMap における ECW ファイルの表示例 

 

2.7.3.3  データセット削除 

 データセットを使用しなくなった場合削除してディスクスペースを節約して、データア

クセス速度を向上させることができる。データセット削除のインターフェースは： 
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Boolean soDataSource.DeleteDataset(strName As String) 
 ファイル型のデータソースの場合、複合ファイルの構造上、占有しているディスクスペ

ースを自動的には解放しないため、「データソースの 適化」を実行して解放する必要があ

る。注意すべき点として、データセットを削除する前に、そのデータセットが閉じている

か、つまりマップウィンドウで開かれていないか、属性テーブルが使用されていないかを

確認することがある。 

2.8 空間データベースを編集する 

空間データベース（本節の空間データベースは特にベクタデータベースを指す）の編集

には 2つの種類ある。1つは空間データベースの構造の修正、もう 1つは空間データベース

のデータを修正である。 

SuperMap Objects の空間データベースの編集と関係するオブジェクトには

soDatasetVector、soRecordset、soFieldInfo、soFieldInfos がある。各オブジェクト間の

関係及び各オブジェクトの構造は図 2.14、図 2.15 に示す通りである。 
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図 2.14 フィールド情報オブジェクト構造図 
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図 2.15 レコードセットオブジェクト構造 
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データセットは概念上 1つの 2次元テーブルに相当し、soFieldInfo はこのテーブルの中

にある各列の構造情報である。soRecordset はデータセットの一部（あるいは全体）のレコ

ードである。なお、これらの間の関係を図 2.16 に示す。 

 

 

 

 

図 2.16 レコードセットとフィールド情報 

 

2.8.1 データベースの構造を修正する 

SuperMap Objects ではデータベース形式の図形、属性管理モードを採用している（これ
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は MDB の管理モードと類似している）。本節で述べるデータベース構造とは各属性テーブル

のフィールド構造なので、データベース構造の修正は、属性テーブルのフィールド構造の

修正である。MDB データベース構造の修正と同じように、SuperMap Objects はフィールド

追加、フィールド削除、フィールド挿入、フィールド位置交換などの基本操作が可能であ

る。しかし、空間データの特殊性から、データの安全性を確保するために、現在のところ

SuperMap Objects では、フィールド属性情報（フィールド値ではない）の編集機能は提供

されていない。図 2.17 は設計済みのデータベース構造を修正する簡単なユーザーインター

フェースである。 

 

 

図 2.17 データベース構造の修正 

 

SuperMap Objects では、データベース構造の修正について特別なルールを定めている。 

（１） 「Sm」で始まるフィールドはシステムフィールド（例えば：SmID、SmUserID、

SmLength、SmTopoError、SmArea、SmPerimeter 等）なので削除してはいけない

（実際、削除操作も不可能）。 

（２） ユーザーがフィールドを追加する際、新規のフィールド名称を“Sm”で始めて

はならない（大文字・小文字を問わず）。 

 

フィールド情報を取得する方法は2つある。1つはベクタデータセット（soDatasetVector）

から直接取得する方法。この場合、個別フィールドの情報しか得られない。もう 1 つはレ

コードセット(soRecordset)から取得する方法。この場合は、個別または全てのフィールド

63 

 



 

情報を取得することができる。次のコードは、ベクタデータセットを通じて個別フィール

ド情報と全てのフィールド情報を取得する例である。 

 

Dim objDV As soDatasetVector             'ベクタデータセット 

Dim objFI As soFieldInfo                 '個別フィールド情報 

Dim objFIS As soFieldInfos 

Set objDV = SuperMap.Layers(1).Dataset   '第 1 レイヤーはベクタデータセット 

Set objFIS = objDV.GetFieldInfos  'フィールド集合情報を取得する 

Set objFI = objDV.GetFieldInfo(4)     '属性テーブル第 4フィールドの情報を取得 

MsgBox objFI.Name                        'フィールド名を報告 

 

次のコードは、レコードセットから個別フィールドと全てのフィールド情報を取得する

例である。 

Dim objDV As soDatasetVector          'ベクタデータセット 

Dim objRce As soRecordset             'レコードセット 

Dim objFIS As soFieldInfos            'レコードセットフィールド集合情報 

Dim objFI As soFieldInfo              '個別フィールド情報 

Set objDV = SuperMap.Layers(1).Dataset'第 1 レイヤーはベクタデータセット 

Set objRce = objDV.Query("",True)     'レコードセットを取得する  

Set objFIS = objRce.GetFieldInfos     'フィールド集合情報を取得する  

Set objFI = objRce.GetFieldInfo(4)    '第 4 フィールドの情報を取得する 

MsgBox objFIS.Count        'フィールドセットのフィールド総数を報告する 

MsgBox objFI.Name                '第 4 フィールドの名称を報告する              

 

2.8.1.1  新規フィールドを追加する 

新規フィールドは、定義の段階で新規オブジェクトとして定義しなければならず（もし

VB であれば New を使用して定義を行い、Delphi では CosoFieldInfo.Create() を使用して

作成）、フィールドのタイプに応じて属性を設定する（詳細な情報については《SuperMap 

Objects プログラミング応用編》の soFieldInfo オブジェクト関連情報を参照）。新規フィ

ールドを追加する方法には、 後尾に追加する方法と、位置を指定して挿入する方法の 2

種類がある。 

 

Dim objNewFI As New soFieldInfo     '新しいフィールドの追加に用いる 

objNewFI.Type = scfText             '新しいフィールドはテキスト型 

objNewFI.Name = "NewField "         '新しいフィールド名 
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objNewFI.Size = 20                  '新しいフィールドの長さ 

objNewFI. DefaultValue = "SuperMap" '新しいフィールドの値 

objFIS.Add  objNewFI '新しいフィールドをフィールドセットの 後に追加する 

(または、objFIS. InsertAt 3,objNewFI'第 3 フィールドに新規フィールドを追加する ) 

 

2.8.1.2  フィールドを削除する 

削除可能なフィールドはユーザー定義のフィールドのみである（システムが保有するフ

ィールドは削除できない）。そのため、RemoveAll メソッドは、システムが保有するフィー

ルドに対しては無効である。 

objFIS.Remove 4,2             '第 4、第 5フィールドを削除する 

objFIS.RemoveAll              '全フィールドを削除する 

2.8.1.3  フィールド位置の交換 

フィールド位置を交換することは、フィールドのインデックスを変えることである。 

 

objFIS.Exchange 3,5      '第 3、第 5フィールドを交換する 

 

2.8.2 データベースのデータを編集する 

GIS データは、空間幾何オブジェクトと属性とが統合されたものである。SuperMap Objects

のデータ構造ではシステムフィールド「SmID」をキー・フィールドとし、この ID ナンバー

によって属性とオブジェクトとの結合を行っている。空間データの特殊性から、属性テー

ブルにおける幾つかのフィールド（例：「SmArea」、「SmLength」）のデータ値は、地理オブ

ジェクトの幾何学的特徴に基づいてシステムが直接生成したものであり、このこれらの属

性フィールドの値を修正することはできない。なお、SuperMap Objects では、「Sm」で始ま

るフィールドのレコードデータを修正することはできない（「SmUserID」を除く）。 

データベースのデータ編集の基本的機能には、レコードの追加、レコードの削除、属性

データの修正、幾何オブジェクトの修正がある。これらの編集機能は、レコードセットの

更新によって修正内容が保存される。レコードセットの選択レコードは、複数のレコード

ではなく、常に 1 つのレコードのみである。このレコードセットオブジェクトを通じて現

在のレコードを直接編集することができ、他のレコードを編集する場合は、再度選択レコ

ードを設定しなければならない。 
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2.8.2.1  レコードをシークする 

レコードセットを開いた時、選択レコードは自動的に 初のレコードに設定される。編

集の際、選択レコードを編集したいレコードに設定するためには、レコードのシークを行

う必要がある。SuperMap Objects のレコードセットオブジェクトは、レコードのシークを

迅速に行うために 7 つのメソッド（MoveFirst、MoveLast、MovePrev、MoveNext、MoveTo、

Move、SeekID）を提供している。 

また、これらのメソッドの他に SuperMap Objects は、検索によるシークを提供している。

このシーク方式には FindFirst、FindLast、FindPrev、FindNext の 4 つのメソッドがある。

これらの操作方法はほぼ同じである。ただし、FindNext は FindFirst が True を返した時、

初めて有効になる。FindPrev も FindLast が True を返した時、はじめて有効になる。これ

らのメソッドによりシークが成功すると、True を返すとともに、レコードセットは自動的

に選択レコードを該当するレコードに設定する（このとき、該当するレコードに対して編

集が行えるようになる）。 

 

Boolean soRecordset.FindFirst(strFilter As String) 

 

StrFilter に記述する条件文は、SQL の文法(この条件は検索のとき、SQL の Where 従属文

となる)に従っていなければならない。例えば ID ナンバーが 100 以下、面積が 10000 以上

のレコードを検索する際、その条件文は"SmID<100 and SmArea>10000"(SmID などのキーワ

ードは大文字・小文字を区別しない)となる。 以下のコードは検索を行う例である。なお、

ここでは FindFirst を例として使用する。 

 

Dim objDV As soDatasetVector          'ベクタデータセット 

Dim objRcd As soRecordset             'レコードセット 

Dim objResult As Boolean               

Set objDV = SuperMap.Layers(1).Dataset'第 1 レイヤーはベクタデータセット 

Set objRcd = objDV.Query("",True)     'レコードセットを取得する 

objResult = objRcd.FindFirst("SmID<100 and SmArea>10000") 

If objResult = True Then         '条件に合致する 初のレコードを検索 

MsgBox “現在のレコードナンバーは” & objRcd. GetID() 

'該当レコードの ID ナンバーを表示する 

Else  

 MsgBox “条件に合うレコードがありません。” 

End If 
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テキスト（または注記）データセットのテキストは属性としてではなく、幾何オブジェ

クトとしてデータセットに保存されている。テキストデータセットのこの特殊性に対応す

るために SuperMap Objects は独自のテキストレコードセットシーク機能（メソッド）を提

供している（この機能には FindTextFirst、 FindTextNext、 FindTextPrev、FindTextLast

の 4 つのメソッドがある）。 

2.8.2.2  新規レコードを追加する 

新規レコードの追加は、データベースの基本機能の一つである。SueprMap は、データベ

ース形式で図形と属性を管理しており、この機能を備えている。ただし、リレーショナル

データベースと異なるのは、SuperMap Objects の操作対象が図形と属性が結合した地理オ

ブジェクトレコードセットであるという点である。新規レコードを追加された場合、属性

以外に、幾何オブジェクトも併せて追加される。つまり、SuperMap のレコードセットにお

ける新規レコードの追加は、幾何オブジェクトの追加を意味している。そのため、まず、

幾何オブジェクトを追加し、該当するレコードに関連する属性データを追加するという形

式をとっている。なお、新規レコードを追加するにはデータセットを編集可能な状態に設

定する必要はなく、また編集モードでレコードセットを開く必要もない。 

 

Private Sub SuperMap1_Tracked() 

Dim objGeometry As soGeometry 

Dim objDV As soDatasetVector          'ベクタデータセット 

Dim objRcd As soRecordset             'レコードセット 

Set objDV = SuperMap.Layers(1).Dataset'第１レイヤーはベクタデータセット 

Set objRcd = objDV.Query("",True)     'レコードセットを取得する 

'トラッキングレイヤーで描画したばかりの幾何学オブジェクトを取得する 

Set objGeometry = SuperMap1. TrackedGeometry  

If  objGeometry.Type = objDV.Type Then  '同じタイプでないと追加できない 

 objRcd.AddNew objGeometry            '新規レコードを追加する 

 objRcd.Update                        'レコードセットを更新する 

End If 

End Sub 

2.8.2.3  レコードを削除する 

レコードの削除も、SuperMap Objects データベース操作の基本機能の一つである。トラ

ンザクション方式でデータソースを開いている場合を除いて、一度削除を行うと、レコー

ドは物理的に削除され復元不可能である。したがって、削除は常に慎重に行わなければな
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らない。なお、新規レコードの追加と同様に、レコードを削除する場合も現在のレイヤー

を編集可能に設定する必要はなく、また現在のレコードセットの編集モードを設定する必

要もない。 

Dim objDV As soDatasetVector          'ベクタデータセット 

Dim objRcd As soRecordset             'レコードセット 

Set objDV = SuperMap.Layers(1).Dataset'第 1 レイヤーはベクタデータセット 

Set objRcd = objDV.Query("",True)     'レコードセットを取得する 

objRcd.MoveLast                      'レコードセットの 後にシークする 

objRcd.Move –2                       '後から 3個目のレコードに移動 

objRcd.Delete                         'このレコードを削除する 

 

2.8.2.4  現在のレコード属性と幾何オブジェクトを修正する 

レコードの修正とは、現在のレコードの属性値と幾何オブジェクトを修正することであ

る。レコードの属性値を修正する際、”SmUserID”以外の、'Sm'で始まるいかなるフィー

ルド値も修正できない。修正は、レコード編集モードで開いてから行うようにし、また、

修正を終える前にレコードセットを更新し、行った修正を保存しなければならない。これ

を行わない場合、修正結果が正常に保存されない。ここでは、コードを用いてレコードを

更新する例を示す。 

 

Dim objGeometry As soGeometry 

Dim objDV As soDatasetVector            'ベクタデータセット 

Dim objRcd As soRecordset               'レコードセット 

Dim strValue As Variant                 '属性値変数 

Set objDV = SuperMap.Layers(1).Dataset  '第 1 レイヤはベクタデータセット 

Set objRcd = objDV.Query("",True)        'レコードセットを取得する 

ObjRcd.SeekID 4                         ' SmID = 4 のレコードにシークする 

ObjRcd.Edit                              '編集モードに入る 

ObjRcd.SetFieldValue "SmUserID",20       '4 個目のレコードに値を設定 

ObjRcd.Update 

Dim objGeometry As soGeometry             

Set soGeometry = objRced.GetGeometry      

'以下、現在の幾何オブジェクトを編集するコードを記述する 

 …                                     

ObjRcd.Edit                               

objRcd.SetGeometry objGeometry '編集された幾何オブジェクトを保存する 
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objRcd.Updata                  '以上の編集結果を保存する 

 

 

2.9 データのインポートとエクスポート 

データのインポートとエクスポートは、GIS ソフトウェアの重要な機能である。多くの

GIS ソフトウェアは、他社の GIS ソフトウェアとのデータ変換機能を持ち、SuperMap Objects

も同様である。一般的なベクタ・ファイルフォーマット変換（例：AutoCAD DXF, Arc/Info 

E00, MapInfo MIF 等の変換）のみでなく、GIS/CAD ソフトのバイナリフォーマットの変換

（例：Arc/Info Coverage(NT/PC/SUN)、ArcView SHP ファイルフォーマット、MapInfo TAB、

MicroStation DGN 等の変換）もサポートしている。 

ラスタフォーマットでは、BMP、JPG、 GIF など汎用フォーマットのサポートとともに、

ERDAS IMG、GeoTiff などのリモートセンシング画像フォーマットもサポートしている。ま

た Wavelet 変換による画像圧縮技術を使用した ECW と MrSID もサポートしている。 

SuperMap Objects では、データのインポート/エクスポートは soDataPump（データポン

プ）オブジェクトによって行われる。インポート/エクスポートのパラメータは

soImportParams と soExportParams により設定する。正確な設定の後、soDataPump の

Import/Export を使用し、インポート/エクスポートを行う。このオブジェクトはデータソ

ース・オブジェクトに依存しており、作成できないオブジェクトである。データポンプの

構造は図 2.17 に示すとおりである。 

 

図 2.17 データポンプ構造図 

 

データのインポート／エクスポートの作業の流れを図 2.18 に示す。 
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図 2.18 データのインポート・エクスポートフロー 

 

データポンプはデータのインポート、エクスポート用ツールで、SuperMap Objects と他

システムとの間のデータ変換を行う。データタイプにより、それぞれ異なる特性があるの

で、データポンプを用いてデータ変換を行う際には下記の問題に注意する必要がある。 

(1) データポンプ（soDataPump）オブジェクトは単独で使用できない（new キーワードを使

用できない）。データソース・オブジェクト（soDataSource）のプロパティとして使用

する。 

(2) インポートされたGISベクタデータに対し、システムは自動的にそのタイプ（ポイント、

ライン、ポリゴン、テキスト）を判断する。ユーザーがインポートするデータセットの

名称を指定すれば、システムはそれをインポートするが、インポートするファイルに指

定のレイヤーが存在しない場合、それらのデータセットはインポートされない。また、

インポートされるデータセットの名称が空の文字列であれば、システムは対応するレイ

ヤーをインポートしない。 

(3) GIS データは、GIS データセット（ImportAsCADDataset=False）あるいは CAD データセ

ット（ImportAsCADDataset=True）に変換できる。 

(4) MicroStation *.dgn をインポート/エクスポートする際は、dgn ファイルの主単位、副

単位、 小解像度、インポートレイヤー、カラーテーブルなどを指定する必要がある。 

(5) MapInfo mif ファイルを除く他のファイルは、インポートするファイルの単位を指定す

る必要がある。 
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(6) CAD レイヤーに変換した際、オブジェクトのスタイルを保存することも可能。また、ユ

ーザーはこのオプションを選択しないことも可能。 

(7) インポートするデータセット名は、既存のデータセット名と同じであってはならない。 

(8) E00、SHP、COV、VEC、VCT などの種類のファイルは、CAD データセットに変換できない。 

(9) MIF ファイルをインポートする際は、同名の MID ファイルが MIF と同じディレクトリに

なければならない。 

(10) SHP ファイルをインポートする際は、同名の SHX と DBF ファイルが SHP と同じディ

レクトリになければならない。 

(11) Idrisi の VEC ベクタファイルをインポートする際は、同名の DVC ファイルが VEC

と同じディレクトリになければならない。 

(12) DBF と MDB ファイルは、属性データ以外インポート・エクスポートできない。 

(13) Coverage（ArcInfo）をインポートする際は、インポートする Coverage ディレク

トリにある任意のファイルの絶対パスで指定する。 

(14) Coverage（ArcInfo）をインポートする際、ユーザー定義の属性テーブルがあれば、

Annotation.Subclass または Region.Subclass が自動的にそれに対応するデータセット

名を生成し、データを読み込む。 

(15) Coverage（ArcInfo）にエクスポートする際、属性 FileName は生成される一時保

存用の名前で、ソースデータセットは生成される Coverage ディレクトリ名である。 

(16) TIFF ファイルは標準 TIFF、GeoTIFF、圧縮 TIFF 等の TIFF をサポートする。 

 

以下は、Mif ファイルを読み込む例である。なお、SuperWorkspace1 は SuperWorkspace

コントロールのオブジェクトである。     

 

  Dim  objDataPump As soDataPump 'データポンプオブジェクト 

  Dim  objImportParams As soImportParams 'データポンプパラメータ 

  Set  objDataPump = SuperWorkspace1.Datasources(1).DataPump 

  Set  objDataImportParams = objDataPump .DaraimportParams 

  With objImportParams 

     .FileName = "D:\temp\world.mif" 

     .FileType = scfMIF 

     .ShowProgress = True 

     .Compressed = False 

     .ImportAsCADDataset = False 

     .DatasetPoint = "World_Point" 

     .DatasetLine = "World_Line" 

     .DatasetRegion = "World_Regoin" 
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     .DatasetText = "World_Text" 

     If Not objDataPump.Import Then 

         MsgBox “ファイルのインポートに失敗しました！”, vbInformation 

         Set objDataPump = Nothing 

         Exit Sub 

     End If 

  End With 

  Set  objDataPump = Nothing 

  Set  objDataImportParams = Nothing 

 

 次にデータインポートの例を示す。 

 

Private Sub cmdImport_Click() 

 Dim objDatapump As soDataPump 

  Dim objImportParams As soImportParams 

  Dim bResult as vbMsgBoxResult 

 

  Set objDatapump = SuperWorkspace1.Datasources(1).DataPump 

  If objDatapump Is Nothing Then MsgBox “データソースエラー”, vbInformation,”

エラー” 

  With cdFile2 

   .DialogTile = “インポートファイル” 

   .InitDir = App.Path 

   .Filter = “dgn ファイル(*.dgn) |*.dgn|MapInfoのmifファイル(*.mif) |*.mif| 

AotoCAD の DXF ファイル(*.dxf)|*.dxf|ArcView の shp ファイル(*.shp) |*.shp|ArcInfo の

Coverage||ArcInfo の 交 換 フ ァ イ ル E00(*.e00)|*.e00| ビ ッ ト マ ッ プ フ ァ イ ル

(*.bmp)|*.bmp” 

    .ShowOpen 

   .CancelError = True 

    Set objImportParams = objDatapump.DataImportParams 

   ObjOmportParams.FileName = .FileName 

    

    Select Case .FileType = scfDGN 

   Case 1 

objImportParams.FileType = scfDGN 

Dim objDgnlinks As soDgnLinks 
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Case 2 

objImportParams.FileType = scfMIF 

Case 3 

objImportParams.FileType = scfDXF 

Case 4 

objImportParams.FileType = scfSHP 

Case 5 

objImportParams.FileType = scfCoverage 

Case 6 

objImportParams.FileType = scfE00 

Case 7 

objImportParams.FileType = scfBMP 

End Select 

End With 

bResult = MsgBox("CADﾚｲﾔｰに変換しますか？", vbYesNo, "CADに変換") 

If bResult = vbNo Then 

objImportParams.DatasetPoint = "pointDGN" 

objImportParams.DatasetLine = "lineDGN" 

objImportParams.DatasetRegion = "regionDGN" 

objImportParams.DatasetText = "textDGN" 

objImportParams.IgnoreAttribute = True 

objImportParams.IgnoreCoordSys = True 

objImportParams.IgnoreNetworkTopology = True 

Else 

objImportParams.ImportAsCADDataset = True 

objImportParams.DatasetCAD = "meCAD1" 

End If 

objImportParams.ShowProgress = True 

If objDatapump.Import = True Then 

MsgBox "変換成功", vbInformation, "成功" 

Else 

MsgBox "変換失敗", vbInformation, "失敗" 

End If 

Set objDatapump = Nothing 

Set objImportParams = Nothing 

End Sub 
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2.10 SuperWorkspace コントロールのその他の機能 

ワークスペースはデータソース、マップ、レイアウト、リソースの 4 つの要素から構成

されている。ここではリソースについて、その概要を説明する。 

SuperMap Objects のリソースとは地図表示の際、使用されるラインスタイル、シンボル、

フィルパターンの 3 つのライブラリを指す。SuperMap Objects は頻繁に利用されるライン

スタイル、シンボル、塗りつぶしパターンをデフォルトで提供するとともに、ユーザーに

よる編集機能も提供している。また、これらリソースに関しては、SuperMap Objects のリ

ソースオブジェクト（soResources）により、統一的に管理を行っている。なお、ラインス

タイル、シンボル、フィルパターンはそれぞれリソースオブジェクトの構成要素である。

これらの関係と各オブジェクトの構造を図 2.19 に示す。 

 

図 2.19 リソース（ラインスタイルライブラリ、シンボルライブラリ等） 
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リソースオブジェクトは単独では存在できず、必ずワークスペースに付随した形（プロ

パティとして）で使用される。ラインスタイル、シンボル、フィルパターンライブラリオ

ブジェクトも同様である。SuperMap Objects で ラインスタイル、シンボル、フィルパター

ンライブラリを編集するためには対応する Show Editor メソッドを呼び出す必要がある。

ラインスタイル、シンボル、フィルパターンの編集ツールのユーザーインタフェースは図

2.20～図 2.22 に示すとおりである。 

 

 

図 2.20 ラインライブラリエディタ 
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図 2.21 シンボルライブラリエディタ 

図 2.22 フィルライブラリエディタ 
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2.11 演習問題 

１．データソース情報の表示インターフェースを作る 

まず、ワークスペースファイルを開いたり閉じたりする機能を提供しなければならない。

そして、インターフェースでは、ツリービューでワークスペースのすべてのデータソースと

データセットを表示し、かつワークスペース、データソース、データソースの間の階層関係

を反映するようにする。また、ListView を使用してデータセットの関連情報（例：名称、

作成日時）をウィンドウに表示する。さらに、マウスでデータセットのノードをクリックす

ると ListView をアクティブにしてデータセットの関連情報を表示するようにする。 

 

２．大容量データを読み込むツールを作成する 

まず、データソース作成機能、ワークスペースのすべてのデータソースを表示する機能

（同上）、データソースを閉じる機能を作成する。また、異なるディレクトリにあり、タイ

プが異なるデータのインポートができ、異なるファイルタイプに応じてデフォルト・パラ

メータを提供して読み込む機能を作成。そして、ユーザーが任意のファイルのインポート

パラメータを設定することにより、インポートパラメータを保存したり開く機能や入力情

報の表示機能を作成する。さらに、これらの入力情報をファイルとして保存することもで

きるようにする（マップビューの機能を提供できれば、なお良い）。 
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第3章 SuperMap コアコントロールの機能 

 

概要 

 

  SuperMap コントロールは主に 2次元空間データの表示を行う。主な機能を以下に示す。 

1. 空間データの閲覧、及び環境設定 

2. レイヤー管理：SuperWorkspace から、表示するデータをレイヤー（soLayers）として

SuperMap のウィンドウに加え、レイヤーセット（soLayers）の形式で表示する。

SuperMap は各々のレイヤーのインデックス（soLayers.Item(Index)）を使用して各レ

イヤーの管理を行う。主に(1)レイヤーの表示、編集、スナップ (2)レイヤースタイ

ルの設定 (3)主題図の作成 (4)表示範囲の設定 (5)動態投影 等の機能を行う。 

3. 地理オブジェクト（soGeometry）の編集 

4. 地理オブジェクト及び属性の双方向の検索 

5. 画像のレジスタ処理 

6. 動態オブジェクトの表示及び追跡 

7. 空間解析（オーバーレイ解析、ネットワーク解析等） 

8. マップの出力 

 

本章では SuperMap のこれらの機能をまとめ、オブジェクト間の関係及びインターフェー

スの使用方法について具体的に述べる。 

 

目的 

 

本章では、次の内容を学習することができる。 

 マップウィンドウで空間データを表示する  

 マップウィンドウの外観を設定する 

 マップの基本操作 

 マップの表示範囲を設定する 

 異なるレイヤーの表示スタイルを設定する 

 マップ編集 
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 様々なタイプの主題図を作成する 

 SuperMap と GPS を結合した応用方法 

 その他 

 

 

3.1 SuperMap と SuperWorkspace の接続 

SuperMap コントロールと SuperWorkspace コントロールは SuperMap のコアとなるコント

ロールである。SuperWorkspace コントロールはデータ管理を行い、SuperMap コントロール

はデータ表示及び編集を行う。従って 2 次開発プログラムにおいて、データ表示の前に 2

つのコントロールの接続が必要になる。 

SuperMap.Connect SuperWorkspace.Handle（または.Object） 

SuperWorkspace コントロールは 5 つの基本的なオブジェクトであるデータソース集合

（soDataSources）、マップ集合（soMaps）、レイアウト（soLayouts）、3D ビュー集合（soScenes）、

リソース（Resource）から構成されている。これに対し、SuperMap コントロールが保存す

る内容には主に､現在開いているデータソース（保存場所、識別名、開く方式）、マップ、

レイアウト、シンボルライブラリ、ラインライブラリ、塗りつぶしモデルライブラリなど

がある。この中で SuperMap コントロールと も関係があるのはマップ集合（soMaps）であ

り、マップの保存（SaveMap）、別名保存（SaveMapAs）、開く（OpenMap）、閉じる（Close）

等の機能、及び現在のマップオブジェクトの名称を取得（MapName）する機能などのメソッ

ドは全て SuperMap コントロールが提供する。 

SuperMap コントロールでは複数のレイヤー（空間データ）をオーバーレイ表示でき､また、

各レイヤーでは単独に表示スタイルを設定した主題図を作成できる。現在の表示状態を保

存し、次に開く時もこの表示状態を使用したい場合は、現在の表示状態を「マップ」とし

て保存する。マップ保存後、使用するときにはこのマップを開くだけで良く、再度 SuperMap

コントロールに複数の空間データを追加し、レイヤーの表示スタイルの修正を行う必要が

ない。 

図 3.1 はマップオブジェクト（soMaps）と SuperWorkspace の関係である。 
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Maps

Remove:Long
RemoveAll:Boolean

Count:Long
Item:String

SuperWorkspace
(ワークスベースコントロール)

soMaps
(マップ集)

 

図 3.1 ワークスペースとマップオブジェクトの関係 

 

なお、本章の（以下に述べる）各機能を実行するには、SuperWorkspace の中に既に開い

ているデータソースがあること、SuperMap の中に表示されているマップがあることを前提

とする。 

3.1.1 マップオブジェクトを開く 

現在のワークスペースの中に少なくとも必ず 1 つのマップオブジェクトがないと、マッ

プを開くことができない。成功の場合 SuperMap は自動的に元のマップを閉じる。 

SuperMap.OpenMap strMapName As String    //マップ名により直接開く 

または 

SuperMap.OpenMap SuperWorkspace.Maps.Item(nIndex as Long)     

//インデックスによりマップを開く 

3.1.2 マップオブジェクトを保存する 

保存されたマップオブジェクトは、ワークスペースの保存を行ってはじめて物理的に保存

される。例えば、マップオブジェクトの保存後、ワークスペースを保存しなければ、マッ

プオブジェクトは保存されず、次回開いた時に、このマップオブジェクトを表示すること

ができない。 

SuperMap.SaveMap      //マップを保存 

3.1.3 マップの別名保存 

マップの別名保存には既存のマップオブジェクト名を使用することも可能だが、これは

既存のマップオブジェクトに上書きすることになるので、そのことを確認するコードを追

加する必要がある。なお、保存されたマップオブジェクトは、ワークスペースの保存を行

ってはじめて物理的に保存される。例えば、マップオブジェクトの保存後、ワークスペー

スを保存しなければ、マップオブジェクトは保存されず、次回開いた時に、このマップオ

ブジェクトを表示することができない。 
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SuperMap.SaveMapAs “MyMap”      //マップの別名保存     

3.1.4 マップオブジェクトの削除 

Dim objMaps As soMaps 

Set objMaps = Superworkspace.Maps 

If objMaps Is Nothing then Exit Sub 

objMaps.Remove 1    //マップオブジェクト集合のマップオブジェクトを 1つ削除 

objMaps.RemoveAll   //マップオブジェクト集合のマップオブジェクトをすべて削除 

 

マップの削除は、常に SuperWorkspace 及び soMaps オブジェクトを介して行われる。

SuperMap コントロールとは直接関係していない。 

3.1.5 マップウィンドウを閉じる 

SuperMap.Close      //自動的にすべてのレイヤーを削除するが、マップに修正があ

ったかどうかをレポートしないため、修正後の保存に注意が必要である。 

SuperMap.DisConnect      //ワークスペース（SuperWorkspace）との接続を切断する 

SuperWorkspace.Close     //ワークスペースを閉じる 

 

3.2 SuperMap 表示操作と環境設定 

SuperMap ウィンドウは空間データを表示する容器で、そのウィンドウのスタイル､背景色

など空間データの表示環境はユーザー定義可能である。更に、ユーザーが空間データの表

示スケールと範囲を設定することも可能である。ここでは主に SuperMap ウィンドウの基本

操作と環境設定について述べる。 
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図 3.2 SuperMap コントロールのプロパティ､メソッドの関係 

 

3.2.1 マップウィンドウの基本操作 

マップの基本操作には、拡大、縮小、移動、選択、全体表示、更新などがあり、SuperMap 

Objects では、これらの基本操作機能が SuperMap コントロールに含まれている（カーソル

が操作状態に合わせて自動的に変更されることを含む）。開発者は SuperMap の Action プロ

パティを設定するだけで（Action 設定後、SuperMap を更新しなくても、システムが自動的
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に SuperMap コントロールを更新する）必要な操作を行うことができ、従来のコンポーネン

ト式 GIS ソフトウェアに比べて編集処理が短縮される。全体表示と更新には 2 つの方法が

あり、Action プロパティの設定を介さずに操作を行うことも可能である。 

3.2.1.1  選択機能を設定する 

SuperMap.Action = scaSelect  //クリックによる地理要素の選択（soGeometry） 

SuperMap.Action = scaRectSelect   //矩形による地理要素の選択（soGeometry） 

SuperMap.Action = scaCircleSelect   //円形による地理要素の選択（soGeometry） 

SuperMap.Action = scaRegionSelect  //ポリゴンによる地理要素の選択（soGeometry） 

* Shift キーを押すと、複数のオブジェクトを選択することができ、Ctrl キーを押す

と、レイヤー間の目標切り替え選択が実行できる。 

3.2.1.2  表示状態を設定する 

SuperMap.Action = scaZoomIn     //マップ拡大 

*マップをクリックして拡大することができる。また、マップ上でドラッグして描いた

矩形領域を拡大することもできる。このドラッグによる拡大の場合、ドラッグして描かれ

た矩形領域が SuperMap の表示画面に 大表示される。 

 

SuperMap.Action = scaZoomOut   //マップ縮小 

*マップをクリックして縮小することができる。また、マップの上でドラッグして矩形

領域を描き、縮小することもできる。このドラッグによる縮小の場合、ドラッグして描か

れた矩形サイズに比例して縮小表示される。 

 

SuperMap.Action = scaZoomFree    //マップ連続ズーム 

*マウスボタンを押したまま上に動かすと拡大し、下に動かすと縮小する。 

 

SuperMap.Action = scaPan       //マップ移動 

*マップがロックされていない時は自由に移動できるが、マップがロックされていると

きは、マップをマップウィンドウの外へ移すことはできない。 

 

SuperMap.ViewEntire    //マップ全体表示 

*このときの表示範囲はマップウィンドウの全レイヤーの 小外接矩形を合併したも

のである。 
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3.2.1.3  マップ更新 

SuperMap.Refresh   //マップ更新 

 

以上述べた基本操作以外に、SuperMap の Action 機能は全部で 60 以上あり、これにはレ

イヤー編集(scaEditxxxxx シリーズ定数)、レイヤートラッキング(scaTrackxxxxx シリーズ

定数)及びユーザー定義方法(scaUserDefine)も含まれる。さらに、SuperMap_ActionChange

イベントを開放し、SuperMap.Action パラメータが変更されるたびに、このイベントを発生

させ、割り込み操作を行うことも可能である。 

3.2.2 SuperMap ユーザー定義による空間データの表示 

SuperMap において空間データの拡大、縮小、移動などは、SuperMap.Action を設定して

行われる。この方式の長所は開発方式が簡単で、アプリケーションプログラム操作に比較

的柔軟性がある点である。しかしアプリケーションプログラムで空間データの表示スケー

ルや表示範囲について厳密なニーズがある場合、プログラムにより厳密にコントロールす

る必要がある。そのため、SuperMap は以下に示すような機能を提供している。 

 

SuperMap.Pan(x,y)   //座標の伝達によりマップを移動 

SuperMap.Pan2(x,y)    //地理座標の伝達によりマップを移動 

SuperMap.Zoom(dZoomRatia)    //マップスケールを設定。dZoomRatia=2 は 2 倍に拡大

する。dZoomRatia=0.5 は現在の範囲の 1/2 に縮小。 

 

以下にこれらの使用例を示す。（図 3.3 に示す SuperMap Objects の座標系に基づく） 

 

図 3.3  SuperMap Objects の座標系 
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（1）画素単位でマップを移動する 

 

Dim LastX As Single          //マウスをクリックした点の平面 X座標 

Dim LastY As Single          //マウスをクリックした点の平面 Y座標 

Private Sub SuperMap1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, 

y As Single) 

LastX = X              //マウスをクリックした点の平面 X座標を取得する 

LastY = Y              //マウスをクリックした点の平面 Y座標を取得する  

End Sub 

Private Sub SuperMap1_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y 

As Single) 

SuperMap.Pan(X- LastX, Y- LastY)  //マップを移動する 

SuperMap.Refresh                //マップを更新する 

End Sub 

 

（2）地理座標単位でマップを移動する 

この方法は Pan と同様の動作をするが、Pan2 メソッドでは地理座標を使用する点が Pan

と異なる。このように、実際の距離を指定してマップを移動させる方法（Pan2 メソッド）

が一般的である。 

 

Dim LCoordSystemX As Double     //マウスをクリックした時の地理 X座標 

Dim LCoordSystemY As Double     //マウスをクリックした時の地理 Y座標 

 

Private Sub SuperMap1_MouseDown(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, 

y As Single) 

//平面座標->地理座標 

LCoordSystemX = SuperMap1.PixelToMapX(ScaleX(X, vbTwips, vbPixels))   

LCoordSystemY = SuperMap1.PixelToMapY(ScaleY(Y, vbTwips, vbPixels))  

End Sub 

Private Sub SuperMap1_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, x As Single, y 

As Single) 

Dim TCoordSystemX As Double     //マウスを放したときの地理 X座標 

Dim TCoordSystemY As Double     //マウスを放したときの地理 Y座標 

//平面座標->地理座標 

TCoordSystemX = SuperMap.PixelToMapX(ScaleX(X, vbTwips, vbPixels))    
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TCoordSystemY = SuperMap.PixelToMapX(ScaleY(Y, vbTwips, vbPixels))    

SuperMap.Pan2(TCoordSystemX-LCoordSystemX,TCoordSystemY- LCoordSystemY) 

                      //マップを移動する 

SuperMap.Refresh       //マップを更新する 

End Sub 

 

（3）ユーザー定義でマップをズームする 

 

SuperMap.Zoom 2      //SuperMap のマップ表示を 2 倍に拡大する。（1 より大きけれ

ば拡大を示し、1より小さければ縮小を示す） 

SuperMap.Refresh      //SuperMap を更新する 

3.2.3 SuperMap ウィンドウの環境設定 

環境設定は以下の 2 つに分類される。（1）SuperMap ウィンドウのスタイルと位置の設定

（2）空間データ表示に関連する設定。 

3.2.3.1  SuperMap ウィンドウのスタイルと位置の設定 

（1）SuperMap ウィンドウのスタイルの環境設定 

SuperMap ウィンドウのスタイルにはコントロールの外観、背景及びコントロールのポジ

ショニング、表示などが含まれる。 

コントロールの外観設定には、ボーダーの有無の設定と、3次元で表示するかどうかの設

定があり、これを BorderStyle プロパティと Appearance プロパティにより管理する。 

 

SuperMap.BorderStyle = 0    //ボーダーなし 

SuperMap.BorderStyle = 1    //固定ボーダー 

SuperMap.Appearance = 0    //平面ウィンドウ 

SuperMap.Appearance = 1    //3 次元ウィンドウ 

（*BorderStyle= 0 の時、SuperMap はボーダーなしで、Appearance の設定は無効である） 

 

背景設定には SuperMap コントロールの背景色､背景の塗りつぶしスタイルなどの設定が

あり、これを BackStyle により管理する。 

SuperMap.BackStyle.BrushColor       //背景色（値を与えた OLE_COLOR タイプの変

数、カラー定数値、および RGB 関数値のどれでも使用可能） 

SuperMap.BackStyle.BrushStyle        //背景の塗りつぶしスタイル 
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（2）SuperMap ウィンドウの位置設定 

コントロールの位置設定とは、VB の Form における SuperMap コントロールの位置及び高

さと幅の設定を指し、これらは Left、Top、Height、Width 等のプロパティにより管理され

る。以下に例を示す。 

SuperMap.Left = 10 

SuperMap.Top = 10 

SuperMap.Height = 200 

SuperMap.Width = 200 

なお、コントロールの表示・非表示とは、VB の Form における SuperMap コントロールの

表示・非表示を指し、プロパティ Visible がこれの管理を行う。 

3.2.3.2  ビューウィンドウ機能の設定 

SuperMap のビューウィンドウはマップを表示するウィンドウのことで、このビューウィ

ンドウを通して以下の機能を実行できる。 

 マップ表示範囲のコントロール（ViewBounds、Bounds） 

 ビューウィンドウの表示比率を取得/設定する(ViewScale、MaxScale、MinScale) 

 ビューウィンドウの中心座標を取得する(CenterX、CenterY)、ビューウィンドウの表

示範囲をロックする(LockMapViewBounds) 

 マップの更新をロック/解除する(LockWindowUpdate、UnLockWindowUpdate) 

 マップに記されたテキストの 大/ 小表示サイズを設定する(VisibleTextSizeMax、

VisibleTextSizeMin) 

 ビューウィンドウフレームの移動（Pan）に関する設定を行う。(MarginPanEnable、

MarginPanPercent、MarginPanWidth) 

 

（1）ビューウィンドウの範囲と中心をコントロールする 
SuperMap コントロールの Bounds プロパティは、SuperMap の各レイヤー(soLayer)に対応

する全てのデータセット(DataSet)を含む領域の範囲を指す。一方、SuperMap には

ViewBoundsプロパティもあり、これは空間データの表示範囲を示す。SuperMapのViewBounds

は、常に Bounds より小さく、特に ViewBounds = Bounds の時、全体表示となる。通常、こ

の ViewBounds を通して SuperMap のビューウィンドウの表示を管理する。 

以下のコードは、マップの全体表示を行う別の方法(SuperMap.ViewEntire 以外の方法)

である。 

 

Dim objRect As soRect              //矩形オブジェクト 

Set objRect = SuperMap.Bounds      //全てのデータセットを含む領域を受け取る 

Set SuperMap.ViewBounds = objRect     //ビューウィンドウを全体表示にする 
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SuperMap.Refresh                     //SuperMap を更新する 

 

下記のコードは、現在のビューウィンドウの表示範囲を第 1レイヤーの範囲に設定する 

 

Dim objLayer As soLayer                 //レイヤーオブジェクトの変数 

Dim objDT As soDataset                  //データセットオブジェクトの変数 

Dim objRect As soRect    //矩形フレームオブジェクトの変数 

Set objLayer = SuperMap.Layers(1)    //SuperMap の第 1レイヤーを取得する 

Set objDT = objLayer.Dataset         //第 1 レイヤーのデータセットを取得する 

Set objRect = objDT.Bounds        //データセットの範囲（外接矩形）を取得する 

Set SuperMap.ViewBounds = objRect 

//SuperMap ビューウィンドウを第 1レイヤーの範囲に設定する 

SuperMap.Refresh                      //SuperMap を更新する 

 

ビューウィンドウの中心座標は CenterX と CenterY の 2 つのプロパティを通して直接取

得または設定することができる。これらを通して新たにビューウィンドウの中心位置を決

めることも可能である。以下のコードはビューウィンドウの中心を左と上に各 1000 地理単

位ずつ移動する例である。 

 

SuperMap.CenterX = SuperMap.CenterX – 1000    //中心を左へ 1000 地理単位移動 

SuperMap.CenterY = SuperMap.CenterY + 1000    //中心を上へ 1000 地理単位移動 

SuperMap.Refresh                              //SuperMap を更新する 

 

（2）ビュースケールの設定 

SuperMap は 3 つのプロパティ(ViewScale、MaxScale、MinScale)を用いて空間データの表

示スケールを設定することが可能である。ViewScale は表示スケール値（>0）の設定または

取得が可能で、ユーザーが指定しない場合でもシステムは自動的にこれを計算する。  

ユーザーが値を指定し SuperMap ウィンドウを更新すると、空間データの表示スケールは

ユーザーの指定に基づき変更される。MaxScale は空間データの 大表示スケールを管理し、

ViewScale がこの MaxScale より大きい時、空間データは表示されない。また、MinScale は

空間データの 小表示スケールを管理し、ViewScale がこの MinScale より小さい時、空間

データは表示されない。なお、MaxScale = 0 の時、 大表示スケールの制限がなく、MinScale 

= 0 の時、 小表示スケールの制限がない。 

 

マップのスケールを 1:m に設定する場合は次のように指定する。 

1/ViewScale = m 
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（3）現在のマップビューウィンドウをロックする 
ビューウィンドウがロックされていないときは、任意にマップをスクロールすることが

でき、マップが現在のビューウィンドウをはみ出しても、自由に移動することができる。

逆にビューウィンドウをロックすると、マップの拡大、縮小、移動ができず、仮にビュー

ウィンドウの外にマップをドラッグしても、マウスボタンを離すと、自動的にビューウィ

ンドウの中に戻る。 

SuperMap.LockMapViewBounds = True   //False ならビューウィンドウロックを解除 

 

（4）SuperMap ウィンドウの更新をロック/解除する 

SuperMap コントロールで位置、幅、高さを変更すると、そのたびに SuperMap は表示を自

動的に更新するため、システムの性能に影響を及ぼす可能性がある。このよう場合、更新

を行う前にマップをロックして、すべての変更が完了した後にロックを解除すれば、

SuperMap の更新は一回のみとなり、システムの性能を 適化することができる。以下はそ

の例である。 

 

Private Sub Form_Resize()  

SuperMap.LockWindowUpdate '更新を避けるため、マップウィンドウをロックする 

SuperMap.Top = SuperMap.Top + 10       '新たに上の位置を設定する 

SuperMap.Left = SuperMap.Left + 10     '新たに左の位置を設定する 

SuperMap.Width = SuperMap.Width + 100  '新たに幅を設定する 

SuperMap.Height = SuperMap.Height + 100 '新たに高さを設定する 

SuperMap.UnlockWindowUpdate            'マップウィンドウのロック解除 

End Sub 

 

上記の例で、ロックを行わない場合、SuperMap は自動的に 5 回の更新を行う（ウィンド

ウ自身の更新を 1 回として）。しかし、ロックを行うことで SuperMap は 1 回のみの更新と

なり、システムの性能を向上させることができる。 

 

（5）マップにおけるテキストの 大/ 小表示サイズを設定する 

SuperMap ビューウィンドウの表示スケールを変更したとき、その中のテキストオブジェ

クトのサイズもそれに従い変更される。通常、マップ表示を縮小した場合、それに伴って

テキストも小さくなる。逆に、マップ表示を拡大した場合、テキストも大きくなる。この

ような場合で、テキストが大きすぎたり小さすぎたりする場合は、テキスト自体が識別し

づらくなったり、マップが見にくくなる。そのような場合、テキストを隠した方が見やす

くなる。そのため、SuperMap はテキストオブジェクトの 大/ 小表示サイズを設定するプ
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ロパティを提供している。VisibleTextSizeMax はテキストの 大表示サイズを管理し、マ

ップウィンドウ中のテキストのサイズがこの値を上回るとき、テキストは表示されなくな

る。また、VisibleTextSizeMin はテキストの 小表示サイズを管理し、マップウィンドウ

中のテキストのサイズがこの値を下回るとき、テキストは表示されなくなる。 

 

（6）ビューウィンドウのオートスクロール、およびそれに関する設定 
SuperMap はマップの移動に関して、従来の 2 通りの方法（Action = scaPan に設定する

方法と Pan、Pan2 を呼び出す方法）に加え、さらに独自のマップ移動機能であるオートス

クロール機能を備えている。SuperMapの MarginPanEnableプロパティをTrueに設定した（デ

フォルトは True）後、マウスポインタをビューウィンドウの端に移動すると、自動的にス

クロールのアイコンが表示される（もし左側にあれば左向き、右側にあれば右向き、上側

にあれば上向き、下側にあれば下向きの緑色の矢印アイコンが表示される）、この時アイコ

ンをクリックすると、ビューウィンドウの中心はその方向へ一定距離を自動的にスクロー

ルする。 

MarginPanEnable が True に設定されている時のみプロパティ MarginPanWidth と

MarginPanPercent が有効となる。MarginPanWidth は、オートスクロールの有効範囲を設定

または取得する時に用いる。マウスポインタ位置とフレームとの間の距離がこの値以下の

時にオートスクロールが可能となる（単位：ピクセル；値範囲：5～30）。MarginPanPercent

は自動スクロールの距離とビューウィンドウのサイズとの割合を設定または取得する時に

用いる（値範囲：0--1.0）。 

 

3.3 マップウィンドウのレイヤー管理 

複雑な現実世界（Real World）を「レイヤー（Layer）」という概念によって表現し、保

存または表示できる点が GIS の特長の一つである。レイヤーとは地理オブジェクトの特徴

に基づいて分類した主題オブジェクトの集合である。例えば複数の河川オブジェクト（ラ

イン）の集合が「河川レイヤー」となり、また複数の湖沼オブジェクト（ポリゴン）の集

合が「湖沼レイヤー」となる。1つのレイヤー上のオブジェクトが多すぎる場合、システム

の効率を低下させ、正常に働かなくなることもある。したがって、ユーザーはオブジェク

トの数が多いレイヤーに対して、更に分類を行い（例：「河川レイヤー」の場合、複数の「小

河川レイヤー」に分類する）、それぞれに対して異なった名前をつけて識別するといった工

夫が必要である。 

SuperMap は、データセット（Dataset）を単位としてデータを構成しているため、同じ特

徴を持つ地理オブジェクトは同一のデータセットの中に保存する。データセットがマップ

ウィンドウに表示されたときのみ、これを「レイヤー」と呼ぶ。 
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図 4.4 に SuperMap とレイヤーオブジェクトとの関係を示す。SuperMap ウィンドウで表示

される空間データは SuperWorkspace から取得したものであり、また 1 つの SuperMap ウィ

ンドウは 1 つのレイヤー集合オブジェクト（soLayers）に対応する。また、この集合オブ

ジェクトのプロパティ（soLayers.Item(Index)）により各レイヤーオブジェクト（soLayer）

が取得でき、これら各レイヤーは 1 つのデータセットに（soDataset）対応する。さらに、

それらレイヤーに対して、各タイプの主題図機能を使用することにより、空間データを可

視化し表現することも可能である。 

 

 

 

図 3.4 SuperMap とレイヤーオブジェクトの関係 

 

3.3.1 レイヤー集合オブジェクト（soLayers） 

レイヤー集合オブジェクト（soLayers）はレイヤーの管理（レイヤーのオーバーレイ表

示の順序移動など）と操作（レイヤーの追加・削除など）を行い、図 3.5 に示すような構

造となっている。 

AddDataset:soLayer
DisableEdit

FindLayer:Long
GetEditableLayer:soLayer

MoveBottom:Boolean
MoveDown:Boolean

MoveTo:Boolean
MoveTop:Boolean
MoveUp:Boolean

Remove:Long
RemoveAll

RemoveAt:Boolean
SetEditableLayer:Boolean

soLayers
(レイヤー集)

Count:Long
Item:soLayer

 

図 3.5 レイヤー集合オブジェクト（soLayers）構造図 
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以下に、レイヤー操作の手順を説明する。 

 

（1）レイヤー集合にデータセットを追加 
前章の SuperWorkspace に関する記述で述べたように、SuperMap プラットフォームでは、

データ管理作業は全て SuperWorkspace コントロールで行われる。空間データを表示するに

はまず SuperMap と SuperWorkspace を接続し、その後、SuperWorkspace からデータを取得

し、それをレイヤーに追加し表示する。図 3.6 に SuperMap プラットフォームで空間データ

を表示する手順を示す。 

soDataset
(データセット)

soDataSource
(データソース)

soDataSources
(データソース集)

Item

soDatasets
(データセット集)

Item

Datasets

SuperWorkspace
(ワークスベース)

DataSources

SuperMap
(マップ)

soLayers
(レイヤー集)

Layers

AddDataset

 

図 3.6 SuperMap とデータソースオブジェクトの関係構造図 

1． SuperMap と SuperWorkspace の間の接続を行う。これにより、SuperMap が

SuperWorkspace からデータセット（地図データや属性データを含む）を取得する

ことができる。 

2． SuperWorkspace の中からすべてのデータソースオブジェクトを取り出し、一つの

データソース集合オブジェクトとして定数を定義する。 

3． データソース集合の中から一つのデータソースオブジェクトを取り出し、そのデー

タソースオブジェクトの定数を定義する。 

4． データソースオブジェクトの中からデータセット集合オブジェクトを取得し、一つ

のデータセット集合として定数を定義する。 

5． データセット集合オブジェクトの中から単一のデータセットを取り出し、そのデー

タセットの定数を定義する。 
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6． 5 のデータセットを SuperMap コントロールに加え、一つのレイヤー集合の定数を

定義する。 

7． SuperMap コントロールを更新し、加えられたデータセットをマップ表示させる。 

 

上記の操作を実行するコードを以下に示す。（コード中の SuperWorkspace1 とは

SuperWorkspace コントロールであり、また、既に少なくとも一つのデータソース

が開かれ、かつ 初に開かれたデータソースの中に少なくとも一つのデータセッ

トがあるとする。また、SuperMap1 は SuperMap コントロールである。） 

   

SuperMap1.Connect SuperWorkspace1.Handle  ‘SuperMap と SuperWorkspace を接続する 

Dim objDSS As soDataSources   'データソース集合オブジェクト 

Dim objDS As soDataSource     'データソースオブジェクト 

Dim objDTS As soDatasets      'データセット集合オブジェクト 

Dim objDT As soDataset        'データセットオブジェクト 

Dim objLayers As soLayers   'レイヤー集合オブジェクト 

Dim objLayer As soLayer       'レイヤーオブジェクト 

Dim i As Integer              '循環定数 

Set objDSS = SuperWorkspace.DataSources     'データソース集合を取得する 

Set objDS = objDS.Item(1)     '1 つのデータソースを取得する 

Set objDTS = objDS.Datasets   'データソースの中のデータセット集合を取得する 

For i = 1 To objDTS.Count             '繰り返しデータセットを追加する 

Set objDT = objDTS.Item(i)      '1 つのデータセットを取得する 

Set objLayers = SuperMap1.Layers  'SuperMap ウィンドウに対応するレイヤー集合 

objLayers.AddDataset(objDT, True)   'レイヤーを SuperMap の 上層に加える 

Next i 

SuperMap1.Refresh                  'SuperMap コントロールを更新する 

 

SuperMap1.Layers.AddDataset(objDT,True)は objDT データセットを SuperMap1 の 上レ

イヤーに加えることを表している。もし「True」 を「False」に変えれば、objDT を 下レ

イヤーに加えることになる。上記のコードでは、コントロールやオブジェクト間の関係を

より分かりやすく説明するために、多くの親子関係を持つオブジェクトが定義されている。

以下は簡略化したコードである。 

 

SuperMap1.Connect SuperWorkspace1.Handle ‘SuperMap と SuperWorkspace を接続する 

Dim objDSS As soDataSources     'データソース集合オブジェクト 

Dim objLayer As soLayer         'レイヤーオブジェクト 
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Dim i As Integer                '循環定数 

For i = 1 To objDSS(1).Datasets(1).Count      '繰り返しデータセットを追加する 

Set objlayer = SuperMap1.Layers.AddDataset(objDSS(1).Datasets(i), True)  

 'データソースのすべてのレイヤーを SuperMap の 上レイヤーに加える 

Next i 

SuperMap1.Refresh              'SuperMap コントロールを更新する 

 

（2）レイヤー集合のレイヤー数を統計する 
Dim nLayerCount As Integer 

nLayerCount = solayers.Count 

MsgBox "現在のレイヤー数は:" & nLayerCount & "レイヤー", vbInformation 

 

（3）レイヤーの表示順序の調整 
soLayers.MoveBottom(nIndex As Long)      // 下位に移動 

soLayers.MoveTop(nIndex As Long)          // 上位に移動 

soLayers.MoveDown(nIndex As Long)         //下に移動 

soLayers.MoveUp(nIndex As Long)           //上に移動 

soLayers.MoveTo(nIndexFrom As Long, nIndexTo As Long)      

//指定したインデックスの位置に移動 

 

（4）レイヤーの移動・削除 
soLayers.RemoveAll              //すべてのレイヤーを移動・削除 

soLayers.RemoveAt(nIndex As Long)          

//指定したインデックスのレイヤーを移動・削除 

3.3.2 レイヤーオブジェクト（soLayer） 

レイヤー集合からレイヤーオブジェクト（soLayer）を取得するには 2 つの方法がある。 

 

SuperMap.Layers.AddDataset(objDataset as soDataset,bAddHead as boolean) as 

soLayer      //データセットの追加により取得 

SuperMap.Layers.Item(Index as Long) as soLayer    //インデックスにより取得 

 

データセット（objDataset）をレイヤー集合（soLayers）に追加すると、レイヤー集合

のレイヤーが 1 つ増え、これが表示される。逆にレイヤーからデータセットを取得するこ

とも可能である。 
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soLayer.Dataset as soDataset          //soLayer で表示する soDataset を返す 

 

SuperMap ウィンドウにおいて、データセットとレイヤーは対応しているが、1 つのデー

タセットを複数の SuperMap ウィンドウで表示することも可能である。（図 3.7 を参照） 

 

 

図 3.7 データセットとレイヤーの対応関係 

 

図 3.8 に示すように､レイヤーオブジェクト（soLayer）自身も管理用のメソッドとプロ

パティを提供している。  
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図 3.8 レイヤーオブジェクト（soLayer）構造図 

 

（1）レイヤーの記述情報を取得 
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Dim strLayerCaption As String 

Dim strLayerDesc As String 

Dim strLayerName As String 

 

strLayerCaption = objLayer.Caption          //レイヤーのキャプションを返す 

strLayerDesc = objLayer.Description         //レイヤーの記述を返す 

strLayerName = objLayer.Name             //レイヤー名を返す 

 

（2）レイヤーのプロパティの設定/取得 

レイヤー（soLayer）には表示可能、選択可能、編集可能、スナップ可能の 4つの基本プ

ロパティがある。この 4 つのプロパティ間には一定のルールがある（レイヤーを「編集可

能」に設定するためには、レイヤーが「表示可能」で且つ「選択可能」である必要がある）。 

 

soLayer.Visible as Boolean               //表示可能 

soLayer.Selectable as Boolean            //選択可能 

soLayers.SetEditableLayer(Index) as Boolean       //編集可能 

soLayer.Snapable as Boolean              //スナップ可能 

 

レイヤーを「編集可能」に設定する方法は他の 3つのプロパティと異なる。1つのレイヤ

ー集合の中で「編集可能」に設定することのできるレイヤーは 1 つのみなので、レイヤー

集合（soLayers）から「編集可能」なレイヤーを設定する。また、「編集可能」なレイヤー

が設定されると、それまで「編集可能」に設定されていたレイヤーの「編集可能」状態は

自動的にキャンセルされる。 

 

（3）レイヤー表示内容の定義 
レイヤーの表示内容を定義するには 2つの方法がある。 

１．レイヤー表示のフィルター条件を設定する。データセットに空間オブジェクトが多数

あり、必要な空間オブジェクトのみ表示したい場合、レイヤー表示のフィルター条件

を設定する。 

 

Dim strSqlFilter As String 

Set strSqlFilter = “smUserID >= 56”           //フィルター条件 

objLayer.DisplayFilter = strSqlFilter 

 

２．レイヤーの 大/ 小表示スケールを設定する。SuperMap.ViewScale がレイヤーで設定

された 大/ 小表示スケールの間にない場合、そのレイヤーは表示されない。レイヤ

97 

 



 

ーの 大/ 小表示スケールが共に 0に設定された場合、そのレイヤーの表示範囲の設

定はキャンセルされる。 

 

Dim dViewMaxScale As Double 

 

dViewMaxScale = objLayer.VisbleScaleMax       

//SuperMap ウィンドウの 大表示スケールを取得 

dViewMaxScale = 1/500            

Set objLayer.VisbleScaleMax = dViewMaxScale      

// SuperMap ウィンドウの 大表示スケールを設定 

 

3.4 レイヤースタイル 

CAD タイプのデータセットのスタイルはデータセットに保存されるが、GIS タイプのデー

タセットのスタイルはマップ（Map）に保存され、データセット自身はスタイルを保存しな

い。この節では、GIS レイヤーのスタイル設定について述べる。 

GIS レイヤーの表示スタイルには以下の 2つの方法がある。（1）レイヤー全体を

単一のスタイルで表示する（2）主題図を作成する。 

3.4.1 レイヤー全体を単一のスタイルで表示する 

ポイント、ライン、ポリゴンは幾何オブジェクトの 3 つの基本形式である。

SuperMap はこれら 3 つの基本幾何オブジェクト用にスタイルオブジェクト

soStyle を提供している。以下の図はスタイルオブジェクト（soStyle）の構造図

である。 

 

98 

 



 

 

 

図 3.9 スタイルオブジェクト（soStyle）構造図 

 

（1）スタイルオブジェクトによる幾何オブジェクトの表示スタイル設定 

スタイルオブジェクト（soStyle）が提供するインターフェースにより、直接ポ

イント､ライン､ポリゴンの表示スタイルを設定することができる。 

例を以下に示す（このサンプルプログラムはポリゴンレイヤーのスタイルを変

更する）。 

 

Dim objStyle As New soStyle      //スタイルオブジェクト変数を作成 

Dim objLayer As soLayer                

With objStyle                    //スタイルオブジェクト変数に値を与える 

.PenStyle = vbBlue            

//ポリゴンオブジェクトのボーダー色を青に設定 

.BrushStyle = 1       

//ポリゴンオブジェクトの塗りつぶし方式を Null に設定 

End With 

Set objLayer = SuperMap.Layers.Item(1)        //ポリゴンレイヤーを取得 

Set objLayer.Style = objStyle           //レイヤーにスタイルを設定する 

SuperMap.Refresh                    //マップウィンドウを更新 

 

テキストオブジェクトはその内容､保存フォーマット､スタイルなどの面において、基本

の幾何オブジェクトと大きく異なる。そのため、SuperMap はテキストオブジェクト用にス

タイルオブジェクト soTextStyle を提供している。下図はテキストスタイルオブジェクト

（soTextStyle）の構造図である。 
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図 3.10 テキストスタイルオブジェクト構造図 

 

前述したポイント､ライン､ポリゴンデータセットのスタイル設定方式と異なり、

SuperMap はテキストレイヤー全体に対してスタイル設定を行わず、テキストレイヤーの個

別のテキストオブジェクトに対してテキストスタイルの設定を行う。この点においてテキ

ストレイヤーと CAD レイヤーは類似しており、テキストオブジェクトのスタイルはデータ

セットに保存される。以下のサンプルプログラムはテキストレイヤーの全テキストオブジ

ェクトのスタイルを変更する。（前提条件：データソースは非読取専用方式で開いており、

SuperMap ウィンドウの 初のレイヤーがテキストレイヤーである。） 

 

Dim objTextStyle As New soTextStyle   //テキストスタイルオブジェクトを定

義 

Dim objDataset As soDatasetVector      //データセットオブジェクトを定義 

Dim objRecordset As soRecordset   //レコードデータセットオブジェクトを定

義 

Dim objGeometry As soGeometry       //空間オブジェクトを定義 

Dim objGeoText As soGeoText       //テキストオブジェクトを定義 

Dim objLayer As soLayer        //レイヤーオブジェクトを定義 
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With objTextStyle          //テキストスタイルオブジェクト変数に値を与える 

.FontName = “Arial”               //フォントを Arial に設定 

.FontHeight = 100                  //高さを 100 に設定 

.Color = vbBlack                   //テキストの色を黒に設定 

End With 

 

Set objLayer = SuperMap.Layers(1)     //レイヤーオブジェクトを取得 

Set objDataset = objLayer.Dataset 

//レイヤーが対応するデータセットを取得 

If Not objDataset Is Nothing Then         

Set objRecordset = objDataset.Query(“”,True) 

//レコードセットを取得 

If objRecordset Is Nothing Then Exit Sub 

objRecordset.MoveFirst                     

Do Until objRecordset.IsEof 

Set objGeometry = objRecordset.GetGeometry 

//空間オブジェクトを取得 

If objGeometry.Type = scgText Then 

 Set objGeoText = objGeometry     

//テキストオブジェクトを取得 

Set objGeoText.TextStyle = objTextStyle      

//テキストオブジェクトのスタイルを設定 

 objRecordset.Edit 

 objRecordset.SetGeometry     

//スタイルを変更したテキストオブジェクトを保存する 

objRecordset.Update         //レコードセットを更新 

   End If 

objRecordset.MoveNext 

Loop 

End If 

SuperMap.Refresh                          //マップウィンドウを更新 

 

（2）幾何オブジェクトのスタイルダイアログボックスにより表示スタイルを設定 

幾何オブジェクトのスタイル設定に関して、（1）で示した方法以外に、SuperMap 

はダイアログボックスを使用する方式を提供している。提供されているダイアロ

グボックスはポイントスタイルダイアログボックス、ライン・ポリゴンスタイル
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ダイアログボックス、およびテキストスタイルダイアログボックスの 3つである。 

ShowStylePicker メソッドを呼び出してダイアログボックスを表示する時、シス

テムはオブジェクトの次元数に応じて、対応するダイアログボックスを表示する

（SuperMap では、ポイントオブジェクトは 0次元、ラインオブジェクトは 1次元､

ポリゴンオブジェクトは 2次元である）。 

1．ポイントレイヤーのスタイル設定（条件：第 1レイヤーがポイントレイヤー） 

 

Dim objStyle As soStyle              //レイヤースタイル変数 

Dim objLayer As soLayer              //レイヤー変数 

 

Set objLayer = SuperMap.Layers(1)        //ポイントレイヤーを取得する 

Set objStyle = objLayer.Style            //ポイントレイヤースタイルを取得する

SuperMap.ShowStylePicker objStyle,0     

//ポイントスタイルダイアログボックスを表示し、スタイル objStyle を設定する 

Set objLayer.Style = objStyle      //ポイントレイヤーのスタイルを設定する 

SuperMap.Refresh                    //SuperMap を更新する 

 

図 3.11 ポイントスタイルダイアログボックス 
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2．ラインレイヤーのスタイル設定（条件：第 1レイヤーがラインレイヤー） 

 

Dim objStyle As soStyle                          //レイヤースタイル変数 

Dim objLayer As soLayer                          //レイヤー変数 

 

Set objLayer = SuperMap.Layers(1)            //ラインレイヤーを取得 

Set objStyle = objLayer.Style              //ラインレイヤースタイルを取得 

SuperMap.ShowStylePicker objStyle,1       

//ラインスタイルダイアログボックスを表示し、スタイル objStyle を設定 

Set objLayer.Style = objStyle            //ラインレイヤーのスタイルを設定 

SuperMap.Refresh                      //SuperMap を更新する 

 

 

図 3.12 ラインスタイルダイアログボックス 

 

3．ポリゴンレイヤーのスタイル設定（条件：第 1レイヤーがポリゴンレイヤー） 

 

Dim objStyle As soStyle               //レイヤースタイル変数 
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Dim objLayer As soLayer              //レイヤー変数 

 

Set objLayer = SuperMap.Layers(1)     //ポリゴンレイヤーを取得 

Set objStyle = objLayer.Style         //ポリゴンレイヤースタイルを取得 

SuperMap.ShowStylePicker objStyle,2    

//ポリゴンスタイルダイアログボックスを表示し、スタイル objStyle を設定 

Set objLayer.Style = objStyle      //新たにラインレイヤーのスタイルを設定 

SuperMap.Refresh                   // SuperMap を更新する 

 

図 3.13 ポリゴンスタイルダイアログボックス 

 

4．テキストレイヤーのスタイル設定（条件：第 1レイヤーがテキストレイヤー） 

 

Dim objTextStyle As soTextStyle            //テキストスタイル変数を定義 

Dim objDtV As soDatasetVector             //ベクタデータセット変数を定義 

Dim objRecordset As soRecordset           //レコード変数を定義 
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Dim objGeoText As soGeoText              //テキストオブジェクト変数を定義 

 

Set objDtV = SuperMap1.Layers(1).Dataset     //テキストデータセットを取得 

    Set objRecordset = objDtV.Query(““, True)  //テキストレコードセットを取得 

Set objGeoText = objRecordset.GetGeometry()   

// 初のレコードのテキストオブジェクトを取得 

If Not(objGeoText Is Nothing )Then   

Set objTextStyle = objGeoText.TextStyle   //現在のテキストのスタイルを取得 

       If SuperMap1.ShowTextStylePicker(objTextStyle) = True Then   

objRecordset.MoveFirst             

    Do Until objRecordset.IsEOF       //繰り返しスタイルの設定を行う 

          Set objGeoText = objRecordset.GetGeometry()    

//現在のレコードに対応するテキストオブジェクトを取得 

If Not (objGeoText Is Nothing) Then  

objRecordset.Edit          

//テキストオブジェクトレコードセットに対して編集を開始 

Set objGeoText.TextStyle = objTextStyle   

//新たにテキストスタイルを設定 

   objRecordset.SetGeometry objGeoText   

//スタイル変更後のテキストオブジェクトを保存 

objRecordset.Update              //レコードセットを更新 

  End If 

  objRecordset.MoveNext                    

     Loop 

 End If 

End If 

 

SuperMap1.Refresh                                // SuperMap を更新する 
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図 3.14 テキストスタイル・ダイアログボックス 

 

スタイルダイアログボックスで、システム内部からカラーダイアログボックスを呼び出

してスタイル設定を行うことも可能である。SuperMap は外部からカラーダイアログボック

スを呼び出す方法 ShowColorPicker を提供しているほか、SuperMap のカラーダイアログボ

ックスで他のコントロールに対してカラーの割り当てを行うことも可能である。 

以下のプログラムは、SuperMap のカラーダイアログボックスを使用して、VB の Form に

対して背景色の設定を行う。 

 

Dim color As OLE_COLOR               '色の変数を定義する 

 

color = Form1.BackColor             '背景色を保存する 

SuperMap1.ShowColorPicker Color         'ダイアログボックスを表示する

Form1.BackColor = Color                 '新たな背景色を設定する 

Form1.Refresh                           'ウィンドウを更新する 
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図 3.15 カラーダイアログボックス 

 

3.4.2 ベクタデータレイヤーの主題図作成 

主題図作成は GIS の基本的な機能の 1 つである。これは地図データの属性情報を表現す

る機能で、これを利用し、複雑な地理情報に対して様々な分類を行い、異なった色、面積、

図形などを使用することにより、地図を見る人は、主題の特性を直感的に理解することが

できる。 

SuperMap Objects は強力な主題図作成機能を提供している。これには個別値の主題図、

段階区分の主題図、点密度主題図、統計グラフ主題図、連続的比例記号の主題図、ラベル

主題図などが含まれており、様々なニーズに応えることができる。また同時に、SuperMap 

Objects はカスタム主題図作成機能を提供している。これはユーザー自らが主題図の各種属

性を確定できるもので、特殊な用途に使いたいユーザーのためのインターフェースである。 

SuperMap Objects は 2 種類の主題図作成方法を提供している。1 つは SuperLegend コン

トロールが提供する主題図作成ウィザードを利用する方法である。このウィザードの中で

パラメータを設定するとシステムが主題図を生成する。この方法は開発者がプログラムを

作成せずに、主題図を作成できる。 

この方法の長所は便利でまた正確で、また効率が良いことである。難点は、スタイルが

固定するため、アプリケーションシステムの要求に応じて修正することができないという、

スタイルの制約が比較的大きいことである。 

もう 1つの方法は SuperMap Objects が提供する主題図作成の専用インターフェースを使

用する方法で、開発者自らが主題図作成のウィザードを作る。開発者はシステムのニーズ

により適切なウィザードインターフェースをカスタマイズすることができる。ここではこ

107 

 



 

の方法による主題図作成を紹介する。 

なお、各主題図オブジェクトの関係は図 3.16 に示す通りである。 

SuperMap (マップコントロール)

soLayers
(レイヤー集)

Layers

soLayer
(レイヤー)

Item

soThemeUnique
(個別値主題図)

soGridThemeRange
(段階区分グリッド

主題図)

soThemeLabel
(ラベル主題図)

soThemeGraduatedSymbol
(連続比例記号主題図)

soThemeGraph
(統計グラフ主題図)

soThemeRange
(段階区分主題図)

ThemeUnique

ThemeGraduatedSymbol

ThemeLabel

ThemeRange

ThemeGraph

soThemeCustom
(カスタム主題図)

ThemeCustom

soDataset
(データセット)

Dataset

soThemeDotDensity
(点密度主題図)

ThemeDotDensity

soGridThemeUnique
(個別値グリッド主題図)

GridThemeUnique

GridThemeRange

 

図 4.16 SuperMap Objects レイヤーと主題図の構造関係 

    

主題図はデータセットの属性フィールド値に基づいて作成した表示方式であり、データ

としての意味を持たず、また単独のファイルとして保存することもできない。しかしマッ

プオブジェクトの一部分としてワークスペースの中で保存することは可能である。以下に

SuperMap Objects が提供する主題図作成インターフェースを使用して主題図を作成する例

を示す。  

3.4.2.1  個別値主題図を作成する 

SuperMap Objects の個別値主題図では、属性の数値 1 つ 1 つが違った色により表現され

る。例えば土地利用図の場合、赤は住宅地、灰色は工業用地、緑は公園といったように色

分けすることができる。これは地質図、植生図、土地利用図、行政区画図などに用いるこ

とができる。 

個別値主題図のオブジェクト構造を以下に示す。 
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図 3.17 個別値主題図のオブジェクト構造 

 

 サンプルコードを以下に示す。 
Dim objThemeUnique As soThemeUnique      //個別値主題図オブジェクト 

Dim objlayer As soLayer                  //レイヤー・オブジェクト 

Dim objColor As New soColors              //カラーセット・オブジェクト 

Dim nThemeCount As Long                   //主題要素の数 

Dim i As Integer 

 

Set objlayer = SuperMap1.Layers(1) 

Set objThemeUnique = objlayer.ThemeUnique 

With objThemeUnique 

.Enable = True 

.Field = "SmID"     //主題図作成のフィールドを指定 

.MakeDefault        //必要。これを設定しないと、ValueCount の値は 0になる 

End With 

SuperMap1.Refresh           //この時のマップ更新結果は次の更新結果と異なる 

nThemeCount = objThemeUnique.ValueCount    //主題要素の数を取得 

objColor.MakeRandomColorset nThemeCount   //ランダムな色を 1セット生成 

    For i = 1 To nThemeCount              //各主題要素の塗りつぶしカラーを設定 
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objThemeUnique.Style(i).BrushColor = objColor(i) 

Next i 

SuperMap1.Refresh          //この時の更新結果は前回と異なっているので、2 回の

更新の間にブレークポイントを追加し、異なる結果を観察することができる。 

 

第 1 回の更新と第 2 回の更新では主題図の色が異なる。第 1 回の色はシステムデフォル

トのカラーセットで、第 2回に表示された色は生成されたカラーセットである。図 3.18 は

個別値主題図の作成例である。 

 

 
図 3.18 個別値主題図 

3.4.2.2  段階区分の主題図を作成する 

段階区分の主題図（「グラデーション・マップ」とも呼ばれている）では、ユーザーが指

定した属性の値（フィールド値）により各オブジェクトを段階区分し、それに基づき色分

け等が行われる。これは行政区ごとの人口密度、国別の農作物の生産高などを表現する際

に使用される。 

段階区分の主題図のオブジェクト構造を図 4.19 に示す。 
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図 3.19 段階区分の主題図のオブジェクト構造 

 

サンプルコードを以下に示す。 

Dim objThemeRange As soThemeRange     //段階区分の主題図オブジェクト 

 

Set objThemeRange = Form1.SuperMap1.Layers.Item(1).ThemeRange 

With objThemeRange                

.Enable = True 

.Field = "SmID"              //主題図作成に使用するフィールドを指定 

.BreakCount = 4                    //分割数を設定 

//各分類（階級）の基準を設定 

.BreakValue(1) = 25 

.BreakValue(2) = 50 

.BreakValue(3) = 75 

.BreakValue(4) = 100 

//各分類（階級）のスタイルを設定 

.Style(1).BrushColor = vbRed 

.Style(2).BrushColor = vbGreen 

.Style(3).BrushColor = vbBlue 

.Style(4).BrushColor = vbWhite 

End With 

SuperMap1.Refresh              //マップウィンドウを更新 
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段階区分の基準（主題図の階級数、各階級の値を含む）はインタラクティブ・インター

フェースの設計を通じてユーザー自らコントロールでき、各階級の表示色もランダムに設

定することができる。図 3.20 は段階区分の主題図の作成例である。 

 

図 3.20 段階区分の主題図 

3.4.2.3  連続的比例記号の主題図を作成する 

連続的比例記号の主題図では、記号の大きさ等を用いてユーザーが指定した属性値を表

現する。連続的比例記号の主題図のオブジェクト構造を図 4.21 に示す。 
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図 3.21 連続的比例記号の主題図のオブジェクト構造 

 

サンプルコードを以下に示す。 

Dim objlayer As soLayer    //レイヤーオブジェクト 

Dim objThemeGraduatedSymbol  As soThemeGraduatedSymbol  

 //連続的比例記号の主題図オブジェクト 

 

Set objlayer = SuperMap.layers.Item(1)                  

Set objThemeGraduatedSymbol = objlayer.ThemeGraduatedSymbol     

//レイヤーの連続的比例記号の主題図オブジェクトを取得 

With objThemeGraduatedSymbol          

//連続的比例記号の主題図オブジェクト属性を設定 

.DefinitionValue = CDbl(Val(txtDefVal.Text))         //定義値を設定。単位

は主題図作成のフィールドの単位で決まる（このプロパティを取得するには､先に

MakeDefault メソッドを呼び出し、主題図作成に用いるフィールドを変更後、新たに

MakeDefault メソッドを呼び出しこの値を計算する。） 

.Field = cmbFieldName.Text              //フィールドを指定 

.ShowNegative = IIf(chkShowNegative.Value = vbChecked, True, False)     

//マイナス値の主題タイプを表示するかどうか 
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.StyleForPositive = objPositiveStyle                 

//プラス値の主題タイプスタイルを設定する（スタイルオブジェクト

objPositiveStyle は先に SuperMap.ShowStylePicker により設定可能） 

If .ShowNegative = True Then           

.StyleForNegative = objNegativeStyle            

//マイナス値の主題タイプスタイルを設定する（スタイルオブジェクト

objNegativeStyle は先に SuperMap.ShowStylePicker により設定可能） 

End If 

 

//連続的比例記号の主題図の区分モデルを設定 

If cmbGraduatedMode.ListIndex = "0" Then 

.GraduatedMode = scgConstant             //等間隔区分 

ElseIf cmbGraduatedMode.ListIndex = "1" Then 

.GraduatedMode = scgSquareRoot          //平方根区分 

ElseIf cmbGraduatedMode.ListIndex = "2" Then 

.GraduatedMode = scgLog           //対数区分 

End If 

.Enable = True 

End With 

SuperMap.Refresh                //マップウィンドウを更新 

 

連続的比例記号の主題図の作成には等間隔区分、対数区分、平方根区分の 3 種類のモー

ドがある。これらは区分の方法が異なり、階級差も異なる。従って異なる連続的比例記号

の主題図が生成される。連続的比例記号の主題図のフィールド・タイプは必ず数値型でな

ければならない。図 3.22 は連続的比例記号の主題図の作成例である。 
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図 3.22 連続的比例記号の主題図 

3.4.2.4  点密度主題図を作成する 

SuperMap の点密度主題図は一定のサイズ、同じ形の点を使って、その点の数で各ポリゴ

ンの数的特長を表す。また、この点密度主題図は数的特長に加えて、現象の分布範囲、分

布密度を表す。点の大きさと、その 1 つの点が表す数値は地図の内容によって確定する。

点密度主題図のオブジェクト構造を図 3.23 に示す。 

図 3.23 点密度主題図のオブジェクト構造 

 

サンプルコードを以下に示す。 
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Dim objLayer As soLayer                        //レイヤーオブジェクト 

Dim objThemeDotDensity As soThemeDotDensity     //点密度主題図オブジェクト 

 

Set objLayer = frmMain.SuperMap1.Layers(1) 

Set objThemeDotDensity = objLayer.ThemeDotDensity          

//取得したレイヤーから点密度主題図オブジェクトを取得 

 

//点密度主題図オブジェクト属性を設定する 

objThemeDotDensity .DotColor=vb_blue           //ポイントの色を設定 

objThemeDotDensity .DotSize=10      //ポイントのサイズを設定（単位はピクセル） 

objThemeDotDensity .DotValue=20             //1 つのポイントが表す数値を設定 

objThemeDotDensity.Field="PeopleDensity"             //フィールドを指定 

objThemeDensity.Enable = True 

 

SuperMap1.Refresh                            //マップウィンドウを更新 

     

点密度主題図のフィールドタイプは必ず数値型でなければならない。図 3.24 は点密度主

題図の作成例である。 

 

図 3.24 点密度主題図 
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3.4.2.5  統計グラフ主題図を作成する 

統計グラフ主題図は､各空間オブジェクト（例：行政区画ポリゴン等）の属性データに応

じて、色々な形式の統計グラフを描き、それを各ポリゴンの上に描いたものである。統計

グラフのオブジェクト構造を以下に示す。 

 

 

図 3.25 統計グラフ主題図オブジェクト構造 

 

SuperMap では 12 種類の統計グラフを提供している（例：面積図、段階図、折れ線グラフ、

ポイントグラフ、棒グラフ、3D 棒グラフ、円グラフ、3D 円グラフ、ローズグラフ、3D ロー

ズグラフ、積み上げ棒グラフ、3D 積み上げ棒グラフ）。ユーザーは必要なモデルを選択する
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ことができる。サンプルコードを以下に示す。 

 

Dim objThemeGraph As soThemeGraph           //統計グラフ主題図オブジェクト 

 

Set objThemeGraph = SuperMap1.Layers(1).ThemeGraph 

With objThemeGraph                 //各主題図の分類基準を設定 

.Enable = True 

.GraphType = scpPie3D          //主題図のタイプを 3次元円グラフに設定 

.FieldCount = 2            //円グラフに使用するフィールド数を設定 

.Field(1) = "SmID"         //円グラフに使用する第 1フィールドは"SmID"  

.Color(1) = vbRed       //円グラフの第 1フィールドに対応する色は赤 

.Field(2) = "SmArea"      //円グラフに使用する第 2フィールドは"SmArea" 

.Color(2) = vbBlue         //円グラフの第 2フィールドに対応する色は青 

.GraduatedMode = scgConstant     //フィールド値の区分方法を設定 

.DefinitionSize = 30           //統計グラフのサイズを設定。単位はピクセル 

.DefinitionValue = 10           //主題図の定義値を設定する 

End With 

SuperMap1.Refresh             //マップウィンドウを更新する 

 

統計グラフのフィールド・タイプは数値型でなければならない。図 3.26 は統計グラフ主

題図の作成例である。 

 

図 3.26 統計グラフ主題図 
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3.4.2.6  ラベル主題図を作成する 

ラベル主題図は各空間オブジェクトのフィールド値をそのまま地図上に表示する（例：

各県の名称を表示する時など）。ラベル主題図のオブジェクト構造を図 3.27 に示す。 

 

 

図 3.27 ラベル主題図のオブジェクト構造 

 

サンプルコードを以下に示す。 

Dim objThemeLabel As soThemeLabel          //ラベル主題図オブジェクト 

Dim objTextStyle As soTextStyle            //テキストスタイルオブジェクト 

 

Set objThemeLabel = SuperMap1.Layers(1).ThemeLabel 

Set objTextStyle = objThemeLabel.TextStyle            

//デフォルトのテキストスタイルを取得 

SuperMap1.ShowTextStylePicker objTextStyle   

//テキストスタイル・ダイアログボックスを使用し、テキスト表示スタイルを設定 

 

With objThemeLabel 

.Enable = True 

.Field = "SmID"            //作成するラベル主題図のフィールドを指定 

.TextStyle = objTextStyle       //ラベル主題図のテキストスタイルを設定 

End With 
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SuperMap1.Refresh                 //マップウィンドウを更新 

 

ラベル主題図には全てのタイプのフィールドが使用可能。図 3.28 はラベル主題図の作成

例である。 

 

 

図 3.28 ラベル主題図 

3.4.2.7  カスタム主題図を作成する 

カスタム主題図はユーザーの特別な要求に応えるために設計された。これまで述べた主

題図の中で、統計グラフ主題図以外の全ての主題図は、表現可能な属性フィールドは 1 つ

のみであった。しかしカスタム主題図はこれと異なり、1度に複数のフィールドを表現でき

る。カスタム主題図のオブジェクト構造を図 3.29 に示す。 
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図 3.29 カスタム主題図のオブジェクト構造 

 

カスタム主題図のフィールドタイプは数値型でなければならない。サンプルコードを以

下に示す。（このサンプルコードはポイントデータセットのカスタム主題図を作成する） 

 

Dim objLayer As soLayer 

Dim objThemeCustom As soThemeCustom 

Dim objStyle As New soStyle 

 

//スタイルオブジェクト変数のプロパティを設定 

objStyle.SymbolStyle = 416         //シンボルのコードナンバーを指定 

Set objLayer = SuperMap1.Layers(1) 

objLayer.Style = objStyle          //カスタム主題図の表示スタイルのプロパティ

は属性テーブルのフィールドに対応する。またレイヤースタイルの設定により可能 

Set objThemeCustom = objLayer.ThemeCustom 

 

objThemeCustom.Enable = True 

With objThemeCustom          //スタイルと属性フィールドを対応させる 
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.SymbolRotationField = "Angle"    //シンボル回転角度のフィールドを指定 

.PenColorField = "Color"          //シンボルのカラーフィールドを指定 

.SymbolSizeField = "Size"          //シンボルのサイズフィールドを指定 

End With     

SuperMap1.Refresh 

 

結果を図 3.30 に示す。シンボルの色､サイズ､回転角度を変えることにより、複数の属性

フィールドの値を表現できる。 

 

図 3.30 カスタム主題図 

 

なお、これはデータの表示スタイルを変更するのみであり、データ自体の属性を変更し

ているわけではない。SuperMap では空間オブジェクトとその属性データのみがデータとし

て保存され、主題図スタイルはマップオブジェクト（soMaps）に保存される。したがって

主題図を保存したい場合、すぐにマップを保存（SuperMap.SaveMap）し、ワークスペース

も保存する必要がある。 

3.4.3 DEM データレイヤーの主題図作成 

SuperMap には他に DEM（数値標高モデル）データに対応する主題図作成機能がある。は

じめに DEM データがマップウィンドウに表示されるスタイルはシステムデフォルトのスタ

イルであるが、目的によりデータの表示スタイルに対するニーズも異なる。そこで、

SuperMap Objects は DEM 主題図タイプとして「個別値の主題図」と「段階区分の主題図」

の 2つを提供している。 
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3.4.3.1  個別値の主題図（soGridThemeUnique） 

このタイプの主題図の作成方法はベクタの「個別値の主題図」作成方法と類似しており、

以下のように、個別値の主題図オブジェクトを取得する。 

soGridThemeUnique soLayer.GridThemeUnique 

 
主題図作成時に soGridThemeUnique のプロパティを、目的に応じて設定した後、

SuperMap Objects マップウィンドウを更新する。soGridThemeUnique のプロパティを以

下に紹介する。 
 

soGridThemeUnique.Caption         //主題図のキャプション 

soGridThemeUnique.DefaultStyle           //デフォルトのスタイル 

soGridThemeUnique.Enable           //主題図の結果を表示 

soGridThemeUnique.ItemCaption             //個別値のキャプション 

soGridThemeUnique.Style              //個別値のスタイル 

soGridThemeUnique.Value             //個別値の数値 

soGridThemeUnique.ValueCount              //個別値の総数 

3.4.3.2  段階区分の主題図 

このタイプの主題図作成方法はベクタの「段階区分の主題図」作成方法と類似している。

以下のように、段階区分の主題図オブジェクトを取得する。 

soGridThemeRange soLayer.GridThemeRange 

主題図作成時に soGridThemeRange のプロパティを、目的に応じて設定した後、SuperMap

マップウィンドウを更新する。SoGridThemeRange のプロパティを以下に紹介する。 

 

soGridThemeRange.BreakCount              //段階区分の数 

soGridThemeRange.BreakValue             //段階区分数値 

soGridThemeRange.Caption           //主題図のキャプション 

soGridThemeRange.Enable             //主題図の結果を表示 

soGridThemeRange.ItemCaption              //個別値のキャプション 

soGridThemeRange.Style               //段階区分が対応する表示スタイル 
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3.5 空間データと属性データの双方向検索 

GIS において も基本的な機能の 1つに、必要な地理情報を検索する機能がある。 

SuperMap Objects の検索モデルには「マップからの属性検索」と「属性からのマップ検

索」の 2 タイプがある。「マップからの属性検索」は SuperMap ウィンドウで空間オブジェ

クトを選択した後、それに関連する属性を検索するもので、「属性からのマップ検索」は、

ユーザーが指定した属性条件に適合する空間オブジェクトを検索し、それを SuperMap ウィ

ンドウでハイライト表示するものである。 

 

SuperMap Objects では属性に対する検索にはレコードセットオブジェクト soRecordset

を使用する。このオブジェクトは前章で紹介したとおりである。また検索結果のハイライ

ト表示には選択セットオブジェクト soSelection を使用する。そこで、双方向検索につい

て述べる前に、まず選択セットオブジェクト soSelection について紹介する必要がある。 

選択セットオブジェクトsoSelectionとSuperMapコントロールの関係を図3.31に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

SuperMap SuperWorkspace

soSelection 

soRecordset 

 

図 3.31 soSelection と SuperMap の関係図 

 

選択セットはユーザーがマップウィンドウで選択したオブジェクトを保存するもので、

以下のようにして現在のマップウィンドウの選択セットオブジェクトを取得することがで

きる。 

 

Dim objSelection as soSelection 

Set objSelection = SuperMap.Selection 

 

選択セットにより選択された空間オブジェクトに対しては、属性表示、修正などの操作

が可能である。また「1 つまたは複数のオブジェクトを選択セットに追加」「選択されたも

のをハイライト表示」「選択セットからオブジェクトを削除」等の操作も可能である。 
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3.5.1 マップから属性の検索 

本章の第 1 節で紹介したように、以下のように設定すると、マップウィンドウでの選択

が可能となる。 

 

SuperMap.Action = scaSelect             //選択をクリック 

SuperMap.Action = scaCircleSelect       //円形選択 

SuperMap.Action = scaRectSelect         //矩形選択 

 

1 つまたは複数の空間オブジェクトを選択すると、自動的に SuperMap_GeometrySelected

イベントが発生するので、属性の検索はこの中で実行する。コードを以下に示す。 

 

Private Sub SuperMap1_GeometrySelected(Button As Integer, Shift As Integer, x As 

Single, y As Single) 

Dim objRecordset As soRecordset 

 

Set objRecordset = SuperMap1.Selection.ToRecordset(False)     

//マップウィンドウで選択したオブジェクトに対応するレコードセットを取得する 

 

If Not (objRecordset Is Nothing) Then            

//現在選択した空間オブジェクトの属性値を ListView に追加し表示する（注：ここで選択

した空間オブジェクトは 1つのみ）       

objRecordset.MoveFirst 

ListView1.ListItems.Clear       

Dim i As Integer 

For i = 1 To objRecordset.FieldCount     

ListView1.ListItems.Add , , objRecordset.GetFieldInfo(i).Name    

//属性フィールド名を追加 

If Not IsNull(objRecordset.GetFieldValue(i)) Then 

ListView1.ListItems(LstView1.ListItems.Count).SubItems(1) = 

objRecordset.GetFieldValue(i)       //属性値を追加 

End If 

Next i 

End If 

 

Set objRecordset = Nothing    
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End Sub 

 

図 3.32 は以上のプログラムの実行結果である。 

図 3.32 検索結果 

 

上の例ではクリックにより 1 つの空間オブジェクトを選択し、その属性データ

を ListView で表示したものである。複数の空間オブジェクトを選択した場合、レ

コードのポインターの移動により各空間オブジェクトの属性情報を表示できる。 

soRecordset.MoveFirst             // 初のレコードに移動 

soRecordset.MovePrev              //前のレコードに移動 

soRecordset.MoveNext              //次のレコードに移動 

soRecordset.MoveLast              // 後のレコードに移動 

3.5.2 属性からマップの検索 

前の項では「マップからの属性検索」について紹介した。この中で大切なメソッドは 

soSelection.ToRecordset(bGeometryOnly as Boolean) as soRecordset 

である。 

このメソッドを使用して空間オブジェクトからの属性検索を実行する。本節では「属性

からのマップ検索」について紹介する。これに使用する も大切なメソッドは 

soSelection.FromRecordset(soRecordset) as Boolean 

である。 
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このメソッドを使用して検索条件を満たす空間オブジェクトをハイライト表示する。 

 

図3.33は、すでに設計済みのSQL検索用インターフェースであり、リレーショナルデータ

ベースの SQL 検索はここで同じように使用できる。 

 

図3.33 SQL検索インターフェース 

SQL 検索条件、即ち

Query 方法のパラメー

タ strSQLFilter 

 

サンプルプログラムを以下に示す。 

Dim objRecordset As soRecordset           

//検索結果の受け取りに用いるレコードセットオブジェクト 

Dim objDV As soDatasetVector             //検索されるベクタデータセット 

  

Set objDV = SuperMap.Layers("World@RegisterTest").Dataset         

//検索されるベクタデータセットオブジェクトを取得 

  

Set objRecordset = objDV.Query("SmIK>50 AND Country like 'C*'",True)    

//属性条件で検索を行い、検索結果をレコードセットobjRecordsetSetに保存 

If Not objRecordset Is Nothing Then  

 

SuperMap.Selection.FromRecordset objRecordset     

//結果レコードの幾何オブジェクトをハイライト表示 

SuperMap.EnsureVisibleRecordset objRecordset,2       

//選択したオブジェクトをセンターで表示 

SuperMap.Refresh  

End If 
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以上のように、「属性からのマップ検索」を実行する。またレコードセットにより検索条

件を満たす空間オブジェクトを取得し、その空間オブジェクトに関する情報（例：タイプ、

面積など）を取得することも可能である。 

 

Dim objGeometry As soGeometry    

//条件に合う 初のレコードに対応する幾何オブジェクトの受け取りに使用する 

objRecordset.MoveFirst          //条件に合う 初のレコードへ移動する 

 

Set objGeometry = objRecordset.GetGeometry    //幾何オブジェクトを取得する 

MsgBox objGeometry.Type               //ポリゴンオブジェクト、”5”を返す 

MsgBox objGeometry.Area               //ポリゴンオブジェクトの面積を報告する 

 

3.6 空間オブジェクトの編集 

インタラクティブ方式のマップ編集は、空間データ処理の重要な機能の1つである。従来

のGIS ソフトウェアの図形編集機能は比較的弱く、空間データベースの作成作業には、CAD 

ソフトウェア とGISソフトウェアを併用することが多かった。そのため、データベース作

成には莫大なコストと長い期間を要した。SuperMapはこの問題を解決するために、多くの

幾何図形をサポートするとともに、多くのスナップ機能を備え、マップ編集の精度とスピ

ードを高めた。 

本節では SuperMap が編集をサポートする空間オブジェクト、及びその編集方法につい

て紹介する。なお、読取専用で開いたデータソースでは、この節で紹介する機能を実行で

きない。また、幾何オブジェクトの追加、テキストオブジェクトの追加、幾何オブジェク

トのノード編集時等には、まず対応するレイヤーを「編集可能」に設定する必要がある。 

3.6.1 SuperMap が編集をサポートする空間オブジェクト 

編集をサポートする空間オブジェクト等により、 SuperMap のデータセットはGIS デー

タセット、CAD データセット、 NetWork データセットの3タイプに分類される。 

 

1．GIS データセット 

前の各項でGISデータセットの特徴を理解した。 GIS データセットでは、単一タイプの

空間オブジェクトのみ保存できる（例：ポイントデータセットはポイントオブジェクトの

み保存可能）。したがって GIS データセットの場合、空間オブジェクトの編集時にデータ
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セットのタイプを考慮する必要がある。(表3.1参照) 

 

表 3.1 オブジェクト編集タイプ 

データセットタイプ 
編集をサポートする 

空間オブジェクトタイプ 

ポイントデータセット 
ポイントオブジェクト 

（soGeoPoint） 

ラインデータセット 
ラインオブジェクト 

（soGeoLine） 

ポリゴンデータセット 
ポリゴンオブジェクト 

（soGeoRegion） 

テキストデータセット 
テキストオブジェクト 

（soGeoText） 

 

2．CAD データセット 

GISデータセットに比べ、CADデータセットの空間オブジェクトは豊富である。このCADデ

ータセットが編集をサポートするオブジェクトには、ポイント（soGeoPoint）、ライン

（soGeoLine）、ポリゴン（soGeoRegion）、テキスト（soGeoText）、アーク（soGeoArc）、楕

円アーク（soGeoEllipticArc）、曲線（soGeoCurve）、円（soGeoCircle）、斜形楕円

（soGeoEllipse）、矩形オブジェクト（SoGeoRect）、角丸矩形オブジェクト（soGeoRoundRect）、

扇形オブジェクト（soGeoPie）、Bスプライン（soGeoBSpline）などがある。 

これらの幾何オブジェクトに対しては、通常の編集操作（例：追加､削除､回転､ドラッグ

による形状変更、ノードの追加・編集・削除など）が可能である。また、SuperMap Objects

では回転ハンドルを利用したオブジェクトの回転が可能で、さらに複合レイヤーの複合オ

ブジェクト、及びその子オブジェクトに対しては、移動、引き伸ばし、回転などの操作が

可能である。 

 

3．Network データセット 

このタイプのデータセットは前述の2タイプのデータセットと異なり、ラインデータセッ

トに対するトポロジ処理により作成される。このデータセットにはネットワークラインオ

ブジェクトとネットワークノードオブジェクトが含まれ、また、これらの間の接続関係も

記録されている。したがって、ネットワークレイヤーでネットワークノードの移動､編集を

行うと、対応するラインオブジェクトもこれに伴い移動し、また、ネットワークラインと

ネットワークノードが追加されると、それらの接続関係はSuperMap Objectsにより自動的

に更新される。 
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3.6.2 空間オブジェクトの編集方法 

空間オブジェクトの編集は大きく「（1）空間オブジェクトの追加」と「（2）空間オブジ

ェクトの修正と削除」の2つに分けられる。なお、この2つの作業を行う前に、そのレイヤ

ーを編集可能に設定する必要がある。 

 

1．空間オブジェクトの追加 

異なるタイプの空間オブジェクトを追加する場合は、SuperMap Objectsの操作タイプを

追加する空間オブジェクトのタイプに対応させる。例を以下に示す。 

 

SuperMap.Action = scaEditCreateArc               //アークオブジェクト作成 

SuperMap.Action = scaEditCreateBezierCurve       //ベジエ曲線作成 

SuperMap.Action = scaEditCreateCircle            //円オブジェクト作成 

SuperMap.Action = scaEditCreateCurvedText        //Curve Text オブジェクト作成 

SuperMap.Action = scaEditCreateEllipse           //楕円オブジェクト作成 

SuperMap.Action = scaEditCreateLinesect          //ラインオブジェクト作成 

SuperMap.Action = scaEditCreateObliqueEllipse    //斜楕円オブジェクト作成 

SuperMap.Action = scaEditCreateParallelogram     //平行四辺形オブジェクト作成 

SuperMap.Action = scaEditCreatePoint            //ポイントオブジェクト作成 

SuperMap.Action = scaEditCreatePolygon          //ポリゴンオブジェクト作成 

SuperMap.Action = scaEditCreatePolyLine         //ポリラインオブジェクト作成 

SuperMap.Action = scaEditCreateRectangle        //矩形オブジェクト作成 

SuperMap.Action = scaEditCreateRoundRectangle    //角丸矩形オブジェクト作成 

SuperMap.Action = scaEditCreateText               //テキストオブジェクト作成 

 

以上のような設定を行うと、マウスのドラッグによりレイヤーに空間オブジェクトを追

加することが可能となる。 

通常、空間オブジェクトの追加後、属性データの入力作業を行う。SuperMap は編集動作

に反応するいくつかのイベントを提供している。これらのイベントにより、ユーザーは空

間オブジェクトの追加作業をチェックし、編集作業をプロセス化することが可能である。

なお、提供されているイベントは以下の通りである。 

 

SuperMap_ActionChanged          //SuperMap の操作方式変更時に発生 

SuperMap_BeforeLayerDraw        //マップを描く前に発生 

SuperMap_AfterLayerDraw         //マップを描いた後に発生 

SuperMap_DrawingCancled         //マップ作成のキャンセル時に発生 
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SuperMap_GeometryAdded          //空間オブジェクト追加後、発生 

 

2．空間オブジェクトの修正または削除 

空間オブジェクトを選択・ドラッグすることにより、空間オブジェクトの位置を変更す

ることができる。また、空間オブジェクトを選択した時、その空間オブジェクトの周囲に

黒いハンドルが 5つ表示される。この中の 4つは図形のサイズのコントロールに使用する。

残りの 1 つは角度をコントロールする（これをドラッグすることにより、空間オブジェク

トの角度を回転させることができる）。空間オブジェクトを削除したい場合はこれを選択し、

Delete キーを押すと削除される。 

その他、以下のような設定を行うことにより、空間オブジェクトのノードを編集するこ

とも可能である（設定前に空間オブジェクトを選択する）。 

 

SuperMap.Action = scaEditVertexAdd       //空間オブジェクトにノードを追加 

SuperMap.Action = scaEditVertexEdit      //空間オブジェクトのノードを編集 

 

なお、ノードを削除したい時は、ノードを選択し、Delete キーを押すと削除される。 

また、ユーザーが空間オブジェクトの編集プロセスをチェックすることも可能である。

そのために、SuperMap が開発したイベントには以下のものがある。 

 

SuperMap_AfterGeometryAdded    //空間オブジェクトを追加した後、発生 

SuperMap_GeometrySelected      //空間オブジェクトが選択された後、発生 

SuperMap_BeforeGeometryDeleted      

   //空間オブジェクトを削除する前に発生する。SuperMap では空間オブジェクト

の削除にはデフォルトの Delete キーであるので、このイベントは重要である。 

SuperMap_AfterGeometryModified    //空間オブジェクトを修正後、発生 

3.6.3 空間オブジェクトの基本操作 

マップ編集時、複数の空間オブジェクトに対して､ポリゴンオブジェクトのユニオン・分

割、ラインオブジェクトの接続・切断・分解などの操作を行う必要が発生する場合がある。

これらの機能を実現するため、SuperMap Objects は空間解析の基本機能を提供しており、

これにはコピー（クローン）、分割、イレース、ユニオン、Xor、インターセクト、Difference、

回転、サイズ調整などがある。ポリゴンオブジェクト（soGeoRegion）の空間操作に用いる

メソッドを以下に列挙する。 

 

soGeoRegion.Clip(objGeometry As soGeometry)         //分割 

soGeoRegion.Clone()                       //コピー 
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soGeoRegion.ConvertToLine()                //ラインオブジェクトに変換 

soGeoRegion.Difference(objAnotherGeometry As soGeometry)      // Difference 

soGeoRegion.Erase(objGeometry As soGeometry)         //イレース 

soGeoRegion.GetCrossings(objAnotherGeometry As soGeometry)       

//他のオブジェクトとの交点セットを求める 

soGeoRegion.Intersect(objAnotherGeometry As soGeoRegion)     //インターセクト 

soGeoRegion.Resize(Bounds As soRect)               //サイズ調整 

soGeoRegion.Rotate(pntBase As soPoint,Angle As Double)             //回転 

soGeoRegion.Union(objAnotherGeometry As soGeoRegion)          //ユニオン 

soGeoRegion.Xor(objAnotherGeometry As soGeoRegion)          // Xor 

また、SuperMap では、図形編集作業を行う際に必要となる 5つの機能（「切り取り」、「コ

ピー」、「貼り付け」、「元に戻す」、「やり直し」）を提供している。 

 

SuperMap.Cut          //切り取り 

SuperMap.Copy         //コピー 

SuperMap.Paste        //貼り付け 

SuperMap.Undo         //元に戻す 

SuperMap.Redo         //やり直し 

 

3.6.3.1 また、これ以外に、SuperMap では編集操作の記録に用いるオブジェクト

（soEditHistory）を提供している。これを使用し、ユーザーはプログラムにより

全ての編集プロセスを管理できる。例を以下に示す。 

 
soEditHistory.EventCount         //soEditHistory に記録されている Event の総数 

soEditHistory.CurrentEventIndex    //現在の Event のインデックス 

soEditHistory.GetEventAt(Index)    //指定したインデックスの Action の値を返す 

 

3.6.4 スナップ機能 

CAD ソフトウェアで頻繁に使用されているスナップ機能は作図の正確性と効率を高める

ため開発された。SuperMap Objects は、このスナップ機能を豊富に提供しており、作図作

業における操作性と正確性は、従来の GIS に比べ向上している。操作時、ユーザーはスナ

ップダイアログボックスを用いてスナップに関する設定を行うことができ、また各設定に

対して優先順位を与えることも可能である。「追加するするポイントと既存のポイントを重

ねる」「追加するラインと既存のラインを平行・垂直にする」「既存のライン上またはその
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延長線上にポイントを落とす」などのスナップ機能を、アイコンの方式でユーザーに提示

する。 

SuperMap Objects のスナップ機能の特長（4つ）を以下に記す。 

 

1．スナップ機能のタイプが豊富 

SuperMap がサポートするスナップ機能については表 3.2 を参照。 

表 3.2 SuperMap スナップ機能一覧 

追加オブジ

ェクト 
スナップタイプ 図例 

他のポイントと重ねる 

 

他の要素上 

 

他のラインの中間点 

 

ポイント 

他のラインの延長線上 
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他のポイントと水平､垂直 

 

ラインと固定角度 

 

他のポイントと重ねる 

 

水平､垂直 

 

他のラインと平行 

 

ライン 

他のラインと垂直 

（延長線を含む） 
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固定サイズ 

 

グリッドのボーダーライン 

 

グリッド 

ライン 

グリッドの間 

 

 

2．スナップの設定が簡単 

図形編集時、編集するレイヤーをスナップ可能に設定するのみで、SuperMap Objects が

提供するスナップ機能を利用することが可能となる。また、ユーザーはスナップのタイプ

とその優先順位を設定でき、それ以外にも、ラインオブジェクトスナップの固定角度、固

定サイズ、スナップされるラインオブジェクトの色、スナップされるポイントオブジェク

トの色､ラインサイズ無視、カーソルポジショニングゾーン、及びスナップされたラインオ

ブジェクトを切断するかどうかの設定を行うことが可能である。これらのスナップ設定を

行うためには方法が 2 つあり､その 1 つは SuperMap Objects のスナップ設定ダイアログボ

ックスを使用する方法である（図 3.34、図 3.35 に示す）。 

 

Dim objLayer As soLayer                  //レイヤー変数 

Set objLayer = SuperMap.Layers(1)        // 初のレイヤーを取得 

objLayer.Snapable = True                 // 初のレイヤーのスナップ可能に設定 

SuperMap. ShowSnapSettingDialog          //スナップ方式を設定 
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図 3.34 スナップ設定ダイアログボックス（1） 

 

図 3.35 スナップ設定ダイアログボックス（2） 

 

2 つ目の方法はスナップ設定オプションオブジェクト soSnapOption を使用する方法であ

る。スナップ設定ダイアログボックスの全ての設定項目は soSnapOption のプロパティによ

り設定することが可能である。下記に例を示す。 

soSnapOption.PointOnLine                  //ポイントをライン上に 

soSnapOption.PointOnMidpoint              //ポイントをラインの中間点に 

136 

 



 

 

3．複数レイヤーへのスナップをサポート 

SuperMap Objects は同一レイヤーのオブジェクトへのスナップをサポートするのみでは

なく、複数のレイヤーのオブジェクトへのスナップをサポートする。各レイヤーのスナッ

プ可能（Snapable）プロパティの設定のみで、他の複数のレイヤーへのスナップが可能と

なる。 

 

4．操作の柔軟性 

SuperMap Objects の図形編集は操作に柔軟性がある。つまり、オブジェクトの編集が終

了していない時でも、ユーザーは任意にマップの拡大､縮小、移動、スナップ設定、スナッ

ププロパティの変更などの操作を実行でき、これらの操作が終了した後､再び未完成の幾何

オブジェクトの編集を継続することが可能である。 

 

3.7 レジスタ処理 

SuperMap Objects のレジスタ処理にはベクタデータ（soDatasetVector）のレジスタとラ

スタデータ（soDatasetRaster）のレジスタの 2つがある。レジスタ処理作業とは既存デー

タの座標位置を修正するものである。 

紙地図からベクタデータセットを作成する場合、一般的な作業プロセスとして、はじめ

に紙地図をスキャニングし、それを SuperMap Objects にインポートしラスタデータセット

を生成する。このデータセットの座標位置は SuperMap Objects のデフォルトの座標に基づ

いており、実際の地理座標とは異なる。次に、ラスタデータに対してレジスタ処理を実行

し、正確な地理位置情報を現在のラスタデータに与え、その後、ベクタデータの生成を行

う。しかし特殊なニーズがある場合、ベクタデータの生成前にラスタデータのレジスタを

行わない場合もあり得る。この場合、作成されるベクタデータの座標位置もシステムデフ

ォルトのもので、実際の地理座標ではない。このような時にベクタデータのレジスタ機能

が必要となる。そこで、SuperMap Objects はこれら 2種類のレジスタ機能を提供している。 

 

SuperMap Objects でレジスタを実行するには soTransformation と soTransformError オ

ブジェクトを使用する。それらの構造は、図 3.36 に示す通りである。 
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OriginalControlPoints:soPoints
TansformEquation:String
TargetControlPoints:soPoints

GetErrors:soTransformErrors
Rectify:Boolean

Transform:Boolean
TransformGeometry:soGeometry

Count:Long
PixelResidualX:Double
PixelResidualY:Double
ResidualX:Double
ResidualY:Double
RMS:Double
TotalRMS:Double

soTransformation
(座標変換)

soTransfromErrors
(座標変換誤差)

図 3.36 座標変換オブジェクトと座標変換誤差オブジェクト構造図 

 

図 4.36 からわかるとおり、レジスタ作業は座標変換とレジスタ誤差計算の 2つの部分に

分けられる。レジスタ作業のステップは以下に示す。 

 

1．データセットの取得 

レジスタには 2つの方式がある。1つはレジスタしたいデータセット上の点に対して、直

接正確な地理位置情報を与える方式で、この場合、参考データセットは不要である。もう 1

つは、レジスタ処理を行うデータセットの正確な地理情報は未知で、参考データセットが

必要な場合に使用するもので、参考データセットによってのみ正確な地理位置情報を取得

する。 

 

2．レジスタ・ポイントの選定 

レジスタ処理には一定数のレジスタポイントが必要であり、座標変換の際は、これらの

レジスタポイントを参照して、全ての空間オブジェクトまたは画素ポイントの正確な位置

が計算される。なお、SuperMap Objects では 5 種類のレジスタ方法が提供されており、そ

れらのレジスタ方法により必要なレジスタポイント数は異なる。各々のレジスタ方法に必

要なレジスタポイントの数を表 3.3 に示す。 

 

表 3.3 レジスタ方法とレジスタポイント数 

レジスタ方法 レジスタポイント数 

矩形レジスタ 2 

1 次近似レジスタ 3 

2 項式レジスタ 6 

ダブル 2項式レジスタ 9 

立方レジスタ 10 
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レジスタ・ポイントを選ぶことは、レジスタ処理において重要な作業である。レジスタ・

ポイントを選ぶ方法は 2 つあり、他のレイヤーから選ぶこともでき、また、座標値を手動

で入力することも可能である。選択時には soPoints オブジェクトを使って選択されたポイ

ントセットを保存することも可能である。また、レジスタの際、レジスタ元の画像の上で 1

点を選べば、レジスタ目標画像の上でも座標が同じであると思われるポイントも 1 つ選択

しなければならない。なお、レジスタ元の画像の中で選択したポイントは

soTransformation.OriginalControlPoints に保存され、レジスタ目標画像の中のポイント

は soTransformation.TargetControlPoints に保存される。 

 

3．レジスタ誤差計算  

レジスタ誤差を計算するためには、soTransformation オブジェクトと soTransformErrors

オブジェクトを使用する。これを行うには soTransformation の GetErrors メソッドを使用

して誤差を取得する。具体的には、次のコードを使うことができる。 

 

PublicFunction GetTransformErrors(OrinigalControlPoints As soPoints, 

TargetControlPoint As soPoints,iMethod As seTransformType)  As soTransformErrors   

Dim objTransformation As New soTransformation 

Dim objTransformErrors As New soTransformErrors 

  

Set objTransformation.OrinigalControlPoints = OrinigalControlPoints   

//レジスタ元のポイントを設定する 

Set objTransformation.TargetControlPoints = TargetControlPoints    

//目標ポイントを設定する 

iMethod= sctLinear       //ラインレジスタ   

Set objTransformErrors = objTransformation.GetErrors(iMethod)   //誤差を取得 

Set objTransformation = Nothing 

Set objTransformErrors = Nothing 

End Function 

 

上記の関数で、soTransformErrors オブジェクトを取得した。objTransformErrors オブ

ジェクトの ResidualX プロパティにより、指定されたポイントの X 方向の誤差を取得でき

る。下記のコードにより、3個目のレジスタポイントの誤差が表示される。 

 

MsgBox objTransformErrors.ResidualX(3) 

MsgBox objTransformErrors.ResidualY(3) 

objTransformErrors オブジェクトの RMS プロパティと TotalRMS プロパティにより、それ
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ぞれ標準誤差とトータル誤差を取得することができる。 

 

4．レジスタの実行 

ラスタデータセットのレジスタはリサンプリング（Rectify）メソッドを使用する。 

 

Boolean soTransformation.Rectify(objDatasetRaster As DatasetRaster,objDatasource 

As soDataSource,strNewDatasetName As String,nMethod As seTransformType)  

 

各パラメータの意味は以下の通りである。 

・ objDatasetRaster はレジスタに用いるラスタ・データセット 

・ objDataSource はリサンプリングレジスタした後、新しく生成するデータセットが属す

るデータソース 

・ strNewDatasetName は新しいデータセット名 

・ nMethod はレジスタメソッドの定数 

 

以下のコードにより、objDatasetRaster に対するレジスタが可能となる。 

（objDatasetRaster、objDataSource、レジスタ・コントロールポイントがすでに確定され

たと仮定する） 

 

Dim objTransformation As New soTransformation     

Dim strNewDatasetName As String           //新しいデータセット名 

Dim nMethod As seTransformType           //レジスタ方法 

Dim bResult As Boolean 

  

Set objTransformation.OriginControlPoints = OriginControlPoints 

//レジスタ・ソース・ポイントを設定する 

Set objTransformation.TargetControlPoints = TargetControlPoitns    

 //目標ポイントを設定する 

nMethod=InputBox(“レジスタ方法を入力する _1——1 次近似レジスタ _2——2 項式レジ

スタ_3——ダブル 2項式レジスタ _4——立方レジスタ”) 

strNewDatasetName = ”NewDataset ” 

While Not objDataSource. IsAvailableDatasetName (strNewDatasetName) 

//新しいデータセット名が有効かどうか判断する 

StrNewDatasetName = InputBox(“新しいデータセット名を入力する”) 

Wend 

bResult=objTransformation.Rectify(objDatasetRaster,objDataSource, 

140 

 



 

strNewDatasetName,nMethod)   

If bResult =true then 

MsgBox “レジスタに成功しました！” 

Else 

MsgBox “レジスタに失敗しました！” 

End If 

 

 

ベクタデータセットのレジスタには座標変換（Transform）メソッドを使用する。 

Boolean soTransformation.Rectify(objDatasetVector As DatasetVector, 

objDatasource As soDataSource,strNewDatasetName As String,nMethod As 

seTransformType) 

 

各パラメータの意味は以下の通りである。 

・ objDatasetVector はレジスタを行うベクタ・データセット 

・ objDataSource はベクタ・データセットの座標変換後、新しく生成されるデータセット

を保存するデータソース 

・ strNewDatasetName は新しいデータセット名 

・ nMethod はレジスタメソッドの定数である。 

 

データセットのレジスタはデータベース作成過程で頻繁に使用される。レジスタの方法

は複雑で、特にラスタデータセットに対するレジスタの場合､矩形レジスタ以外のレジスタ

には全てラスタデータに対するリサンプリングが必要であり、計算が複雑である。しかし、

これまで紹介したように、SuperMap Objects のレジスタプロセスは簡略化されており、ユ

ーザーはレジスタポイントとレジスタ方法を選択するのみで良い。他の作業は SuperMap 

Objects の内部で行われるため、操作が簡単である。レジスタの精度について述べると、一

般的に、レジスタポイント数が多いほどレジスタの精度は高くなる。しかし絶対とは言え

ず、データによりふさわしいレジスタ方法を選択する必要がある。また、レジスタ誤差計

算により､レジスタの精度をコントロールすることも重要である。 

 

3.8 目標のアクティブ表示とトラッキング 

SuperMap Objects ではマップウィンドウ上に特殊なレイヤーが 1 つ存在し、このレイヤ

ーは、いずれのデータセットにも対応しない。これは、地理オブジェクトがすべて一時的

に保存されている SuperMap Objects トラッキングレイヤー(TrackingLayer)である。トラ
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ッキングレイヤーは常にマップウィンドウの 上層に配置されている。 

このトラッキングレイヤーの 大の特徴は画像の更新速度が速いことである。これは、

GPS を利用したアプリケーションの構築等のために用意されたインターフェースであり、都

市の自動車管理システム（自動車の移動に対応して、リアルタイムに自動車の位置を表示

する）等の実現に用いることが可能である。またトラッキングレイヤーは、一時的に発生

した地理オブジェクト（例：距離計測を行う際に生成されたライン、面積計測の時に生成

された一時的なポリゴン、ランダムに生成された一時的なポイントなど）の管理も可能で

ある。 

SuperMap Objects マップウィンドウにはそれぞれトラッキングレイヤーが 1 つあり、以

下のようにしてトラッキングレイヤーオブジェクトをする。 

Dim objTrackingLayer As soTrackingLayer 

Set objTrackingLayer = SuperMap.TrackingLayer 

 

3.8.1.1 空間オブジェクトのアクティブ表示も、一時的な空間オブジェクトの管理も、ト

ラッキングレイヤーインスタンス（soGeoEvent）を追加することにより実行す

る。なお、トラッキングレイヤーの空間オブジェクト（soGeometry）はインス

タンス（soGeoEvent）と呼ばれる。 

 
 

SuperMap SuperWorkspace 

soTrackingLayer 

soGeoEvent soGeometry 

 

 

 

 

 

 

 

図 3.37 トラッキングレイヤーオブジェクト（soTrackingLayer）と各オブジェクトとの関係 

 

3.8.2 インスタンスを追加する 

トラッキングレイヤー上で各インスタンス（ポイント、ライン、ポリゴンとテキスト）

を追加する方法は下記の 1つのみである。 

 

soTrackingLayer.AddEvent(objGeometry As soGeometry,objStyle As 

soStyle,strTag As String) 
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各パラメータの内容は下記のとおりである。 

・ objGeometry はトラッキングレイヤーに追加する空間オブジェクトを表し、ポイント、

ライン、ポリゴンなどが可能である。 

・ objStyle はインスタンスの表示スタイルを設定する。3種の幾何オブジェクト（ポイン

ト、ライン、ポリゴン）のスタイルは、常に soStyle オブジェクトで設定する。なお、

テキストオブジェクトは独自のスタイルを持つが、テキストオブジェクト追加の方法は、

他のオブジェクトを追加する方法とほぼ同じである。ただし、soStyle パラメータを設

定する必要はない。 

・ strTag は現在のインスタンスの識別に使用し、キーワードに相当する。このキーワード

はインデックスの役目を果たし、このキーワードに対応するインスタンスにアクセスす

ることができる。 

 

次にポイントインスタンスの追加を例に、トラッキングレイヤーにおけるインスタンス

の追加方法について説明する。 

プログラムは以下の通りである。なお、このプログラムを実行する準備として先に

SuperMap.Action = scaTrackPoint と設定し、その後トラッキングレイヤーで 1つのポイン

トをトラッキングし、SuperMap_Tracked イベントを発生させる必要がある。 

Private Sub SuperMap1_Tracked() 

Dim objGeoPoint As soGeoPoint       //ポイントオブジェクトを定義 

Dim curGeometry As soGeometry        //空間オブジェクト変数を定義 

Dim objStyle As New soStyle          //スタイル変数を定義 

Dim objTrackingLayer as soTrackingLayer        

//トラッキングレイヤーオブジェクトを定義 

Set curGeometry = SuperMap.TrackedGeometry  

//TrackingLayer で描いた空間オブジェクトを取得 

If curGeometry.Type = scgPoint Then            

Set objGeoPoint = curGeometry      //ポイントオブジェクトに値を与える   

End If 

If Not (objGeoPoint Is Nothing) Then   

//ポイントオブジェクトが Null でなければスタイルオブジェクトを設定し、ポイント

オブジェクトの表示スタイルのコントロールに用いる   

objStyle.PenColor = vbRed       

objSytle.SymbolSize = 40 

objSytle.SymbolStyle = 1 

Set objTrackingLayer = SuperMap1.TrackingLayer   
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//トラッキングレイヤーオブジェクトを取得 

objTrackingLayer.AddEvent objGeoPoint,objStyle, "Point1"    

//ポイントインスタンスを追加 

objTrackingLayer.Refresh       //トラッキングレイヤーを更新 

End If 

End Sub 

3.8.3 インスタンスの移動 

GPS システムの重要な機能の一つは、アクティブなトラッキングを実現することである。

SuperMap ウィンドウのインスタンスは、目標物の移動に伴いアクティブに移動し、随時目

標物の現在位置を表示しなければならない。SuperMap の soGeoEvent オブジェクトは 2種類

の移動方法を備えている。 

 

soGeoEvent.Move(x As Double,y As Double)         

soGeoEvent.MoveTo(x As Double,y As Double) 

 

1 つは、現在の位置から X、Y 方向へどれだけの距離を移動するかを指定する方法で、相

対的な座標を指定する。もう 1つは、インスタンスを指定した X、Y座標へ移動する方法で、

絶対座標を指定する。 

次のコードはインスタンスの移動方法を示したものである。 

 

Dim objGeoEvent As soGeoEvent  //ポイントインスタンスオブジェクト変数を定義 

Set objGeoEvent = SuperMap1.TrackingLayer.Event("Point1")   

//インスタンスの識別名により、これを取得 

If Not(objGeoEvent Is Nothing) Then 

objGeoEvent.Move  -1000,1000     

//ポイントインスタンスを左へ 1000 地理単位、上へ 1000 地理単位ずつ移動  

SuperMap1.TrackingLayer.Refresh           //トラッキングレイヤーを更新 

End If 

 

上記コードは、指定した位置への移動を行うだけのものである。しかし、実際のアプリ

ケーションにおいては、アクティブな移動、つまり連続的な移動に対応することが要求さ

れる。SuperMap Objects 自身は、このような方法を提供していない。しかし、SuperMap 

Objects はコンポーネント式 GIS ソフトであり、他のプログラム環境でシステム開発を行う

ことが可能である。現在のプログラム環境においては、通常、時間に関するコントロール

やクラスを提供しているので、これらのコントロールやクラスを利用すればアクティブな
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移動機能を開発することができる。例えば、下記コードの省略記号の部分を上のコードに

書き換えれば、ポイントインスタンスを西北方向へ連続移動させることが可能である。 

Private Sub Timer1_Timer() 

……… 

End Sub 

3.8.4 トラッキングレイヤーを更新する 

これまでの 2 つのサンプルプログラムでは、トラッキングレイヤーの更新機能を使用し

た。トラッキングレイヤーの更新には 

soTrackingLayer.Refreshと soTrackingLayer.RefreshEx の 2つの方法がある。Refreshは、

単にトラッキングレイヤーを更新する。RefreshEx はさらにすぐれており、更新しなければ

ならない部分だけを更新して、ちらつきを避ける。 

SuperMap コントロールの更新、それ自身の更新と共にトラッキングレイヤーも更新する。

この更新は、マップウィンドウに対してのみ動作する。トラッキングレイヤーの更新はト

ラッキングレイヤーだけに限られ、他のレイヤーは更新しない。そのため、トラッキング

レイヤーの更新は、SuperMap 自身の更新より高速である。 

トラッキングレイヤーは、常に一時的なインスタンスを保存するレイヤーで、一時保存

に必要なメモリ容量は非常に小さく、さらにトラッキングレイヤーの高速更新が可能なの

で、GPS アプリケーション・システムの開発時にインスタンス数と更新速度の問題を考慮し

なくてもよい。 

3.8.5 インスタンスを削除する 

インスタンスの削除は、「指定したインスタンスの削除」と「全インスタンスの削除」に

分類される。「指定したインスタンスの削除」はインスタンスのタイプを区別せず、インス

タンスのインデックスあるいは識別名（インスタンスの追加時に与えられた Tag）を指定す

ればよい。 

 

Dim objTrackingLayer As soTrackingLayer 

Set objTrackingLayer = SuperMap1.TrackingLayer 

objTrackingLayer.RemoveEvent 1  

 (あるいは：ObjTrackingLayer.RemoveEvent "Point1") 

objTrackingLayer.RefreshEx 

 

「全インスタンスの削除」はトラッキングレイヤーからすべての一時的なオブジェクト

を取り除く。これはインスタンスのタイプを区別せず、トラッキングレイヤーをもとの状
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態に復元する。 

 

 objTrackingLayer.ClearEvents 

 objTrackingLayer.Refresh 

3.8.6 アクティブな移動とインスタンスのブリンク（応用テクニック） 

SuperMap では TrackingLayer の操作に関する、いくつかのイベントを提供している。こ

れらのイベントを使用して、ユーザーはプログラムによりトラッキングのプロセスをコン

トロールすることが可能である。これらのイベントを組み合わせて内容豊富な目標のアク

ティブな移動などの機能を実行できる。提供されているイベントは以下の通りである。 

 

SuperMap_AfterTrackingLayerDraw       //トラッキングレイヤーを描いた後、発生 

SuperMap_BeforeTrackingLayerDraw      //トラッキングレイヤーを描く前に、発生 

SuperMap_Tracking             //トラッキング中に発生 

SuperMap_Tracked          //トラッキング終了後発生 

 

この項では、システムの中でトラッキングレイヤーの各機能を実現する方法を説明する。

まず、トラッキングレイヤーに 1 つのポリラインを描画するように SuperMap の Action を

設定する。そして、SuperMap の Tracked イベントの中でこのポリラインを取得し、このポ

リラインをリサンプリングして 40 個に等分する。 後に、時間コントロールの Timer イベ

ントの中で、順次ポリラインのすべてのノードで 1つずつポイントインスタンスを表示し、

ラインの経路に沿って、ポイントのアクティブな移動を行う。 

 

1．共有の変数を定義する 

Dim Points As soPoints         //ポイント集合変数を定義 

Dim nCurPoint As Long        //ポイントインスタンスのカウンターを定義 

Dim styTracking As New soStyle          //スタイル変数を定義 

Dim Lnt As soGeoLine                //ラインオブジェクト変数を定義 

 

2．SuperMap の Action をポリライン描画に設定し、任意のポリラインを 1本描く 

SuperMap.Action = scaTrackPolyline  

 

3．SuperMap1 の Tracked イベントでポリラインを取得し、新しいポリラインをリサンプ

リング生成する 
 

Private Sub SuperMap1_Tracked() 
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Dim ln As soGeoLine                 //ラインオブジェクト変数を定義 

Dim lnNew As soGeoLine             //ラインオブジェクト変数を定義 

Dim dLen As Double                 //長さの変数を定義 

Dim CurGeome As soGeometry        //空間オブジェクト変数を定義 

 

Set CurGeome = SuperMap1.TrackedGeometry     

//TrackingLayer でトラッキングしたラインオブジェクトを取得 

If CurGeome.Type = scgLine Then             

Set ln = CurGeome 

End If 

If Not (ln Is Nothing) Then 

styTracking.PenColor = vbBlue         //ポリラインの表示スタイルを設定 

styTracking.PenWidth = 6 

dLen = ln.Length 

Set lnNew = ln.ResampleEquidistantly(dLen / 40)   

//ポリラインに対し、リサンプリングを行い、均等な間隔で 40 に分ける 

If Not (lnNew Is Nothing) Then 

Set Points = lnNew.GetPartAt(1)    

//リサンプリング後のポリラインのポイント集合を取得する 

nCurPoint = 1         //ポイントカウンターの現在の値は 1である 

Timer1.Interval = 500    

//タイマーが 2つのイベントを発生させるミリセカンド数を設定 

 

imer1.Enabled = True         //タイマーが反応するイベントのスイッチを

入れ、Timer1_Timer()がイベントを発生させるようにする 

End If 

End If 

End Sub 

 

4．時間コントロールの Timer イベントにおいて、トラッキングレイヤーで赤いポイントを

表示显移動し、ラインに対するトラッキングを行う。 
 

Private Sub Timer1_Timer() 

If  Not (Points Is Nothing)  Then 

If Points.Count > nCurPoint Then 

Dim pnt As New soGeoPoint      //ポイントオブジェクト変数を作成 
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Dim style As New soStyle    //スタイルオブジェクト変数を作成    

pnt.x = Points.Item(nCurPoint).x    //ポイントインスタンスの X座標を取得 

pnt.y = Points.Item(nCurPoint).y    //ポイントインスタンスの Y座標を取得 

 

style.PenColor = 255       //ポイントインスタンスのスタイルを定義

style.SymbolSize = 96 

style.SymbolStyle = 1 

SuperMap1.TrackingLayer.ClearEvents      //すべてのインスタンスをクリア 

SuperMap1.TrackingLayer.AddEvent Lnt, styTracking, ""   

//ラインインスタンスを追加 

SuperMap1.TrackingLayer.AddEvent pnt, style, ""         

//ポイントインスタンスを追加 

SuperMap1.TrackingLayer.Refresh              //更新 

nCurPoint = nCurPoint + 1          //次のポイントのインデックスを定義 

Else 

SuperMap1.TrackingLayer.ClearEvents    //すべてのインスタンスをクリア 

SuperMap1.TrackingLayer.Refresh        //トラッキングレイヤーを更新 

Timer1.Enabled = False        //ポイントインスタンスのトラッキングを停止 

End If 

End Sub 

 

5．図 3.38 は上記コード実行後の結果の図である。 

 

 

図 3.38 ライントラッキング結果 
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3.9 マップの出力 

SuperMap Objects のマップの出力には、「現在表示されているマップオブジェクトを指定

された Hardware Description Chart に貼り付ける（OutputMap）」、「画像データセットとし

て出力する(OutpurMapEx)」、「画像図形ファイルとして保存する(OutputMapToFile)」、「印

刷する(PrintMap)」という 4種類の方法がある。 

ワークスペースの中ですでに開かれているデータソースが 1 つあり、SuperMap で空間デ

ータが表示されていると仮定した場合、PicBox1 を VB に標準装備されている画像コントロ

ールとし、OS につながった 1 台のプリンターがあれば、次のような出力の機能を実行でき

る。 

 

1．指定した図形デバイスに貼り付ける：SuperMap.OutPutMap(hdc As OLE_HANDLE)、パラ

メータは図形デバイスのハンドル。例えば現在 SuperMap ウィンドウで表示されている空間

データを PicBox（画像コントロール）にコピーすることが可能である。 

SuperMap1.OutputMap PicBox1.hdc 

 

2 ．画像データセットとして出力する： SuperMap.OutPutMapEx(objDatasource As 

soDataSource, strDestDatasetName As String, dResolution As Double, [objBounds As 

soRect])、 初のパラメータは現在のデータソース、2番目のパラメータは画像データセッ

トにエクスポートしたいベクタデータセットの名称、3番目のパラメータはエクスポートし

た画像データセットの解像度、4番目のパラメータ（これはオプション）はエクスポートし

たベクタデータセットの範囲で、デフォルト時は範囲全てを出力する。下記はデータソー

スの TempDt データセットを解像度 65536 の画像データセットにエクスポートする例である。 

 

Dim objDs As soDataSource 

Set objDs = SuperWorkspace.DataSources(1) 

SuperMap1.OutputMapEx objDs, "TempDt", 65536 

 

3．画像図形ファイルとして保存する：SuperMap.OutPutMapToFile(strPictureFileName As 

String, nImageFileType As seFileType)、 初のパラメータはエクスポートした図形ファ

イルのパスと名称、2 番目のパラメータは図形ファイルのタイプである。SuperMap は Bmp、

JPEG、Tiff など十数種類の図形ファイルフォーマットをサポートする。下記は SuperMap ウ

ィンドウで表示されている空間データを Test.bmp にエクスポートする例である。 

 

SuperMap1.OutputMapToFile “C:\Temp\Test.bmp”, scfBMP 
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4．印刷する：SuperMap.PrintMap([nBorderMode As sePageBorder], [bPrintBckground As 

Boolean], [bShowPrintDialog As Boolean], [bFitToPage As Boolean])、マップを印刷す

るパラメータは全てオプションである。 初のパラメータはマップ印刷のフレームで、フ

レームなし、細いフレーム､太いフレームの 3 タイプをサポートする。2 番目のパラメータ

は SuperMap ウィンドウの背景スタイルを印刷するかどうか。3 番目のパラメータは印刷ダ

イアログボックスを表示するかどうか。4番目のパラメータは用紙のサイズにズームするか

どうか。 

  

SuperMap1.PrintMap(scbThin, False, True, True)     

//細いマップフレームを印刷し、背景は印刷しない(マップ設定の背景を無視する)。

また、印刷ダイアログボックスを表示させ、マップを紙全体の大きさに設定する 

 

3.10 演習問題 

１．マップ編集のツールを作成する。（一般の図形エディタに類似させる。レイヤータイプ

を判断してそれに相応しい操作を行う機能と、レイヤー管理機能を提供する。） 

２．主題図作成ツールを作成する。 

３．画像レジスタのツールを作成する。（形式は ERDAS 等、専門のリモートセンシング画像

処理ソフトウェアを参考にする。） 

４．レイヤーマネージャーを作成し、SuperMap レイヤーの追加、削除､移動､スタイル設定

などレイヤーの基本管理を実行する。 

５．どのようにして、SuperMap で異なるタイプ（ポイント､ライン､ポリゴン､テキスト）の

オブジェクトを同時編集するか？ 
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第4章 SuperMap Objects の空間検索と解析 

 

概要 

 

GIS が他の管理情報システムと大きく異なる点は、位置情報やトポロジ情報のような地理

オブジェクトに関する空間情報が含まれている点である。また、従来の CAD との主な違い

は、各種トポロジ関係を処理することができ、また独自の空間解析ができるという点であ

る。 

GIS の従来のトポロジのデータモデルは、構成されたトポロジ関係を基礎とし、すべての

操作と解析は整ったトポロジデータ構造を原点としなければなかったが、SuperMap Objects

の場合は、オブジェクト指向のデータモデルを採用している。そしてトポロジ関係も必要

に応じて生成され、しかも生成された結果を保存することが可能である（SuperTopo コント

ロールのネットワークデータセット生成方法を参照）。この処理により、実際の利用におけ

る SuperMap Objects GIS の柔軟性を大いに高められ、ユーザーに優れたコストパフォーマ

ンスをもたらすことができる。 

 本章では、SuperMap Objects においてトポロジ関係を利用して地理オブジェクトの空間

検索と空間解析を行う方法について紹介する。なお、SuperMap Objects が提供している空

間検索の種類は 100 を超え、また空間解析には幾何学解析、バッファ解析、オーバーレイ

解析、空間解析、ネットワーク解析及び GRID 解析などがある。 

 

目的 

 

本章では、次の内容を学習することができる。 

 幾何オブジェクトについての各種トポロジ関係（例えば、内包、インターセクト

など） 

 幾何オブジェクト間の距離関係を利用して範囲の検索をする方法 

 QueryEx を利用して空間関係を指定した検索をする方法 

 距離、面積の測定方法 

 幾何オブジェクトのバッファ領域（単独バッファ、全体バッファ）の生成方法 

 オーバーレイの各種演算方法（クリップ、イレース、ユニオン、アイデンティテ
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ィなど） 

 ネットワークデータセットの 適/ 短経路探索、ビジネスルート解析 

 ベクタデータセットとラスタデータセット間の変換を用いて各種 GRID を解析する

方法(ラスタ解析) 

 

4.1 空間情報検索 

SuperMap Objects では、幾何オブジェクトの空間検索をするために 2 つの基本的なメソ

ッド（QueryByDistance、および QueryEx）を用意している。ここでは、この 2 つのメソッ

ドを利用して地理的幾何オブジェクトの空間検索を行う方法について説明する。 

4.1.1 QueryByDistance を用いる空間検索 

ある幾何オブジェクトから、一定の範囲内にあるすべての幾何オブジェクトを検索する

には、ベクタデータセット（DatasetVector）の中の QueryByDistance メソッドを利用する。

このメソッドに使われる距離単位は、キロメートル、メートル、マイル等の地図の座標単

位である。 

soDatasetVector.QueryByDistance(objGeometry As soGeometry, dBfferDistance As Double, 

strFilter As String) As soRecordset 

 

図 4.1 QueryByDistance による検索 

 

QueryByDistanceメソッドにおいて、パラメータに使用されているGeometryはポイント、

ライン、矩形またはポリゴンのいずれかであり、検索結果は soDatasetVector の中で空間

検索条件に適合する全ての空間オブジェクトである。図 4.1 において、ポイントを検索オ

ブジェクトとして、それを囲む円が検索距離オブジェクトである。 

 

152 

 



 

4.1.2 QueryEx を用いる空間モデル検索 

SuperMap Objects には 15 種類の空間検索モデルがある。以下に、それら検索モデルにつ

いて紹介する。 

4.1.2.1  指定したポイントを含むポリゴンオブジェクトを検索 

soDatasetVector.QueryEx(objGeometry As soGeometry, scsPointInPolygon, "") As 

soRecordset            //指定したポイントを含むポリゴンオブジェクトを取得 

 

このモデルの検索対象オブジェクトはポリゴンである。したがって

soDatasetVector はポリゴンデータセットである。ObjGeometry はポイント、ライ

ン、ポリゴンが可能。ポイントの場合、返される結果はこのポイントを含むポリ

ゴンオブジェクトである。ラインまたはポリゴンの場合、返される結果はこのラ

インまたはポリゴンを含む 初のノードのポリゴンオブジェクトである。 

 

注：この検索モデルはポイントデータセット及びラインデータセットには使用で

きない。 

 

 

 

図 4.2 scsPointInPolygon 検索モデル 

 

4.1.2.2  検索オブジェクトを含む幾何オブジェクト 

soDatasetVector.QueryEx(objGeometry As soGeometry, scsContainedBy, "") As 

soRecordset          //検索オブジェクトを完全に含むオブジェクトを取得する。 

 

1．soDatasetVector がポリゴンデータセットの場合、objGeometry はポイント、ライン、
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ポリゴンオブジェクトが可能で、検索結果は soDatasetVector データセットの中の、完全

に objGeometry を含む全ての空間オブジェクトである。（ボーダーの重なっているもの、ま

たはクロスしているものも含む。） 

2．soDatasetVector がラインデータセットの場合、objGeometry はポイント、ラインオブ

ジェクトが可能で、検索結果は soDatasetVector データセットの中の、完全に objGeometry

を含む全ての空間オブジェクトである。（ボーダーの重なっているもの、またはクロスして

いるものも含む。） 

3. soDatasetVector がポイントデータセットの場合、objGeometry はポイントオブジェク

トが可能で、検索結果は検索オブジェクトと重なっているポイントである。 

 

 

 

図 4.3 scsContainedBy 検索モデル 

 

4.1.2.3  検索オブジェクトを含むが、ボーダーが接していない幾何オブジェクト 

soDatasetVector.QueryEx(objGeometry As soGeometry, scsContainedByNoEdgeTouch, "") 

As soRecordset 

//検索オブジェクトを含むが、ボーダーが接していない幾何オブジェクトを検索 

 

この検索モデルと scsContained 検索モデルは機能の点で類似しているが、異なる点は、

scsContained モデルの場合、ボーダーまたはポイントの接触を含むが、 

scsContainedByNoEdgeTouch モデルはボーダーまたはポイントの接触を含まない。 
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図 4.4  scsContainedByNoEdgeTouch 検索モデル 

 

4.1.2.4  検索オブジェクトとの間に共有のポイントを持つ幾何オブジェクト 

soDatasetVector.QueryEx(objGeometry As soGeometry, scsCommonPoint, "") As 

soRecordset                     //共有のポイントを持つオブジェクトを取得 

 

この検索モデルでは、検索オブジェクトとの間に共有のポイントを持つだけで、検索条

件に適合する。 

 

 

 

図 4.5 scsCommonPoint 検索モデル 

 

4.1.2.5  検索オブジェクト（ライン）と交差している幾何オブジェクト 

soDatasetVector.QueryEx(objGeometry As soGeometry, scsLineCross, "") As soRecordset  

//検索オブジェクト（ライン）と交差するオブジェクトを取得 
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この検索モデルは、交差しているのみで条件を満たし、ラインオブジェクトによるライ

ンオブジェクト、ポリゴンオブジェクトの検索、もしくはポリゴンオブジェクトによるラ

インオブジェクト、ポリゴンオブジェクトの検索を行う。なお、この検索モデルはライン

オブジェクトとポリゴンオブジェクトの検索に適しているが、ポイントオブジェクトの検

索には適していない。 

 

 

図 4.6 scsLineCross 検索モデル 

 

4.1.2.6  検索オブジェクトとの間に共有の辺を持つ幾何オブジェクト 

soDatasetVector.QueryEx(objGeometry As soGeometry, scsCommonLine, "") As 

soRecordset   //検索オブジェクトと共有の辺を持つ幾何オブジェクトを取得 

 

この検索モデルはラインオブジェクトとポリゴンオブジェクトの検索に適する。

ScsLineCross と異なるのは、scsLineCross 検索はラインが交差しているだけで条件を満た

すが、scsCommonLine は共有の辺がなければ検索されない。なお、この検索はポイントオブ

ジェクトの検索には適していない。 

 

 

図 4.7 scsCommonLine 検索モデル 
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4.1.2.7  検索オブジェクトと交差領域を持つ幾何オブジェクト 

soDatasetVector.QueryEx(objGeometry As soGeometry, scsAreaIntersect, "") As 

soRecordset      //検索オブジェクトと交差領域を持つ幾何オブジェクトを取得 

 

 この検索条件は検索オブジェクト（soGeometry）と交差していることである。ポリゴン

と交差しているポリゴン、ポリゴンを貫いているライン、ラインと交差しているライン等

の検索を行う。 

 

 

図 4.8 scsAreaIntersect 検索モデル 

4.1.2.8 検索オブジェクトと完全に重なる幾何オブジェクト 

soDatasetVector.QueryEx(objGeometry As soGeometry, scsIdentity, "") As soRecordset   

//検索オブジェクトと完全に重なる幾何オブジェクトを取得 

 

 

図 4.9 scsIdentity 検索モデル 

 

検索オブジェクトと全く同じオブジェクトを取得する。（オブジェクトのタイプ、座標値

も同じである必要がある） 
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4.1.2.9 検索オブジェクトと接する幾何オブジェクト 

 soDatasetVector.QueryEx(objGeometry As soGeometry, scsEdgeTouchOrAreaIntersect, "")  

//検索オブジェクトと接する幾何オブジェクトを取得 

 

 

図 4.10 scsEdgeTouchOrAreaIntersect 検索モデル 

 

検索オブジェクトの全部または一部を含む、または、全部または一部が検索オブジェク

トに含まれる全てのオブジェクトを取得する。ボーダーに接するものも条件に適合する。 

4.1.2.10 検索オブジェクトに含

まれるが、接しない幾何オブジェクト 

soDatasetVector.QueryEx(objGeometry As soGeometry, scsContainingNoEdgeTouch, 

"")  //検索オブジェクトに含まれるが、接しない幾何オブジェクトを取得 

 

 

 

図 4.11 scsContainingNoEdgeTouch 検索モデル 

 

完全に検索オブジェクトに含まれ、ボーダーに接していないオブジェクトを取得する。 
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4.1.2.11 検索ラインと共有点を

持つか、検索ラインが通過する幾何オブジェクト 

soDatasetVector.QueryEx(objGeometry As soGeometry, scsCommonPointOrLineCross, 

"")  //検索ラインと共有点を持つか、検索ラインが通過する幾何オブジェクトを取得 

 

 

 

図 4.12 scsCommonPointOrLineCross 検索モデル 

 

検索オブジェクトとの間に、共有ポイントを持つか、または検索オブジェクト

のボーダーと交差するすべてのオブジェクトを取得する。 

 

以上、述べてきた例では、2番目のパラメータにおいて各検索モデルを指定したが、3番

目のパラメータ strFilter では属性検索条件を指定することが可能である。これにより、

属性と空間位置の複合検索が可能である。 

 

4.2 幾何解析 

4.2.1 面積、角度、距離の測定 

SuperMap Objects は、マップ上で複数のポイント間の距離を測定する機能を提供してい

る。ユーザーがスナップスイッチを入れると、既存オブジェクトの座標値など、知りたい

位置に関する情報を正確に得ることができる。この機能を使用することにより、距離を正

確に測定することが可能である。 

また、SuperMap コントロールは、Tracking イベントを開放しており、このイベントでパ

ラメータを取得することにより、描画中のラインの長さ、方角、及びポリゴンの面積を簡

単に得ることができる。 
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SuperMap_Tracking(x As Double, y As Double, dCurrentLength As Double, dCurrentAngle 

As Double, dTotalLength As Double, dTotalArea As Double, nButtonClicked As Long) 

 

表 4.1 SuperMap_Tracking イベントパラメータについての説明 

 

パラメータ タイプ 説明 

x Double トラッキング後のカーソルの X座標（地理座標） 

y Double トラッキング後のカーソルの y座標（地理座標） 

dCurrentLength Double 
現在のラインの長さを取得する。単位はデータソースの単位と同

じ。 

dCurrentAngle Double 
現在のカーソルと前のノードを繋ぐ方位角。即ちライン（方向あ

り）と真北方向との間の角。 

dTotalLength Double 現在のラインの全長。単位はデータソースの単位と同じ。 

dTotalArea Double 
現在のポリゴンの面積。単位はデータソースの単位と同じ。（ポ

リラインの場合は 0） 

nButtonClicked Long 
マウスのクリック状態を示す。0 はクリックなし。1 は左クリッ

ク。2は右クリック。 

 

 

図 4.13 は、具体的な各パラメータの意味を説明している。 
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図 4.13 SuperMap Tracking イベントのパラメータ 

 

4.2.2 基本の幾何計算 

SuperMap Objects は機能的な空間解析機能を数多く提供している。しかし、その目的に

より空間解析に対するニーズは大きく異なるため、SuperMap Objects では基礎的な空間解

析機能を提供するとともに、その融通性と拡張性を高め、必要に応じて新たな空間解析機

能を開発することが可能となっている。 

SuperMap Objects には基本的な空間解析メソッドが数多くあり、これらの機能を集成し

た soGeometrist オブジェクトとして、まとめてユーザーに提供されている。本項では基本

的な幾何演算について述べる。 

以下に示すような方法で soGeometrist オブジェクトを 1つ取得する。 

 

Dim objGeometrist As New soGeometrist 

基本幾何演算オブジェクト（soGeometrist）を1つ作成することにより、これが提供する

11種類のメソッドを使用できる。それらに関する説明を以下に記す。 

 

1．2 本のラインが垂直かどうか判断する。2 本のラインを構成する 4 つのポイントを入力

し、この 2本のラインが垂直かどうかを判断する。垂直の場合 True を返し、垂直でない場

合 False を返す。 
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soGeometrist.IsPerpendicular(objStartPoint1 As soPoint, objEndPoint1 As soPoint, 

objStartPoint2 As soPoint, objEndPoint2 As soPoint) As Boolean 

 

パラメータの説明 

objStartPoint1：ライン 1の始点 

objEndPoint1：ライン 1の終点 

objStartPoint2：ライン 2の始点 

objEndPoint2：ライン 2の終点 

 

2．2 本のラインが平行かどうか判断する。2 本のラインを構成する 4 つのポイントを入力

し、この 2本のラインが平行かどうかを判断する。平行の場合 True を返し、平行でない場

合 False を返す。 

 

soGeometrist.IsParallel(objStartPoint1 As soPoint, objEndPoint1 As soPoint, 

objStartPoint2 As soPoint, objEndPoint2 As soPoint) As Boolean 

 

パラメータの説明 

objStartPoint1：ライン 1の始点 

objEndPoint1：ライン 1の終点 

objStartPoint2：ライン 2の始点 

objEndPoint2：ライン 2の終点 

 

3．ポイントからラインへの垂直線を取得する。ポイントとラインを入力し、ポイントから

ラインへの垂直線を取得する。 

 

soGeometrist.GetPerpendicular(objPoint As soPoint, objStartPoint As soPoint, As 

soPoint) As soGeoLine 

 

パラメータの説明 

objPoint：ポイント 

objStartPoint：既存のラインの始点 

objEndPoint：既存のラインの終点 

 

4．指定したポイントを通過し、既存のラインに平行な直線を作成する。ポイントとライン

を入力すると、入力したポイントを通過し、入力したラインに平行な直線を取得する。 
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soGeometrist.GetParallel(objPoint As soPoint, objStartPoint As soPoint, objEndPoint 

As soPoint) As soGeoLine 

 

パラメータの説明 

objPoint：ポイント 

objStartPoint：既存のラインの始点 

objEndPoint：既存のラインの終点 

 

5．指定したポリラインの平行線（ポリライン）を取得する（平行線の間の距離も指定する

必要あり）。1本のポリラインと平行線間の距離を指定することにより、距離条件に適合し、

既存のポリラインに平行な線を求める。距離が 0 を上回る場合、平行ラインは既存のポリ

ラインの左側に位置し、距離が 0 を下回る場合、平行ラインは既存のポリラインの右側に

位置する。距離が 0の場合、既存のポリラインと同じオブジェクトを返す。 

 

soGeometrist.GetParallel2(objLine As soGeoLine, dDistance As Double) 

 

パラメータの説明 

objLine：既存のポリライン 

dDistance：平行線間の距離 

 

6．ポイントからラインへの垂足を求め、その垂足を返す。なお、返すオブジェクトはポイ

ントオブジェクトである。 

 

soGeometrist.GetPerpendicularPosition(objPoint As soPoint, objStartPoint As soPoint, 

objEndPoint As soPoint) As soPoint 

 

パラメータの説明 

objPoint：既存のポイント 

objStartPoint：ラインの始点 

objEndPoint：ラインの終点 

 

7．2 本のライン(直線)の交点を求める。2本のラインを構成する 4つのポイントを入力し、

この 2本のラインの交点を求める。 

 

soGeometrist.IntersectLine(objStartPoint1 As soPoint, objEndPoint1 As soPoint, 
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objStartPoint2 As soPoint, objEndPoint2 As soPoint, bExtend As Boolean) As soPoint 

 

パラメータの説明 

objStartPoint1：ライン 1の始点 

objEndPoint1：ライン 1の終点 

objStartPoint2：ライン 2の始点 

objEndPoint2：ライン 2の終点 

bExtend：拡張するかどうか。（True の場合、2つのラインの延長線を含む 2つ 

の直線の交点を求め、False の場合、ラインのみの交点を求める。） 

 

8．ポイントがライン(直線)上にあるかどうかを判断する。ポイントがライン上にある場合

True を返し、ポイントがライン上にない場合 False を返す。 

 

soGeometrist.IsPointOnLine(objPoint As soPoint, objStartPoint As soPoint, 

objEndPoint As soPoint, bExtend As Boolean) As Boolean 

 

パラメータの説明 

objPoint：既存のポイント 

objStartPoint：既存のラインの始点 

objEndPoint：既存のラインの終点 

bExtend：拡張するかどうか。（True の場合、ポイントがラインの延長線を 

含む直線上にあるかどうかを判断し、False の場合、ポイントがライン上にあ 

るかどうかを判断する。） 

 

9．ポイントセットの凸 Convex Hull を計算する。凸ポリゴンを返す。 

 

soGeometrist.ConvexHull(objPoints As soPoints) As soGeoRegion 

 

パラメータの説明 

objPoints：ポイントセット（ポイントの集合） 

 

 

10．ラインとラインのフィレット。フィレット結果のアークを取得する。フィレット計算

後 2本のラインの終点座標は変化する。 

 

soGeometrist.Fillet(objStartPoint1 As soPoint, objEndPoint1 As soPoint, 
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objStartPoint2 As soPoint, objEndPoint2 As soPoint, dRadius As Double) As soGeoArc 

 

パラメータの説明 

objStartPoint1：ライン 1の始点 

objEndPoint1：ライン 1の終点 

objStartPoint2：ライン 2の始点 

objEndPoint2：ライン 2の終点 

dRadius：フィレットアーク半径 

 

11．ライン上のポイントを求める。このポイントから objStartPoint までの距離が 

dDistance で指定した値に相当する。もし dDistance > 0 の場合、objStartPoint から

objEndPoint の方向に検索し、逆の場合は逆方向に求めます。 

 

soGeometrist.FindPointOnLineByDistance(objStartPoint As soPoint, objEndPoint As 

soPoint, dDistance As Double) As soPoint 

 

パラメータの説明 

objStartPoint1：ラインの始点 

objEndPoint1：ラインの終点 

dDistance：検索距離 

 

4.3 バッファ解析 

バッファ解析（Buffer）とは、指定された距離のバッファ領域を作成する解析である。

この解析の活用例としては以下のようなものが考えられる。 

・ 汚染された河川の両岸に、一定幅の範囲を抽出し、これを汚染地域として指定する 

・ 空港建設の際、人間の健康への影響を考慮して空港周辺の一定範囲を非居住地域として

指定する 

このバッファ解析に関して、SuperMap Objects では、ポイント、ライン、ポリゴン等、

サポートする全てのタイプの空間オブジェクトに対してバッファ解析ができるのみでなく、

バッファ領域のタイプが豊富である（バッファ領域の対称の状況により対称・非対称の 2

タイプがあり、スムーズネスにより丸型と角型の 2 タイプがある）。また、実際のプロジ

ェクトでは、単一オブジェクトのバッファ解析のみでなく、グループオブジェクトに対し

てバッファ解析を行い、1 つまたは複数のバッファ領域を生成する必要がある。SuperMap 

Objects ではこれらのメソッドも提供している。なお、バッファ解析に関して、SuperMap 
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Objects では Buffer と Buffer2 の 2 つのメソッドが提供されている。 

4.3.1 Buffer メソッド 

このメソッドは SuperMap Objects おける全てのタイプのオブジェクトに対してバッファ

領域を作成することができる。ここではポリゴンオブジェクト（soGeoRegion）を例とする。 

 

soGeoRegion.Buffer(dDistance As Double,nnSmoothness As Long) As soGeoRegion  

   //ポリゴンオブジェクトをバッファ領域とする 

 

パラメータ説明 

dDistance：バッファ領域の半径、単位はデータセットの単位と同じ 

nSmoothness：スムーズネス。（即ち nSmoothness で指定した本数のアークをにより円

が構成される。） 

 

図 4.14 はバッファ解析用に設計したインターフェースである。 

 

 

図 4.14 バッファ解析インターフェース 

 

サンプルコードは以下の通りである。 

 

1．バッファ解析の初期設定 

 

すでに SuperWorkspace 上で開いたデータソースと SuperMap 上で開いたマップがあり、

少なくとも 2 つのポリゴンオブジェクトが選択されている状態で、現在のデータソースに
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はデータセット“SampleDT”が存在しないと仮定する。 

 

Dim objSourceGeometry As soGeoRegion 

//バッファを生成する元のオブジェクト（ポリゴンオブジェクトを例とする） 

Dim objDestGeomtry As soGeoRegion 

//オリジナルオブジェクトから生成された個別バッファ領域 

Dim objRecordSet As soRecordset  

//選択されたオブジェクトに対応するレコードセット 

Dim objDestRecordSet As soRecordset 

//生成されたバッファ領域オブジェクトのレコードセット 

Dim objDtVector As soDatasetVector 

//生成されたバッファ領域を保存するデータセット 

//バッファ領域を保存するポリゴンデータセットを処理する。新規ポリゴンデータセット

を作成してから開き、レコードセットを取得して、その中に新規レコードを挿入する。 

Set objDtVector = 

SuperWorkspace1.Datasources.Item(1).CreateDataset(“SampleDT”, 5) 

objDtVector.Open 

Set DestRecordSet = objDtVector.Query(“”, True) 

objDestRecordSet.MoveLast 

//オリジナルレコードセット、つまり選択された状態のレコードセット 

Set objRecordSet = SuperMap1.Selection.ToRecordset(False) 

objRecordSet.MoveFirst       // 初のレコードに移る 

 

2．バッファ領域を生成 

解析結果はそれぞれの選択したオブジェクトにバッファ領域(ポリゴンオブジェクト)を

作成する。 

Do   //記録を繰り返す。各レコードにバッファ領域を生成し、レコードセットに

追加する 

Set objSourceGeometry = objRecordset.GetGeometry      

//現在のレコードの幾何オブジェクトを取得する 

Set objDestGeomtry = objSourceGeometry.Buffer(10000,20)   

//バッファ領域生成 

If Not (objDestGeomtry Is Nothing) Then     //バッファ領域の生成に成功 

objDestRecordset.AddNew objDestGeomtry   //レコードセットに追加 

objDestRecordSet.Update              //レコードセットを更新 

End If 
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objRecordset.MoveNext                    //次のレコード 

Loop Until RecordSet.IsEOF 

objDestRecordSet.Close                       //レコードセットを閉じる 

 

Buffer メソッドを使用して作成したバッファ領域の特徴は以下の通りである。（1）対称

である。Buffer メソッドの 初のパラメータはバッファ領域の半径をコントロールするが、

この値は左右両側に適用される。（2）丸型。Buffer メソッドの 2 番目のパラメータはバッ

ファ領域の角のスムーズネスをコントロールする。 

 

4.3.2 Buffer2 メソッド 

このメソッドは、GIS タイプの空間オブジェクト（ポイント、ライン、ポリゴン）のみを

対象とする。なお、このバッファ解析メソッドは空間操作オブジェクト

（soSpatialOperator）より実行する。 

 

1．空間操作オブジェクトを取得する(ラインオブジェクトを例とする) 

Dim objSpatialOperator As soSpatialOperator 

Set objSpatialOperator = objGeoLine.SpatialOperator 

 

2．バッファ領域を生成 

soSpatialOperator.Buffer2(dLeftDistance As Double, dRightDistance As Double, 

nSmoothness As Long) As soGeoRegion 

 

パラメータの説明 

dLeftDistance：左側のバッファ距離。0 未満は無効。0 は片側バッファ領域を生成す

る。 

dRightDistance：右側のバッファ距離。0未満は無効。0は片側バッファ領域を生成す

る。 

nSmoothness：スムーズネス。いくつのポイント数から円を構成するか。4 より小さい

場合、ラインの角のスムージング処理が行われず、角型バッファとなる。 

 

4.3.3 全てのオブジェクトを 1 つにまとめたバッファ領域を生成 

前の項で述べたものは個別の空間オブジェクトに対するバッファ解析である。しかし、

実際のプロジェクトでは複数のオブジェクトに対する総バッファ領域の生成が必要な場合
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も発生する。そこで、SuperMap Objects では、先に個別オブジェクトのバッファ生成を行

い、その後、全てのバッファ領域を 1 つのバッファ領域に統合する。サンプルコードは以

下の通りである。 

 

objRecordset.MoveFirst 

Set objSourceGeometry = objRecordset.GetGeometry 

Set objAllGeometry = objSourceGeometry.Buffer(10000,20)           

// 初のオブジェクトのバッファ領域を objAllGeomtry に与える 

objRecordset.MoveNext 

Do Until objRecordset.IsEof    //記録を繰り返す。各レコードにバッファ領域を生

成するが、レコードセットに追加しない。 

Set objSourceGeometry = objRecordset.GetGeometry 

//現在のレコードの幾何オブジェクトを取得する 

    Set objDestGeomtry = objSourceGeometry.Buffer(10000,20) 

//バッファ領域を生成する 

    If Not (objDestGeomtry Is Nothing) Then     //バッファ領域生成に成功 

//バッファ領域のユニオン： 初のオブジェクトのバッファ領域を objAllGeometry に追加

し、さらにこのポリゴンオブジェクトとそれ以降に生成されたオブジェクトのバッファ領

域とのユニオン(Union)を行い、この操作を、すべてのオブジェクトに対して行う。 終的

には全体で 1つのバッファポリゴンオブジェクト objAllGeometry が生成される。 

Set objAllGeomtry = objAllGeometry.Union(objDestGeometry)  

End If 

objRecordset.MoveNext                     //次のレコード 

Loop 

objDestRecordSet.AddNew objAllGeometry         //レコードセットに追加 

objDestRecordSet.Update                       //レコードセットを更新 

objDestRecordSet.Close                        //レコードセットを閉じる 

 

 

4.4 オーバーレイ（OverLay）解析 

オーバーレイ解析（Overlay）は、2つのGISデータセット間の一連の幾何演算である。

SuperMap Objectsは、オーバーレイ解析のための独立したオブジェクト（soOverlayAnalyst）

を提供している。このオブジェクトは8種類（Clip、Erase、Union、Intersect、Identity、

GridErase、GridIdentity、GridUnion）のオーバーレイ解析機能を備えている。この解析
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オブジェクトのメソッドの各種パラメータを設定することにより、柔軟かつ効率的に解析

を行うことができる。 

 

ShowProgress:Boolean

Clip:Boolean
Erase:Boolean

Identity:Boolean
Intersect:Boolean

Union:Boolean
GridErase:Boolean

GridIdentity:Boolean
GridUnion:Boolean

soOverlayAnalyst
(オーバーレイ解析)

 

図 4.15 オーバーレイ解析オブジェクトの構造図 

 

soOverlayAnalystオブジェクトが行うのは、データセット間のオーバーレイ解析である

（データセットの全てのオブジェクトを対象として行われる）。この他にSuperMap Objects

では単一オブジェクトオーバーレイ演算のメソッドも備えている。全てのオブジェクト対

してオーバレイ解析を行う必要がない時は、このメソッドが適当である。ここでは、

soOverlayAnalystを用いてデータセット間のオーバーレイ解析を行う方法について説明す

る。 

図4.16のダイアログボックスは、データセットのオーバーレイ解析を行うためのサンプ

ルインターフェースである。 

 

 

図 4.16 オーバーレイ解析インターフェース 

4.4.1 クリップ（Clip）演算 

クリップ演算は、クリッピング方式のオーバーレイ解析を行う。これはクリップするデ
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ータセット（objInDataset）から、クリップされるデータセット（objClipItem）のポリゴ

ンに含まれない部分を削除する。なお、クリッピング結果のデータセット（objOutDataset）

の属性テーブルには、クリップされるデータセットの属性のみ保存される。また、クリッ

プするデータセットはポリゴンデータセットである必要がある。 

 

soOverlayAnalyst.Clip(objInDataset As soDatasetVector,objClipItem As Object, 

objOutDataset  As soDatasetVector) As Boolean  

 

objInDataset：クリップされるデータセット（クリップされるポイント、ラインまた

はポリゴンデータセット） 

objClipItem：クリップするデータセットまたは空間オブジェクト。ポリゴンである必

要あり。 

objOutDataset：結果データセット。タイプは objInDataset と同じ。（クリップ演算

によって新規のデータセットが作成される。） 

 

コードは次の通りである。 

 

Dim objDS As soDataSource 

Dim objDtA As soDataset        'クリップされるデータセット 

  Dim objDtB As soDataset        'クリップに使用するポリゴンデータセット 

  Dim objDtC As soDataset        '結果を保存するデータセット 

  Dim objOverlayAnalyst As New soOverlayAnalyst    

'注意：newキーワードを使って定義しなければならない 

  Dim lDtCType As Long           'クリップされるデータセットの種類 

  Dim bResult As Boolean          'クリップ演算結果の成否の確認 

  Set objDS = SuperWorkspace.Datasources.Item(1)  'データソースを取得する 

  Set objDtA = objDS.Datasets.Item(1)          'Clipされるデータセットを取得する 

  Set objDtB = objDS.Datasets.Item(2)        'Clipポリゴンデータセットを取得する 

  lDtCType = objDtA.Type                   '演算結果を保存するデータセットの種類 

  Set objDtc = objDS.CreateDataset("Dataset3",lDtCType,scoDefault)  

'演算結果データセットを作成する 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

ここでsoOverlayオブジェクトの別のメソッドを使用すると、別のオーバーレイ解析が実

現できる 

bResult = objOverlay.Clip(objDtA,objDtB,objDtC)  'クリップ解析を行う 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
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If bResult = True Then 

        Msgbox "解析に成功しました！" 

    Else 

        Msgbox "解析に失敗しました！" 

  End If 

 

4.4.2 イレース（Erase）演算 

イレース(Erase)方式のオーバーレイ解析を行います。これはクリップ演算と逆で、イレ

ースされるデータセット（objInDataset）から、イレースするポリゴン（objClipItem）に

含まれる部分を削除します。なお、イレース結果のデータセット（objOutDataset）の属性

テーブルには、イレースされるデータセットの属性のみ保存される。 

 

soOverlayAnalyst.Erase(objInDataset As soDatasetVector,objEraseItem As 

Object,objOutDataset As soDatasetVector) As Boolean 

 

objInDataset：イレースされるデータセット。ポイント、ラインまたはポリゴンデー

タセットが可能。 

objClipItem：イレースに使用するデータセットまたは空間オブジェクト。タイプはポ

リゴンである必要あり。 

objOutDataset：結果データセット。タイプはイレースされるデータセットのタイプと

同じ。 

 

イレース演算のコードは、クリップ演算とほぼ同じで、クリップ演算のコードの一部を

以下のように変える。 

 

bResult = objOverlay.Erase(objDtA,objDtB,objDtC)     //イレース演算を行う 

 

4.4.3 ユニオン（Union）演算 

 Union演算は2つのデータセットの集合（論理和）を求める演算である。ユニオンされる

ポリゴンデータセット（objInDataset）とユニオンするポリゴンデータセット

（objUnionDataset）を用いて、ユニオン方式のオーバーレイ解析を行います。2つのポリ

ゴンデータセットを重ね合わせ、その全てを結果データセット（objOutDataset）に保存し

ます。 
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soOverlayAnalyst.Union(objInDataset As soDatasetVector,objUnionDataset As 

soDatasetVector,objOutDataset As soDatasetVector,bJoinAttribute As Boolean) As 

Boolean 

 

objInDataset：ユニオンされるデータセットで、タイプはポリゴンデータセット 

objUnionDataset：ユニオンするデータセットで、タイプはポリゴンデータセット 

objOutDataset：結果データセット。タイプは objInDataset と同じ。 

bJoinAttribute: 属性テーブルの接続をするかどうか 

 

ユニオン演算結果の属性テーブルにおいて、「接続」と「非接続」の2つのオプション

（bJoinAttribute）が提供されている。「接続」を指定する場合は、ユニオン演算を行う2

つのデータセットの属性テーブル内にある全てのフィールドが演算結果データセットの属

性テーブルに追加される。「非接続」を指定する場合は、新たに作成されるデータセット

の属性テーブルの中には、内部標識記号(SmID)、ユーザー標識記号(SmUserID)、周辺の長

さ(SmPerimeter)、面積の属性(SmArea)、および元のデータセットにおける各自の内部標識

記号（SmID）が記録される。 

ユニオン演算のコードは、クリップ演算とほぼ同じで、クリップ演算のコードの一部を

以下のように変える。 

 

bResult = objOverlay.Union(objDtA,objDtB,objDtC,True)   

//ユニオン演算を行う。属性を接続する。 

  

4.4.4 インターセクト（Intersect）演算 

Intersect演算は、2つのデータセットの交差部分を求める操作であり、2つのデータセッ

トの共通する部分が演算結果データセットへ出力され、その他の部分は削除される。 

 

soOverlayAnalyst.Intersect(objInDataset As soDatasetVector, objIntersectDataset As 

soDatasetVector, objOutDataset As soDatasetVector, bJoinAttribute As Boolean) As 

Boolean 

 

objInDataset：インターセクトされるデータセット。タイプはポイント、ライン、ポ

リゴンデータセットが可能。 

objIntersectDataset：インターセクトするデータセット。タイプはポリゴンデータセ

ット。 
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objOutDataset：タイプは objInDatasetと同じ 

bJoinAttribute：属性テーブルを接続するかどうか 

 

 

Intersect演算結果の属性テーブルは、元の2つのデータセットにある属性テーブルを継

承し、また「接続」と「非接続」の2つのオプション（bJoinAttribute）が提供されている。

ここでもユニオンと非ユニオンの2つのオプションを提供している。「接続」を指定する場

合は、インターセクト演算を行う2つのデータセットの属性テーブル内にある全てのフィー

ルドが演算結果データセットの属性テーブルに追加される。「非接続」を指定する場合は、

新たに作成されるデータセットの属性テーブルの中には、内部標識記号(SmID)、ユーザー

標識記号(SmUserID)、周辺の長さ(SmPerimeter)、面積の属性(SmArea)、および元のデータ

セットにおける各自の内部標識記号（SmID）が記録される。 

インターセクト演算のコードは、クリップ演算とほぼ同じで、クリップ演算のコードの

一部を以下のように変える。 

 

bResult = objOverlay.Intersect(objDtA,objDtB,objDtC,True) 

'インターセクト演算を行い、属性を接続する。 

 

4.4.5 アイデンティティ（Identity）演算 

Identity演算は、Union演算に似ており、2つのデータセットのインターセクション演算

を行う。異なる点は、Union演算は2つのデータセットのすべてが保持されるのに対して、

Identity演算では、1つ目のデータセットはすべて保持されるが、2つ目のデータセットの

うち1つ目のデータセットと重ならない部分は削除される。 

 

soOverlayAnalyst.Identity(objInDataset As soDatasetVector, objIdentityDataset As 

soDatasetVector, objOutDataset As soDatasetVector, bJoinAttribute As Boolean) As 

Boolean 

 

objInDataset：タイプはポイント、ライン、ポリゴンデータセットが可能。 

objIdentityDataset：ポリゴンデータセットのみ。 

objOutDataset：結果データセット。タイプはobjInDatasetと同じ。 

bJoinAttribute：属性テーブルを接続するかどうか。 

 

アイデンティティ演算結果の属性テーブルは、2つのデータセットの属性テーブルを継承

し、また接続と非接続の2つのオプション（bJoinAttribute）が提供されている。「接続」
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を指定する場合は、アイデンティティ演算を行う2つのデータセットの属性テーブル内にあ

る全てのフィールドが演算結果データセットの属性テーブルに追加される。「非接続」を

指定する場合は、新たに作成されるデータセットの属性テーブルの中には、内部標識記号

(SmID)、ユーザー標識記号(SmUserID)、周辺の長さ(SmPerimeter)、面積の属性(SmArea)、

および元のデータセットにおける各自の内部標識記号（SmID）が記録される。 

アイデンティティ演算のコードは、クリップ演算とほぼ同じで、クリップ演算のコード

の一部を以下のように変える。 

 

bResult = objOverlay.Identity(objDtA,objDtB,objDtC,True)    

//アイデンティティ演算を行う。属性を接続する。 

 

4.5 ネットワーク解析 

ネットワークシステムとは、相互に接続されている複数のラインセグメントから構成さ

れるネットワーク状のシステムを指す。ネットワークデータモデルは、現実世界のネット

ワークシステムを抽象的に表現するものである。ネットワークモデルにおいて、ラインセ

グメントはネットワーク接続と呼ばれ、ラインセグメント同士の交点はネットワーク・ノ

ードと呼ばれる。ネットワークモデルの中では、リソースと情報が一つのノードから次の

ノードへ伝達される。 

ネットワーク解析とは、ネットワークモデルをもとに実行される各種の解析（例：ネッ

トワークノード解析、ネットワーク経路解析、 適経路解析、 短経路解析、ビジネスル

ート解析など）である。なお、このようなネットワーク解析が可能なのは、ネットワーク

データセットに対してのみであり、他のデータセットに対して、この解析は実行不可能で

ある。 

 

SuperMap Objectsでは、ネットワーク解析の一般機能がsoNetworkAnalystオブジェクト

に集成されている。このオブジェクトは、6つのルート検索及び3つのノード検索を提供し

ている。ネットワーク解析オブジェクトの構造図を図4.17に示す。 
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図 4.17 ネットワーク解析オブジェクト構造図 

4.5.1 ルート検索 

1．指定したノードとつながる全ての辺を検索する。 

ネットワークデータセットの各セグメント（ルート）には方向があり、正方向は開始ノ

ードから終了ノードに向かう方向、逆方向は終了ノードから開始ノードに向かう方向を示

す。ルート検索時、この検索方向(正方向、反対方向、双方向)を指定することが可能であ

る。 

 

soNetworkAnalyst.FindConnectedEdges(objNetworkDataset As soDatasetVector, nNode As 

Long, nDirection As sePathFindingDirection, nLevel As Long) As soSelection 

 

パラメータの説明 

objNetworkDataset：ネットワーク解析を行うデータセット 

nNode：始点のノードのナンバー 

nDirection：ルート検索の方向 

nLevel：始点ノードからの距離レベル（通過する辺の数）。ここで指定した範囲内の辺

を検索します。 

 

2．ノード間のクリティカルエッジ解析 

任意の2つのノード間には少なくともある種のつながりの関係がある。この中のある種の

つながりの関係はクリティカルエッジである。クリティカルエッジを切断した場合、この2

つのノード間は接続できない。 

soNetWorkAnalyst.FindCriticalEdges(objNetworkDataset As soDatasetVector, nFromNode 

As Long, nToNode As Long, nDirection As sePathFindingDirection) 
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パラメータの説明 

objNetworkDataset：ネットワーク解析を行うデータセット 

nFromNode：開始ノードナンバー 

nToNode：終了ノードナンバー 

nDirection：ルート検索の方向 

 

3． 短経路解析 

短経路解析は、ネットワークレイヤーの任意の2つのノード間で、ネットワークデータ

セットのラインセグメントで構成される 短距離の経路を抽出する解析である。開始ノー

ドと終了ノードを指定すると検索される結果は、一時的な選択レコードセットである。 

短経路解析には2つのメソッドがある。 

 

soNetworkAnalyst.FindPath(objNetworkDataset As soDatasetVector, nFromNode As Long, 

nToNode As Long, bShortestOnly As Boolean) As Selection 

 

パラメータの説明 

objNetworkDataset：ネットワーク解析に用いるデータセット 

nFromNode：始点ノードナンバー 

nToNode：終点ノードナンバー 

bShortestOnly： 短経路のみを解析するかどうか。bShortestOnly = Trueの時、ネッ

トワーク解析の結果は 短経路 

 

soNetworkAnalyst.FindPathEx(objNetworkDataset As soDatasetVector, objFromPoint As 

soPoint, objToPoint As soPoint, dTolerance As Double, bShortestOnly As Boolean) 

 

パラメータの説明 

objNetworkDataset：ネットワーク解析に用いるデータセット 

objFromPoint：開始ノード 

objToPoint：終了ノード 

dTolerance：始点、終点のトレランスを指定。選択したポイントからあるノードまで

の距離がこの値を下回った場合、このノードが選択されたと判断する。 

bShortestOnly： 短経路のみを解析するかどうか。bShortestOnly = Trueの時、ネッ

トワーク解析の結果は 短経路 

 

以下のコードはネットワークデータセットの中の 短経路解析を実行する（但し、この

コード実行の前提条件は、SuperMap Objects の 初のレイヤーがネットワークデータセッ
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トであり、しかもこのネットワークデータセットに少なくともノードが 2 つあることであ

る）。 

 

    Dim objGeometry As soGeometry        '幾何オブジェクト、ここではポイント 

    Dim Selection As soSelection            '結果セットを探す 

    Dim objDatasetVector As soDatasetVector 'ネットワークデータセット 

    Dim objDV As soDatasetVector       

'ネットワークデータセットのサブセット(即ちネットワークノードデータセット) 

    Dim objRecordset As soRecordset         'サブセットのレコードセット 

    Dim iSelectNumber As Integer            '選ばれたポイントで変数を判断する 

    Dim lNodeNumber1 As Long                ' 初のノードの ID 記号 

    Dim lNodeNumber2 As Long                '2 番目のノードの ID 記号 

    iSelectNumber = 0                       '初期化判断変数 

    Set objDatasetVector = SuperMap1.Layers(1).dataset       

                 'ネットワークデータセットでなければならない 
    Set objDV = objDatasetVector.SubDataset         'サブセットを取得 

    Set objRecordset = objDV.Query(““, True)  

'サブセットのレコードセットを取得 

    objRecordset.MoveFirst                          ' 初のレコードへ移動 

    Do                                              'ノードを繰り返して探す 

    Set objGeometry = objRecordset.GetGeometry            

'現在のレコードの幾何オブジェクトを取得 
    If objGeometry.Type = scgPoint Then      '現在のオブジェクトがノードである 

         iSelectNumber = iSelectNumber + 1          '増加したノードの合計数 

         If iSelectNumber = 1 Then                  ' 初のノードを取得 

lNodeNumber1 = objRecordset.GetID  ' 初のノードの ID を取得 

ElseIf iSelectNumber = 2 Then   

'選択されたポイントの数が 2になると解析開始 

              Dim objNetworkAnalyst As New soNetworkAnalyst    

'ネットワーク解析オブジェクト 
lNodeNumber2 = objRecordset.GetID    '2 番目のノードの ID 記号を取得 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 

Set Selection = objNetworkAnalyst.FindPath(objDatasetVector, lNodeNumber1, 

lNodeNumber2, False)   ' 短経路解析

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
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         If Selection Is Nothing Then   
             MsgBox “ノード間に 短経路なし” 

          Else 

           Me.SuperMap1.EnsureVisibleRecordset objRecordset, 2  

 'マップの表示範囲を設定する 

             Dim recd As soRecordset       '解析結果レコードセット 

            Set recd = Selection.ToRecordset(True)  

'解析結果レコードセットを取得する 

             SuperMap1.Selection.FromRecordset recd    '解析結果を示す 

            End If 

Me.SuperMap1.Refresh                     'SuperMap を更新 

            Exit Do                                  '解析終了、繰り返し終了 

          End If 

      End If 

      objRecordset.MoveNext                          '次のレコード 

Loop Until objRecordset.IsEOF()  

 

4． 適経路解析 

短経路解析と比べ、 適経路解析は複雑である。 適経路解析は、内部で重みつき演

算を行い、2ポイント間の 短の経路を得ることを目的としている（実際に得られるのは一

時的なレコードセットであり、その中の全てのラインオブジェクトが 2 ポイント間の経路

を構成する）。 

SuperMap Objects は 4 種類の 適経路解析方法を提供する。 

 

soNetworkAnalyst.FindPath(objNetworkDataset As soDatasetVector, nFromNode As Long, 

nToNode As Long, bShortestOnly As Boolean) As Selection 

 

パラメータの説明 

objNetworkDataset：ネットワーク解析に用いるデータセット 

nFromNode：開始ノードナンバー 

nToNode：終了ノードナンバー 

bShortestOnly：bShortestOnly = False の時、ネットワーク解析時に経路の長さの要

素を考慮するだけでなく、経路のインピーダンスを考慮する。ネットワークデータセ

ットのラインセグメントは全て方向があり、データセットテーブル構造の 2 つの半保

留フィールド（この属性値のみ編集可能で、フィールド自身を編集したりフィールド

を削除できない）SmResistanceA と SmResistanceB は、それぞれ正方向インピーダンス
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を記録する。 

 

soNetworkAnalyst.FindPathEx(objNetworkDataset As soDatasetVector, objFromPoint As 

soPoint, objToPoint As soPoint, dTolerance As Double, bShortestOnly As Boolean) As 

Selection 

 

パラメータの説明 

objNetworkDataset：ネットワーク解析に用いるデータセット 

objFromPoint：開始ノード 

objToPoint：終了ノード 

dTolerance：終了ノードの許容値を選択。選択したポイントから任意のポイントまで

の距離がこの値を下回る時、このポイントを認識し選択する。 

BShortestOnly： 短経路のみを解析するかどうか。bShortestOnly = Falseの時、ネ

ットワーク解析の結果は 適経路 

 

適経路解析のメカニズムから分かるように、正確な 適経路解析を行うには、解析に

入る前にある基準に従って、ラインセグメントの SmResistanceA（正方向インピーダンス）

と SmResistanceB（逆方向インピーダンス）の値を設定しなければならない。もし、この 2

つのフィールドの値を設定しない、もしくはすべてのセグメントの 2 つのフィールド値が

同一であるとすれば、その場合に得られた 適経路解析結果は、 短経路解析で得られた

結果と全く同じ経路になる。 

  

上述した 2 種類の 適経路解析方法は比較的簡単で、シンプルな都市交通経路の解析に

適する。しかし多くの業種ではネットワーク解析に対するニーズは比較的高く、例えば電

力業界では、マトリックス接続の必要がある。複雑なネットワークデータでは、解析時に

ネットワークノードまたは辺について属性に基づきフィルタをかける必要がある。このよ

うなより専門的なニーズに対応するため、SuperMap Objects では他にも 2 種類の経路解析

方法が提供されている。 

 

soNetworkAnalyst.FindPath2(objNetworkDataset As soDatasetVector, nFromNode As Long, 

nToNode As Long, bCheckConnectionMatix As Boolean, nCheckMask As Long, 

[RuleMaskField], [ForwardCostField], [BackwardCostField], [strNodeFilter], 

[strLineFilter]) As Selection 

 

パラメータの説明 

objNetworkDataset：ネットワーク解析に用いるデータセット 
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nFromNode：開始ノードナンバー 

nToNode：終了ノードナンバー 

bCheckConnectionMatix：マトリックス接続を使用するかどうか。マトリックス接続は

マトリックス接続オブジェクト（soConnectionMatix）により記録され、システムフィ

ールドに保存される。 

nCheckMask：Mask 接続。Mask フィールドと桁演算を行う 

[RuleMaskField]：Mask フィールドを入力 

[ForwardCostField]：正方向“Cost”フィールド。デフォルトは SMResistanceA； 

[BackwardCostField]：逆方向“Cost”フィールド。デフォルトは SMResistanceB； 

[strNodeFilter]：ノードフィルタ条件 

[strLineFilter]：辺フィルタ条件 

 

soNetworkAnalyst.FindPathEx2(objNetworkDataset As soDatasetVector, objFromPoint As 

soPoint, objToPoint As soPoint, dTolerance As Double, bCheckConnectionMatix As 

Boolean, nCheckMask As Long, [RuleMaskField], [ForwardCostField], 

[BackwardCostField], [strNodeFilter], [strLineFilter]) As Selection 

 

このメソッドが FindPathEx と異なるのはノードナンバーを入力せずに、許容値を設定す

ることである。ノード選択時に、直接 2 つのノードオブジェクトを伝え、ネットワーク解

析を行う。 

 

5．ビジネスルート解析 

ネットワーク解析が提供する 短経路解析と 適経路解析は全て開始ノードと終了ノー

ドを指定し、条件を満たす経路を自動計算する。しかし、旅行業や運輸業など、業種によ

っては特殊なネットワーク解析のニーズがあり、開始ノードと終了ノード以外に、その他、

複数のノードを通過する必要がある場合もある。そのため、SuperMap Objects は下記のメ

ソッドも提供している。 

 

soNetWorkAnalyst. FindTSPPath(objNetworkDataset As soDatasetVector, nFromNode As 

Long, objNodes As soSelection, nToNode As Long, [ForwardCostField], 

[BackwardCostField]) As soSelection 

 

パラメータの説明 

objNetworkDataset：ネットワーク解析に用いるデータセット 

nFromNode：始点ノードナンバー 

objNodes：通過しなければならないノード 
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nToNode：終点ノードナンバー 

[ForwardCostField]：正方向“Cost”フィールド。デフォルトは SMResistanceA； 

[BackwardCostField]：逆方向“Cost”フィールド。デフォルトは SMResistanceB； 

 

4.5.2 ノード検索 

ネットワーク解析では経路を検索する以外に、ノードを検索する解析も存在する（例：

上水道業の破裂管解析ではバルブのノードの解析が必要である）。そこで、SuperMap Objects

では 3種類のノード検索方法が提供されている。 

 

1．近接ノード検索 

この方法はとても簡単で実用的である。1つのノードを指定し、これと 1本のラインセグ

メントで直接つながるノードを全て検索する。 

 

soNetworkAnalyst.FindAdjacentNodes(objNetworkDataset As soDatasetVector, nFromNode 

As Long, nDirection As sePathFindingDirection) As Selection 

 

パラメータの説明 

objNetworkDataset：ネットワーク解析に用いるデータセット 

nFromNode：始点ノードナンバーを指定 

nDirection：辺の検索方向 

 

2．接続ノード検索 

近接ノード検索が検索するのは、始点ノードと一本のラインセグメントでつながってい

る全てのノードであるが、接続ノード検索は検索のレベル（通過する辺の数）を指定でき

る。 

 

soNetworkAnalyst.FindConnectedNodes(objNetworkDataset As soDatasetVector, nNode As 

Long, nDirection As sePathFindingDirection, nLevel As Long) As Selection 

 

パラメータの説明 

objNetworkDataset：ネットワーク解析に用いるデータセット 

nNode：始点ノードナンバーを指定 

nDirection：辺の検索方向 

nLevel：始点ノードからの距離レベル（通過する辺の数）。ここで指定した範囲内のノ

ードを検索する。 
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3．クリティカルノード検索 

ネットワークデータセットにおいて、2つのノード間には多くのチャンネルがある。これ

らのチャンネルは別のいくつかのノードと辺が接続しできたものである。これらのノード

の中でいくつかはクリティカルノードと呼ばれる。これらのクリティカルノードを切断す

ると、既に分かっている 2つのノード全ての接続関係は全て切断される。 

 

soNetworkAnalyst.FindCriticalNodes(objNetworkDataset As soDatasetVector, nFromNode 

As Long, nToNode As Long, nDirection As sePathFindingDirection) As Selection 

 

パラメータの説明 

objNetworkDataset：ネットワーク解析に用いるデータ 

nFromNode：始点ノードナンバー 

nToNode：終点ノードナンバー 

nDirection：辺の検索方向 

 

4.6 GRID 解析 

 GRIDモデルは、地理空間の分布を表したグリッドモデルである。このグリッドのすべて

のセルに値が保存されている。なお、グリッドの位置は、行･列座標により定義されている。 

SuperMap Objects の GRID 解析には、GRID データセットのクリップ、GRID モデルの作成、

GRID から等値線の生成、ポリゴン、3Ｄ正射画像データセットの生成等がある。 

soGridAnalyst
(グリッド解析)

Aggregate:Boolean
Clip:Boolean
ClipEx:Boolean
GridToIsoline:Boolean
GridToOrthoImage:Boolean
GridToRegion:Boolean
LineToGrid:Boolean
Point3DToGrid:Boolean
RegionToGrid:Boolean
Section:Boolean
TINToGrid:Boolean
Volume:Double
LineToDEM:Boolean

 

図 4.18   GRID 解析オブジェクト構造図 
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4.6.1 GRID データセットのクリップ 

GRID データセットの Clip は、ラスターデータセットの Clip であり、soOverlayAnalyst

の Clip に類似している。しかし、soOverlayAnalyst の Clip するオブジェクトがベクタデ

ータセット、レコードセット、ポリゴンオブジェクトのいずれでも良いのに対して、

soGridAnalyst の Clip 及び ClipEx の場合、Clip するオブジェクトはポリゴンオブジェク

トに限られている。SoGridAnalyst の 2 つの Clip メソッドは、次の通りである。 

 

soGridAnalyst.Clip(objSrcDataset As soDatasetRaster, objClipBounds As 

soRect, objDestDataSource As soDataSource, strNewDatasetName As String) As Boolean 

 

soGridAnalyst.ClipEx(objSrcDataset As soDatasetRaster, objClipRegion As 

soGeoRegion, objDestDataSource As soDataSource, strNewDataset As String, BackValue) 

As Boolean 

 ClipEx がクリップ終了後、自動的にクリップされた範囲にユーザー指定の色で塗りつぶ

すことができるのに対して、Clip にはこのプロセスがないため、Clip 後の描画が違う。 

4.6.2 グリッドモデル作成（グリッドデータセットの作成） 

 SuperMap Objects のGRIDモデルの作成方法には3次元ポイントから生成する方法、ライ

ンデータセット及びポリゴンデータセットから生成する方法、そしてTINから生成する方法

がある。 

 ポイント、ライン、ポリゴンデータセットからGRIDを生成する方法では、グリッドの属

性値をユーザーが指定することができる。（例：属性を土壌タイプ、密度値、標高、温度、

湿度などとすることができる。）更に属性が、オブジェクトの識別記号、トポロジの誤差、

ラインの長さ、ポリゴンの面積、周囲の長さなどGRIDモデル上で実際に意味のないフィー

ルドであっても問題はない。 

もし、属性が標高の場合、得られるGRIDモデルは数値標高モデル（DEM。DEMはGRIDモデ

ルのほかに、TIN、等値線などのモデルを表す場合もある）となる。 

 実際のプロジェクトにおけるプロセスでは、まず色々な数値補間法（逆距離権〔IDW〕、

ライン、ダブルライン、スプライン、Kriging 等）を用いて GRID の属性値を取得し、その

後 3次元可視化技術を利用して GRID モデルを PC に表示する。 

次の項で、ポリゴンデータセットを利用してGRIDを生成する方法について説明するので、

ここでは省略するが、下記のコードにより、他のデータセットからのGRID生成が可能であ

る。以下は、他のデータセットからGRIDを生成するメソッドである。 

 

 soGridAnalyst.LineToGrid(objSrcGridDataset As 
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soDatasetVector,FieldName As String ,  objDatasource As 

soDataSource,strGRIDName As String,dResolution As Double) 

 

 soGridAnalyst.Point3DToGrid(objPoint3DDataset As 

soDatasetVector,objDatasource As soDataSource,strGRIDDatasetName As 

String,dResolution As Double) 

 

 soGridAnalyst.RegionToGrid(objSrcGridDataset As 

soDatasetVector,strFieldName As String, objDatasource As 

soDataSource,strGRIDName As String,dResolution As Double)  

 

 soGridAnalyst.TINToGrid(objSrcGridDataset As soDatasetVector, 

objDatasource As soDataSource,GRIDDtName As String,dResolution As 

Double)  

 soGridAnalyst.LineoDEM(objSrcLineDataset As soDatasetVector, FieldName 

As String, objDatasource As soDataSource,DEMName As String,dResolution 

As Double)  

 

4.6.3 GRID による等値線、ポリゴン、3D 正射画像データセットの生成 

GRID から等値線を生成する方法としては、まずグリッド DEM（グリッド DEM は GRID モデ

ルの一種）を生成し、その後グリッド DEM から等値線を生成する。 

 

次のコードは、TIN データセットから GRID データセットへの変換（即ち GRID データセッ

トのモデリング方法の 1つ）である。 

Dim objGridAnalyst As New soGridAnalyst 

Dim objDestDtG As soDataset 

Dim objDS As soDataSource 

Dim objSourceDtV As soDataset 

Dim bResult As Boolean 

 

Set objDS = SuperWorkspace.Datasources.Item(“Tin”)       

Set objSourceDtV = objDS.Datasets.Item(“Tin”)      

//オリジナル TIN データセットを取得する 

       

bResult = objGridAnalyst.TINToGrid(objSourceDtV, objDS, ”DEM”,8.100)    
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//変換開始 

If bResult = False Then 

MsgBox "変換に失敗しました!", vbInformation 

End If 

 

次は生成された DEM データセットの表示結果である。 

 

 

図 4.20  生成されたグリッド DEM 

 

次に、生成された DEM データセットをもとに、等値線図を生成する。 

 

Dim objSourceDtR As soDatasetRaster 

Set objSourceDtR = objDS.Datasets(“DEM”) 

bResult = objGridAnalyst.GridToIsoline(objSourceDrR, objDS, “Counter”,22,3) 

If bResult = False Then 

MsgBox "変換に失敗しました!", vbInformation 

End If 

 

図 4.21 は変換後の等値線を、元の GRID データセットに重ねたものである。 
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図 4.21  DEM と等値線を重ねて表示 

 

 GRID からポリゴンデータセット及び 3Ｄ正射画像データセットを生成する方法は、等値

線の生成方法と類似しているので、ここでは省略する。以下は、GRID データセットから、

これら 2つのデータセットを生成するメソッドである。 

 

 soGridAnalyst.GridToRegion(objSrcGridDataset As 

soDatasetRaster, objDstRegionDataset As soDatasetVector) 

 

 soGridAnalyst.GridToOrthoImage(objGridDataset As 

soDatasetRaster, objDatasource As soDataSource, strImageName As 

String, objColorset As soColors) 

 

4.7 演習問題 

１．幾何オブジェクトの各種空間位置関係を理解し、空間検索ツールを作成する。このツ

ールは、すべての空間検索モデルを 1つのシステムに集成したもので、空間検索で得

た幾何オブジェクトの属性を表示する機能と、選択された属性データに対応する幾何

オブジェクトを表示する機能を併せ持つ。 
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２．GIS のオーバーレイ解析における 2つのデータセットの違い及び注意事項を考慮し、各

種オーバーレイ解析を行うためのプログラムを作成する。 

３．バッファ解析のダイアログボックスを設計し、オブジェクトの完全なバッファ解析機

能を実現する。 

４．ネットワーク解析及び Grid 解析を理解し、この 2種類の解析はどのような業界に応用

できるかについて考え、それらの機能を実現するためのプログラムを作成する。 

５．空間及び属性条件によって複合検索するサンプルを作る 
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第5章 SuperMap Objects におけるトポロジ処理 

 

概要 

 

 トポロジの生成およびトポロジの処理は、GIS ソフトウェアの重要な機能であり、また

GIS が従来型の CAD や可視化ソフトウェアと異なる点の一つでもある。本章では SuperMap 

Objectsコンポーネント式GISでトポロジ処理を行うコントロールSuperTopoについて紹介

する。 

 

目的 

 

本章では、次の内容を学習することができる。 

 SuperMap Objects の持つトポロジ処理機能。 

 SuperTopo コントロールを使用したトポロジ処理の実行方法。 

 

 

5.1 SuperTopo コントロールの概要 

トポロジは地理オブジェクト同士の空間的相互関係（例：2つのノード間の接続関係）で

ある。このトポロジは、GIS における空間解析等の基礎となるものであり、効果的で信頼性

の高いトポロジ処理機能の有無は GIS ソフトの優劣を評価する重要な基準の 1 つである。

SuperMap Objects では、頻繁に使用されるトポロジ処理機能が 1 つのコントロール

（SuperTopo）の中に統合されている。SuperTopo コントロールは、独立したコントロール

であるが、SuperMap Objects におけるトポロジを利用した GIS 解析機能の実現に欠かせな

いコンポーネントである。なお、SuperMap Objects には以下のトポロジ処理機能が内蔵さ

れている。 

 

（１） 重複した頂点、ダングル、重複したラインの消去；微小ポリゴンのチェック、表示

とクリア。 
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（２） ノードタイプの識別（普通ノード、仮ノード、ダングルノード）。 

（３） 交差ラインの自動交差。 

（４） ロングダングルの延伸。 

（５） 仮ノードの結合。 

（６） ポリゴン作成。 

（７） ネットワーク関係の構築。 

 

 SuperTopo コントロールの構造図は以下の通りである。 

 

図 5.1 SuperTopo コントロールオブジェクト構造図 

 

5.2 SuperTopo コントロールを使ってトポロジ処理を行う 

 SuperTopo コントロールを利用すれば、1つのラインデータセットまたはネットワークデ

ータセットについてショートダングルの消去、仮ノードの結合等のトポロジ処理を行うだ

けではなく、トポロジ関係を備えたネットワークデータセットまたはポリゴンデータセッ

トを生成することも可能である。 

SuperMap Objects では、トポロジ処理の対象はベクタデータセットである。トポロジ処

理を行う時は、まずSuperTopoコントロールのインスタンスを1つ作成し、そこでSuperTopo

コントロールの各種処理パラメータを設定し、トポロジ処理関連のプロパティを設定する。

これらのパラメータの設定が完了したら、SuperTopo コントロールの各メソッドを起動して

トポロジ処理を行う。以下に、トポロジ処理に必要なプロパティとメソッドについてそれ

ぞれ解説する。 
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図 5.2 自動トポロジ処理インターフェース 

 

5.2.1 SuperTopo コントロールのプロパティ 

 

 Boolean CleanIdenticalVertices :  

重複した頂点の消去のトポロジ処理を実行するかどうか。 

 Boolean CleanOvershootDangles ： 

ショートダングルの消去のトポロジ処理を実行するかどうか。 

 Boolean SuperTopo.CleanRepeatedLines ： 

重複したラインの消去のトポロジ処理を実行するかどうか。 

 Boolean SuperTopo.ExtendDangleLines ： 

ロングダングルの延伸のトポロジ処理を実行するかどうか。 

 Boolean SuperTopo.IntersectLines ： 

アークのインターセクションのトポロジ処理を実行するかどうか。 

 Boolean SuperTopo.MergePseudoNodes ： 

仮ノードのマージのトポロジ処理を実行するかどうか。 

 Boolean SuperTopo.MergeRedundantNodes ： 

隣接するノードのマージのトポロジ処理を実行するかどうか。 

 

説明：上記のプロパティ設定が完了した後、SuperTopo の Clean メソッドを起動する
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と、上記の処理を行うことができる。  

 

5.2.2 SuperTopo のメソッド 

 
■ Boolean SuperTopo.Clean(objSrcDataset As Object)： 

ラインまたはネットワークデータセットに対して、アークのインターセクト、重複した

頂点の消去、隣接するノードのマージ、重複したラインの消去、仮ノードのマージ、ショ

ートダングルの消去、ロングダングルの延伸などのトポロジ処理操作を行う。成功なら True

を、失敗なら False を返す。パラメータは、トポロジ処理を行うラインまたはネットワー

クデータセットオブジェクトである。 

 

■ Boolean SuperTopo.BuildNetwork(objSrcDataset As Object,objDestDataSource As 

Object,strDestDataset As String)： 

 ラインまたはネットワークデータセットに対して、ネットワークトポロジ処理を行い、

ネットワークデータセットを生成する。パラメータ objSrcDataset は、ネットワークトポ

ロジを作成するためのオリジナルデータセットで、ラインデータセットまたはネットワー

クデータセットに限られる。objDestDataSource は、生成したネットワークデータセットを

保存するためのデータソースである。strDestDataset は生成するネットワークデータセッ

トの名称である。 

 

■ Boolean SuperTopo.BuildPolygons(objSrcDataset As Object,objDestDataSource As 

Object,strDestDataset As String)： 

 ラインまたはネットワークデータセットに対して、ポリゴンのトポロジ処理を行い、ポ

リゴンデータセットを生成する。 

 パラメータ objSrcDataset は、ポリゴンのトポロジ処理を行うためのオリジナルデータ

セットで、ラインデータセットまたはネットワークデータセットに限られる。

objDestDataSource は、作成したネットワークデータセットを保存するためのデータソース

であり、strDestDataset は生成するネットワークデータセットの名称である。 

 

■ Boolean SuperTopo.CheckErrors(objSrcDataset As Object)： 

ラインまたはネットワークデータセットのトポロジエラーをチェックし、それをライン

またはネットワークデータセットの SmTopoError フィールドに記録する。パラメータ

objSrcDataset は、トポロジエラーのチェックをするデータセットである。 
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5.2.3 ベクタデータセットのトポロジ処理関連のプロパティ（トレランス） 

 

■ Double soDatasetVector.ToleranceDangle： 

トポロジを作成する時に、削除できるオーバーラインの 大サイズを指定する。 

 

■ Double soDatasetVector.ToleranceFuzzy： 

データセットのファジー（Fuzzy）トレランスを指定する。これは、頂点（Vertex）間ま

たはノード(Node)間の 小距離のことであり、この距離内にある 2 つのノードについては

重なっているとみなされる。 

 

■ Double soDatasetVector.ToleranceGrain： 

データセットのグレイン（Grain）トレランスを指定する。すなわち、円、アーク、曲線

をポリラインに変換する時の点の密度である。 

 

■ Double soDatasetVector.ToleranceNodeSnap： 

データセットのノードトレランスを指定する。この距離内にある 2 つのノードについて

は 1つのノードとみなされる。 

 

■ Double soDatasetVector.ToleranceSmallPolygon： 

データセットの 小ポリゴントレランスを指定する。すなわち、トポロジ作成時に削除

できるポリゴンの 大サイズである。 

SuperTopo の具体的な使用方法の解説とサンプルプログラムについては、《プログラマー

ズ・マニュアル》と《SuperMap Objects サンプルプログラムライブラリ》を参照。 

 

5.3 演習問題 

１．プログラム例を参考に、トポロジ処理ツールを作成する。 

２．従来の GIS のトポロジ処理機能における改善すべき点について考える。 
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第6章 凡例コントロール SuperLegend 

 

概要 

 

凡例は、マップの構成要素の 1 つであり、マップの説明、マップの理解に必要な補助ツ

ールである。SuperMap Objects コンポーネント式 GIS では、凡例が独立した凡例コントロ

ールとなっている。本章ではこの凡例コントロール（SuperLegend）について紹介する。 

 

 

目的 

 

本章では、次の内容を学習することができる。 

 凡例コントロールの持つ機能。 

 凡例コントロールで正確な内容を表示する方法。 

 凡例コントロールのその他の機能。 

 

6.1 凡例コントロール（SuperLegend）の概要 

凡例コントロールは、SuperMap Objects コンポーネント式 GIS の基本構成要素の 1 つで

ある。その主な機能はマップの説明をすることである。また、SuperMap Objects の凡例コ

ントロールは、マップウィンドウの凡例を表示するのみではなく、マップレイヤー管理や

主題図ウィザードのようなマップ管理のための補助機能も提供している。図 7.1 はアプリ

ケーションプログラムにおける、一般な凡例コントロールの配置例である。 
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図 6.1  凡例コントロール（SuperLegend） 

凡例ウィンドウ マップウィンドウ

 

凡例コントロールは、SuperMap Objects コンポーネント式 GIS の中で独立したコントロ

ールとして、SuperMap に対してのみ関連している。SuperLegend はマップウィンドウの 1

つに接続され、ユーザーの設定なしでそのマップウィンドウの凡例を正確に表示すること

が可能である。 

SuperLegend コントロールは非常にコンパクトで、数少ないメソッド、プロパティとイベ

ントから構成されている。なお、その構造は図 6.2 のとおりでなる。 

 

SuperLegend
(レイアウトコント

ロール)

Appearance:Integer
BackColor:OLE_COLOR
EditLabels:Boolean
Font:IFontDisp
ForeColor:OLE_COLOR
HasButtons:Boolean
HasLines:Boolean
ItemDragAndDrop:Boolean
PopupMenu:Boolean
SingleExpand:Boolean

AboutBox
Clear:Boolean

Connect:Boolean
Disconnect

Expand
Refresh

EditableLayerChanged
Modified

 

図 6.2  凡例コントロール構造図 
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6.2 SuperLegend をマップウィンドウに接続する 

凡例は特定のマップに依存しているため、SuperLegend は SuperMap コントロールに接続

する必要がある。（SuperLegend コントロールの Connect メソッドで行う。）具体的な方法は

以下のとおりである。 

 

Boolean SuperLegend.Connect(objSuperMapCtrl As Object) 

パラメータ objSuperMapCtrl は凡例を表示するマップコントロールであり、接続が完了

すると、凡例コントロールは正確にマップの凡例を表示することができる。なお、マップ

ウィンドウとの接続を切断してから凡例コントロールを閉じなければ、予期せぬエラーが

発生するおそれがある。 

VB プログラムを例にして説明する。（仮定：メインウィンドウは frmMain、サブウィンド

ウは frmMapWin で、そのウィンドウの中に SuperMap コントロールが 1 つ含まれる。また、

凡例ウィンドウは frmLegend で、そのウィンドウに SuperLegend コントロールが 1 つ含ま

れているとする。）frmMapWin のアクティブイベントに以下のようなコードを入力すること

により、凡例ウィンドウに正確にマップの凡例が表示される。 

 

Private Sub Form_Activate() 

'その他の処理コード 

frmLegend.SuperLegend1.Connect Me.SuperMap1 

End Sub 

 

これは 1 つの例に過ぎない。実際の使用においては、マップにレイヤーがある

かどうかの確認など、処理しなければならないことがある。 

 

また、SuperLegend コントロールでは、凡例コントロールの外観とアクションを設定する

ための一連のプロパティが提供されている。（例：接続ラインの表示、キャプション編集、

キャプションのフォント設定、右クリックによるショートカットメニューの表示などが挙

げられる。） 

6.3 SuperLegend コントロールのその他の機能 

6.3.1 主題図ウィザード 

 SuperLegend コントロールはマップウィンドウの凡例を表示する機能のみでなく、レイヤ
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ー管理機能、および主題図の作成機能も持つ。SuperLegend コントロールの右クリックショ

ートカットメニューを使うことにより主題図の設定が可能である。 

 

図 6.3  SuperLegend コントロールのその他の補助機能 

 

6.3.2 SuperLegend に対応するイベント 

SuperLegend コントロールは、EditableLayerChanged(nIndex As Long)イベント（編集可

能なレイヤーの変更時に発生する）と Modified()イベント（SuperLegend の設定変更時に

発生する）の 2つのイベントを提供している。SuperLegend を使用してマップウィンドウを

管理する際は、この 2つのイベントの処理を行う。 

通常、Modified イベントの中で凡例コントロールと接続するマップウィンドウを更新し、

また EditableLayerChanged イベントにより編集可能レイヤーのインデックスを取得する。

さ ら に 、 こ の イ ン デ ッ ク ス を パ ラ メ ー タ と し て soLayers オ ブ ジ ェ ク ト の

SetEditableLayer(Index)メソッドを使用することにより、マップウィンドウの中の編集可

能レイヤーを設定することができる。 

また、SuperMap Objects では、SuperLegendComboBox と SuperLegendList の 2 つのスタ

イルの凡例コントロールが追加され、その操作はより簡単になった。 
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6.4 演習問題 

1. 凡例コントロールは他にどのような機能を備えるべきか？ 

2. 凡例コントロールの機能を利用してみる。 
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第7章 マップレイアウトツール SuperLayout 

 

概要 

 

SuperLayout コントロールは SuperMap Objects のマップレイアウトツールであり、タイ

トルアートテキスト作成、テーブル追加、チャート追加、責任者記入欄追加、テンプレー

トの使用など様々なマップレイアウト機能を提供している。 

本章ではレイアウトのプログラミング順序に基づき､オブジェクト間の相互関係､インタ

ーフェース等について紹介する。 

 

目的 

 

本章では、次の内容を学習することができる。 

 SuperLayout デスクトップレイアウトツールについて。 

 SuperLayout の各種オブジェクト間の相互関係。 

 SuperLayout におけるレイアウト要素の作成方法（マップ、凡例、タイトル等）。 

 SuperLayout におけるレイアウトの調整。 

 SuperLayout の基本操作（拡大、縮小、移動等）。 

 SuperLayout におけるレイアウトの印刷。 

 

 

7.1 SuperLayout コントロールのオブジェクト構造図 

SuperLayout コントロールのオブジェクト構造図（図 7.1）を見ると、ツリー状の構造の

上層に 2つのオブジェクト（soLytElements と soLytSelection）がある。soLytElements は 

全てのレイアウト要素の集合で、SoLytSelection は soLytElements のサブセットで、レイ

アウトで選択された要素の集合（レイアウト要素の選択セット）である。SoLytElements と

soLytSelection の構成要素は soLytElement であり、各タイプのレイアウト要素は全て 1 つ

の soLytElement である。なお、SuperLayout の管理方法は SuperWorkspace の管理方法と基

本的に同じである。 
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soLytArtText
(アートテキスト)

soLytGroup
(グループ)

soLytLegend
(凡例)

soLytText
(テキスト)

SuperLayout
(レイアウトコント

ロール)
soLytElement

(レイアウト要素)

soLytArc
(アーク)

soLytDirection
(方位)

soLytEllipse
(楕円)

soLytRoundRect
(角丸矩形)

soLytLinesect
(ラインセクト)

soLytMap
(地図)

soLytMapScale
(地図縮尺)soLytPolygon

(ポリゴン)

soLytPolyline
(折れ線)

soLytTable
(テーブル) soLytMapBorder

(マップ境界線)

MapBorder

soLytElements
(レイアウト要素集) Item

Elements

soLytSelection
(レイアウト選択)

Selection
Item

soLytPage
(ページ) Page

soLytRulerLines
(ルーラーライン集) RulerLines

soLytRulerLine
(ルーラーライン)

Item

soLytRect
(矩形)

soLytPoint
(ポイント)

soLytPicture
(画像)  

図 7.1 レイアウトコントロールオブジェクト関係構造図 

 

7.2 SuperLayout と SuperWorkspace の接続 

SuperMap Objects のデータ構造において、SuperWorkspace は DataSources、Maps、Layouts、

Resource を管理している。この中の Maps と Layouts は単独構造として 1つの単独ファイル

に保存されるのではなく、表示形式として SuperWorkspace に保存され、唯一の名称または

インデックスナンバーにより識別される。（SuperLayout と SuperWorkspace の関係は図 9.2

を参照） 

Layouts は SuperLayout により作成され、Layouts で表示されるマップは Maps から読み

込んでいる。Layouts では Maps と各レイアウト要素の表示状態のみを記録している。従っ

て SuperLayout と SuperWorkspace の間には密接な関係があり、SuperLayout を使用する前

に SuperLayout と SuperWorkspace を接続する必要がある。ステートメントは以下の通りで

ある。 

 

SuperLayout.Connect SuperWorkspace.Handle(または Object) 
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他に注意すべき点として以下のものが挙げられる。（1）SuperLayout で表示されるマップ

は SuperWorkspace の Maps を読み込んでいるので、レイアウトを行う前に SuperWorkspace

に Map がなければならない。（2）レイアウト完了後、この Layout を保存し、その後

SuperWorkspace を保存する。このようにして Layout は保存される。 

 

Layouts

Remove:Boolean
RemoveAll:Boolean

Count:Long
Item:String

SuperWorkspace
(ワークスベース)

soLayouts
(レイアウト集)

 

図 7.2 ワークスペースとレイアウト集合オブジェクトの関係 

 

7.3 レイアウトの環境設定 

レイアウトの環境設定は美しいレイアウトを作成できるかどうかを直接左右する。

SuperLayout が提供するレイアウト環境設定オプションにはルーラー表示、ページ番号表示、

グリッド表示、グリッドスナップ、用紙サイズの設定等が含まれる。図 7.3 で示した「レ

イアウト表示オプション」は、以下のメソッドにより呼び出すことができる。 

 

SuperLayout.LayoutSetup 

 

図 7.3 レイアウトコントロール属性設定ダイアログボックス 
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このダイアログボックス上で行った修正は「OK」ボタンをクリックした時に直接レイア

ウト環境で更新されるので、2次開発プログラムによってこの作業を行う必要はない。しか

し、当然これらのオプションの修正はコントロールで直接修正することも可能である｡その

リストを以下に示す。 

 

SuperLayout — レイアウトオブジェクト 

.HasRuler：ルーラー表示、Boolean 

.HasScrollBar：スクロールバー表示、Boolean 

.GridVisible：グリッド表示、Boolean 

.GridSnapable：グリッドスナップ、Boolean 

.PropertyPageEnabled：オブジェクト属性ページ使用、Boolean 

.ShortcutEnabled：ショートカットキー使用、Boolean 

.DragRulerLine：ルーラーライン使用、Boolean 

.AutoSelected：新しく生成したオブジェクトを自動で選択、Boolean 

.PaperSize：用紙サイズ 

.PaperWidth：用紙の幅、Integer 

.PaperLength：用紙の高さ、Integer 

.Page.BackColor：印刷ページ背景色、OLE_COLOR 

.Page.GridColor：印刷ページグリッドカラー、OLE_COLOR 

 

上述した SuperLayout の関連属性の設定以外に、コントロールは別に 3 つのオブジェク

トを提供している。 

 

（1）soLytPage — レイアウトページオブジェクト 

SuperLayout.Page により soLytPage タイプのオブジェクト変数を 1 つ取得できる。この

オブジェクトは Page のプロパティの修正を行う。 

.Size：ページサイズ、 seLytPrinterPaperSize  

.PageWidth：ページの幅、Double  

.PageHeight：ページの高さ、Double  

.Units：ページ単位、seLytPageUnits  

.BackColor：ページ背景色、OLE_COLOR  

.GridColor：グリッドカラー、OLE_COLOR  

.GridVisible：グリッドを表示するかどうか、Boolean  

（2）soLytRulerLines — ルーラーライン集合オブジェクト  

SuperLayout.RulerLines により soLytRulerLines タイプのオブジェクト変数を 1 つ取得

できる。この集合オブジェクトは soLytRulerLine（ルーラーラインオブジェクト）を管理､
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生成するメソッドとプロパティを提供する。 

 .Count：ルーラーライン数、Long  

.Item(Long Index)：指定したインデックスのルーラーラインオブジェクトを取得、

soLytRulerLine 

.CreateRulerLine(seLytRulerLine Type,Double Position)：ルーラーラインを生

成する、soLytRulerLine  

 .RemoveAll：全てのルーラーラインを削除する、Boolean  

.RemoveAt(Long Index,[Count])：指定したインデックスのルーラーラインを削除

する、Boolean 

（3）soLytRulerLine — ルーラーラインオブジェクト 

soLytRulerLines.Item(Index) と soLytRulerLines.CreateRulerLine(Type,Position) 

により、soLytRulerLine タイプのオブジェクト変数を 1つ取得できる。この変数を使用し

てレイアウトの任意の位置にルーラーラインを追加し、レイアウトの正確性を高めること

ができる。プロパティを以下に示す。 

.Type：ルーラーラインのタイプ、seLytRulerLine  

.HighLight：ルーラーラインをハイライト表示するかどうか、Boolean 

.HighLightColor：ルーラーラインのハイライト表示の色、OLE_COLOR  

.Position：ルーラーラインの位置、Double  

 

7.4 レイアウト要素の作成及び編集 

レイアウト要素(soLytElement)はレイアウト（soLytElements）の構成要素であり、

SuperLayout は 16 タイプのレイアウト要素を提供する。 

レイアウト要素（soLytElement）はレイアウト要素集合（soLytElements）により管理さ

れるので、まずレイアウト要素集合オブジェクト soLytElements について紹介する。以下

のメソッドによりこのオブジェクトを取得する。 

SuperLayout.Elements：レイアウト要素集合オブジェクトを取得する、soLytElements  

 

SoLytElements のプロパティとメソッドは以下の通りである。 

.Count：レイアウト要素数、Long 

.Item(Long Index)：指定したインデックスナンバーのレイアウト要素を取得する、

soLytElement  

.CloneElement(soLytElement objLytElement)：レイアウト要素をコピーする、 

soLytElement 

.CreateElement(seLytObjType Type)：レイアウト要素を生成する、soLytElement 
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.CreateLegend(soLytMap objMap)：既存のレイアウトマップの凡例を生成する、 

soLytGroup 

.CreateSoObject(string strObjectName)：オブジェクトを作成する、soLytElement 

.MoveBottom(Variant Index)：指定したインデックスナンバーのレイアウト要素を  

下層に移動する、Boolean 

.MoveDown(Variant Index)：指定したインデックスナンバーのレイアウト要素を 1 つ

下の層に移動する、Boolean 

.MoveTo(Variant Index, Long nIndex)：指定したインデックスナンバーのレイアウト

要素を指定した位置に移動する、Boolean 

.MoveUp(Variant Index)：指定したインデックスナンバーのレイアウト要素を 上層

に移動する、Boolean 

.Remove(Long Index)：指定したインデックスナンバーのレイアウト要素を削除する、

Boolean 

.RemoveAll：全てのレイアウト要素を削除する   

 

soLytElements は他にレイアウト要素のレイヤー順序を変更する方法を提供しており、

9.6 レイアウトの項で詳しく説明する。 

 

7.4.1 レイアウト要素の作成 

SuperLayout でレイアウト要素を作成するには 2つのメソッドがある。 

1．SuperLayout.LytAction=seLytActionType に設定し、その後レイアウトウィンドウでフ

レームを引き伸ばし、設定したタイプのレイアウト要素を 1 つ描ける。このレイアウト要

素の属性設定ダイアログボックスで、必要な属性の設定を行い、設定したタイプのレイア

ウト要素を作成できる。 

 

SuperLayout.LytAction=sclytActArc：アーク 

SuperLayout.LytAction=sclytActArtText：アートテキスト 

SuperLayout.LytAction=sclytActDirection：矢印 

SuperLayout.LytAction=sclytActEllipse：楕円 

SuperLayout.LytAction=sclytActLegend：凡例 

SuperLayout.LytAction=sclytActLinesect：ライン  

SuperLayout.LytAction=sclytActMap：マップ 

SuperLayout.LytAction=sclytActPicture：画像 

SuperLayout.LytAction=sclytActPoint：ポイント 

SuperLayout.LytAction=sclytActPolygon：ポリゴン 
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SuperLayout.LytAction=sclytActPolyLine：ポリライン 

SuperLayout.LytAction=sclytActRect：矩形 

SuperLayout.LytAction=sclytActRoundRect：Round Rectangle 

SuperLayout.LytAction=sclytActScale：スケール  

SuperLayout.LytAction=sclytActTable：テーブル  

SuperLayout.LytAction=sclytActText：テキスト 

 

以下にマップレイアウト要素の作成を例として、レイアウト要素を作成する方法を詳細

に説明する。 

（１） SuperLayout.LytAction = sclytActMap に設定する。 

（２） レイアウトウィンドウをマウスで左クリックすると、矩形のフレームが表示さ

れる。システムは、自動的に以下のような属性ダイアログボックス（図 7.4 参

照）を表示する。マッププルダウンリストボックスでレイアウトを行うマップ

を選択する（注：ワークスペースにマップが保存されていること）。これは必ず

選択しなければならない項目で、ボーダーなど他の設定（図 7.5 参照）もこの

ダイアログボックスで実行できる。その後「OK」ボタンをクリックする。 

 

図 7.4 マップレイアウト要素属性ダイアログボックス 
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図 7.5 マップレイアウト要素ボーダー属性設定ダイアログボックス 

スケールと凡例の作成方法は少し異なる。この 2 つのレイアウト要素はレイアウトを行

うマップの属性と関係するので、対応する LytAction を設定した後、レイアウト要素を描

く前に、先にレイアウトを行うマップを選択する。作成したスケールと凡例はこのレイア

ウトを行うマップの表示スケールとこのマップの凡例内容を説明する。 

 

2．soElements.CreateElement(seLytElementType Type)メソッドによりプログラムを用い

てレイアウト要素を作成する。 

レイアウト要素 soLytElement は Type を使用してタイプを識別する。ここではマップオ

ブジェクトの作成を例として、CreateElement メソッドの使用方法について説明する。 

ウィンドウに SuperLayout コントロールが 1 つあり、取得名は SuperLayout1、ワークス

ペースに既にマップが保存してあり、マップ名は World とする。 

 

Dim objRect As New soRect 

Dim objLytMap As soLytMap 

 

======マップレイアウト要素のサイズを定義する=======       

objRect.top = 150 

objRect.bottom = objRect.top + 500 

objRect.left = 150 

objRect.right = objRect.left + 500 

 

======マップレイアウト要素を作成する======= 
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Set objLytMap = SuperLayout1.Elements.CreateElement (sclytMap) 

objLytMap.SetPosition objRect 

objLytMap.MapName = "World"    

objLytMap.ViewEntire 

 

======レイアウトウィンドウを更新する======= 

SuperLayotu1.Refresh  

 

Set objRect = Nothing 

Set objMap = Nothing 

 

上述したサンプルプログラムを見て分かるように、CreateElement メソッドを使用してタ

イプ指定のレイアウト要素を作成し、関連する属性を設定できる。タイプによりレイアウ

ト要素は異なる属性をもつ。レイアウトの必要性に基づいて設定を行い、未設定の属性は、

SuperLayout 定義済のデフォルト値に基づき行う。 

ここで以下の 3点について説明を要する。 

（1）マップレイアウト要素。 

レイアウトで使用するマップはワークスペースから来ている。レイアウトはマップの容

器に過ぎず、マップの表示効果の修正機能を提供しないが、レイアウトが必要なマップの

範囲は修正可能である。SoLytMap がこのメソッドを提供する。 

 

soLytMap.ClipRegion as soGeoRegion：指定範囲のマップを分割する 

 

このメソッドにより元のマップの中の任意の範囲を分割し、レイアウト印刷できる。 

（2）スケールと凡例レイアウト要素の作成。上述したようにこの 2つのレイアウト要素は

レイアウトを行うマップの属性と密接に関連する。従って作成時に手順を 1つ追加する。 

 

soLytMapScale.Connect(objLytMap as soLytMap) 

soLytLegend.Connect(objLytMap as soLytMap) 

 

（3）SoLytElement は Type の違いにより属性が異なるが、レイアウトに関して述べると、

これらは以下のようにいくつかの共通のプロパティとメソッドがある。 

 

.Bounds：レイアウト要素の範囲、soRect 

.Editable：編集可能かどうか、Boolean 

.Style：スタイル 
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.Tag：タグ 

.Type：レイアウト要素のタイプ 

.AlignToGrid：レイアウト要素をレイアウトグリッドに揃える 

.HitTest(x as Long,y as Long)：与えた座標位置がオブジェクトを選択状態にできる

かどうか HitTest する、Boolean 

.Move(xOffset as Long,yOffset as Long)：レイアウト要素を移動する 

.SetPosition(newposition as soRect)：レイアウト要素の位置を設定する 

.ShowPropertyDlg：レイアウト要素の属性ダイアログボックスを表示する 

7.4.2 レイアウト要素の編集 

SuperLayout で、レイアウト要素の切り取り、コピー、貼り付けなど、基本の編集機能を

先に提供する。 

 

SuperLayout.Selection.Cut：切り取り  

SuperLayout.Selection.Copy：コピー 

SuperLayout.Selection.Paste：貼り付け（Cut または Copy を行い有効になる） 

 

他に更に重要な事として、SuperLayout はレイアウト要素の属性を修正するメソッドを 3

タイプ提供する。 

1．システムが提供する属性ダイアログボックスにより直接編集する。 

 

SuperLayout.PropertyPageEnabled as Boolean：ダブルクリックによる属性ダイアログボ

ックスの表示を許可するかどうか。デフォルトは false である。 

 

このプロパティを True に設定すると、編集時に編集したいレイアウト要素をダブルクリ

ックするだけで、属性ダイアログボックスを表示する。修正完了後、「OK」ボタンをクリッ

クすると、修正した内容は自動でレイアウトウィンドウを更新し、プログラムによる補助

を必要としない。 

2．soLytElement.ShowProperDlg メソッドを使用する。 

このメソッドを使用して同様にレイアウト要素属性ダイアログボックスを表示できる。

この中で行った修正は同様に自動でレイアウトウィンドウを更新できる。 

3．soLytElement の属性を設定する。 

SoLytElement 属性ダイアログボックスの中で修正できる属性は、コントロール上で同様

に直接インターフェースを修正できる。ユーザーはユーザー定義属性ダイアログボックス

により、レイアウト要素の編集ができる。 
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SuperLayout には他に重要なプロパティ ShortcutEnable がある。これはレイアウトがキ

ーボードの操作をレシーブするかどうかをコントロールし、この属性が True の場合、Shift+

方向キーを使用して、組み合わせてレイアウト要素のサイズを調整する。しかし

soLytElement.Enable = False の時、キーボードとマウスで行う編集は全て無効である。 

以下の図はレイアウト要素（矩形とスケール）の属性ダイアログボックスである。 

 

 

図 7.6 矩形要素属性ダイアログボックス 

 

 

図 7.7 スケール要素属性ダイアログボックス 
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7.5 レイアウトの基本操作 

SuperLayout では SuperMap の拡大、縮小、移動、選択等の基本機能が必要なだけでなく、

レイアウトを行うマップの拡大、縮小、移動、全体表示等の表示操作が必要である。

SuperLytout では以下のようにして行う。 

1．レイアウトの基本操作は、SuperLayout.LytAciton の設定によりレイアウトの操作状態

を変更する。 

 

SuperLayout.LytAction = sclytActSel：レイアウト要素を選択 

SuperLayout.LytAction = sclytActZoomIn：レイアウト要素を拡大 

SuperLayout.LytAction = sclytActZoomOut：レイアウト要素を縮小 

SuperLayout.LytAction = sclytActPalm：レイアウト要素を移動 

 

2．マップの表示操作は以下の 2つの手順に分かれる。 

（1）マップレイアウト要素をロックする：表示するマップレイアウト要素を選択し、

soLytMap を 1 つ取得してから設定を行う。 

soLytMap.MapHold as Boolean 

 

このプロパティが True の時、マップはロックされる。 

 

（2）マップの操作状態を設定する。 

 

soLytMap.MapAction=scMapActNull：マップ Null 操作 

soLytMap.MapAction=scMapActZoomIn：マップ拡大 

soLytMap.MapAction=scMapActZoomOut：マップ縮小 

soLytMap.MapAction=scMapActZoomFree：マップ連続ズーム 

soLytMap.MapAction=scMapActPan：マップ移動 

soLytMap.ViewEntire：マップ全体表示 

 

7.6 レイアウト調整 

レイアウト調整は主にレイアウト要素の相対的な位置調整を指し、レイアウト全体をよ

り見やすくさせる。位置調節にはレイヤー順序と平面上の相対的な位置調整が含まれる。 
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1．レイヤー順序の変更 

soLytElements.MoveTop(Index as Long)：指定したインデックスのレイアウト要素を

上位に移動 

soLytElements.MoveUp(Index as Long)：指定したインデックスのレイアウト要素を上

に移動 

soLytElements.MoveBottom(Index as Long)：指定したインデックスのレイアウト要素

を 下位に移動 

soLytElements.MoveDown(Index as Long)：指定したインデックスのレイアウト要素を

下に移動 

soLytElements.MoveTo(Index as Long,Indexto as Long)：指定したインデックスのレ

イアウト要素を指定した位置に移動 

 

2．相対的な位置調整 

SuperLayout では、レイアウト要素を選択し、これをドラッグすることにより直接レイア

ウト位置を変更できる。SuperLayout.ShortcutEnableds プロパティの設定が True の時、レ

イアウトはキーボード操作をレシーブする。（Ctrl キーと方向キーを組み合わせて使用）。 

しかしレイアウト要素が 1 つのみでない場合、個別のレイアウト要素の位置調整により

レイアウト調整を行うのは面倒な作業である。SuperLayout はこの問題を解決するため、フ

ォーマット調整機能を提供する。調整したいレイアウト要素を任意にグループ化したり、

グループ解除したりでき、レイアウト作業を手軽に行うことができる。 

 

（1）レイアウト要素をグループ化する 

編集したいレイアウト要素を 1 つの複雑なレイアウト要素にグループ化し、フォーマッ

ト調整のための準備作業を行う。 

 

SuperLayout.Selection.Group：レイアウト要素をグループ化する 

 

（2）レイアウト要素をグループ解除する 

レイアウト要素のグループ化と反対に、これはグループ化した複雑なレイアウ

ト要素をグループ解除し、元の個別のレイアウト要素に戻す。この時個別のレイ

アウト要素の位置調整ができる。 

 

SuperLayout.Selection.Ungroup：レイアウト要素をグループ解除する 

 

（3）選択したレイアウト要素を中央に揃える 

これはレイアウトページ全体と相対して述べており、要素を現在のレイアウト
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ページの水平または垂直方向の中央に置くことである。 

 

SuperLayout.Selection.CenterHorizontal：水平 

SuperLayout.Selection.CenterVertical：垂直 

 

（4）規則に基づき選択した要素を位置調整する 

位置調整の規則は、「左揃え」、「右揃え」、「上揃え」、「下揃え」の 4種類がある。 後に

選択したレイアウト要素を位置調整の基準とする。 

 

SuperLayout.Selection.AlignLeft：左揃え 

SuperLayout.Selection.AlignRight：右揃え 

SuperLayout.Selection.AlignTop：上揃え 

SuperLayout.Selection.AlignBottom：下揃え 

 

（5）選択したレイアウト要素のサイズを揃える 
サイズとは幅や高さであり、 後に選択した要素を基準とする。 

 

SuperLayout.Selection.SameWidth：幅を揃える 

SuperLayout.Selection.SameHeight：高さを揃える 

 

（6）選択したレイアウト要素の間隔を揃える 

選択したレイアウト要素の間隔を揃えるには水平と垂直の 2つの方向がある。 

 

SuperLayout.Selection.SpaceAcross：水平方向の間隔を揃える 

SuperLayout.Selection.SpaceDown：垂直方向の間隔を揃える 

 

7.7 レイアウトオブジェクトの管理 

レイアウトオブジェクトの管理には、レイアウトオブジェクトを「新規に保存」、「保存」、

「開く」、「削除」が含まれる。 

 

1．レイアウトオブジェクトを新規に保存：現在のレイアウトオブジェクトが作成されたも

のの場合、保存時にこのメソッドを使用する。（注意：保存するレイアウトオブジェクトは

ワークスペースの保存により物理的に保存される。レイアウトオブジェクトを保存後、ワ

ークスペースを保存しない場合、保存したレイアウトオブジェクトは失われ、次回開いた
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時このレイアウトオブジェクトを表示できない。） 

 

SuperLayout.SaveLayoutAs(strNewName as String) as Boolean 

 

StrNewName は既存のマップオブジェクト名が可能で、元のマップオブジェクトを上書

きする。この時開発者は自分でコードを判断する必要がある。 

 

2．レイアウトオブジェクトの保存：現在のレイアウトオブジェクトが、既存のレイアウト

を開いたものの場合、修正後保存する必要があり、このメソッドを使用する。（注意：保存

するレイアウトオブジェクトはワークスペースの保存により物理的に保存される。レイア

ウトオブジェクトを保存後、ワークスペースを保存しない場合、保存したレイアウトオブ

ジェクトは失われ、次回開いた時このレイアウトオブジェクトを表示できない。） 

 

SuperLayout.SaveLayout As Boolean 

 

3．レイアウトオブジェクトを開く：現在のワークスペースの中に少なくとも 1つ保存済み

のレイアウトオブジェクトが必要である。そうでなければ開くときに失敗する。もし成功

しても SuperLayout は元のレイアウトを自動的に閉じてしまう。 

 

SuperLayout.OpenLayout(strLayoutName as String) As Boolean 

 

4．レイアウトオブジェクトの削除：レイアウトオブジェクトはこれが所在する場所のワー

クスペースにより管理されているので、レイアウトオブジェクトを削除する時、ワークス

ペースによりレイアウトオブジェクト集合を取得してから、削除操作を行う。 

 

Dim objLyts As soLayouts 

 

Set objLyts = Superworkspace.Layouts 

If objLyts Is Nothing Then Exit Sub 

objLyts.Remove Index(as Long)：レイアウトオブジェクト集合の指定したインデック

スのレイアウトオブジェクトを削除する 

objLyts.RemoveAll：レイアウトオブジェクト集合の全てレイアウトオブジェクトを削

除する 

SuperLayout1.SaveLayoutAs “MyMap” 
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7.8 レイアウトの印刷 

マップのレイアウトを行い、調整した後、マップを印刷しデジタルマップを普通の地図

に変える必要がある。 

SuperLayout は 3 つのインターフェース(メソッド)を提供し、ページ設定、印刷設定及び

印刷を行う。これら 3 つのメソッドは、それぞれ標準的なダイアログボックスを表示し、

インタラクティブ操作で印刷を行う。 

 

 

図 7.8 レイアウト調整後のレイアウトオブジェクト 

 

 

7.8.1 ページ設定 

SuperLayout.PageSetup：ページ設定 

 

図 7.9 はページ設定の属性ダイアログボックスである。 
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図 7.9 ページ設定ダイアログボックス 

 

7.8.2 印刷設定 

印刷設定は、現在印刷したいマップの大きさに合わせて、印刷部数、印刷モデル、用紙

サイズ及び用紙方向を設定する。プリンターが接続されていることが条件である。 

SuperLayout.PrintSetup：印刷設定 

 

図 7.10 は印刷設定の属性ダイアログボックスである。 
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図 7.10 印刷設定のダイアログボックス 

 

7.8.3 印刷 

SuperLayout.PrintLayout：印刷 

 

図 7.11 は印刷の属性ダイアログボックスである。 

 

 

図 7.11 印刷ダイアログボックス 
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7.9 演習問題 

１．SuperMap Objects のマップレイアウトコントロールである SuperLayout と他のコンポ

ーネント式 GIS ソフトウェアとの長所、短所を比較する。 

２．SuperLayout のマップ要素と SuperMap のマップオブジェクトとの関係、及び凡例とマ

ップ要素との関係を考える。 

３．レイアウト製図ツールを 1つ作成する。 

４．現在のレイアウトツールにどのような改善すべき点があるかを考える。 
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第8章 投影と投影変換 

 

概要 

 

地図投影は地図学の基礎であり、GIS を構成する 1 つの基本要素でもある。本章では

SuperMap Objects にある投影処理と投影オブジェクト、および SuperMap Objects が提供す

る投影オブジェクトを利用して、投影座標や異なる投影座標系間の変換を行う方法を紹介

する。 

 

目的 

 

本章では、次の内容を学習することができる。 

 地図投影の基本概念。 

 SuperMap Objects 投影の基本モデル。 

 SuperMap Objects 投影の変換方法。 

 

 

8.1 地図投影の基本概念 

 地図投影の本質は、地球の楕円球面の経緯線網を一定の数学法則に基づき平面上に移す

ことである。地図投影とは、球面と平面の間に点と点の関数関係を確立する数学的方法で

あり、つまり、球面上にある任意の 1 点の地理座標（緯度φ、経度λ）を一定の数学的法

則で平面直角座標（縦座標ｘ、横座標 y）または極座標（動径ρ、偏角δ）に変換すること

である。 

 

 球面上にある任意の 1 点の位置がその経緯度によって定められているため、実際に投影

する際、まず経緯線の交点を平面上に描き広げ、同じ経度の点を経線としてつなげ、同じ

緯度の点を緯線としてつなげて経緯線網を作成する。経緯線網が確定したら、球面上にあ

る任意の点をその経緯度に基づいて、平面の相当する位置に描くことができるようになる。

経緯線網は地図作成の基本であり、地図の代表的な数学的要素でもある。 
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図 8.1 経緯度に基づく球面上のポイントから平面上への移行 

 

 地図投影を行うと、「ひずみ」がかならず発生する。投影方法により、ひずみの性質やひ

ずむ部分もそれぞれ異なる。地図の用途により、それぞれ作図範囲、地理的な位置などを

考慮して地図投影のタイプを選択すべきである。 

 

 

8.2 SuperMap Objects の投影オブジェクト 

地図投影の数学モデルは複雑であるが、SuperMap Objects では地図投影の数学モデルを

簡略化して、下記のデータモデルを使って地図投影や投影変換を処理する。 
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図 8.2 SuperMap 地図投影のデータモデル 

 

上記のデータモデルに対応して、SuperMap Objects には一連のプログラム可能なオブジ

ェクトが内蔵されている。ユーザーは、システムが提供するインターフェースで投影の各

パラメータを設定することができ、プログラムによって自由にコントロールすることもで

きる。投影オブジェクトの関係と構造は図 10.3 の通りである。 

 

 

図 8.3 投影オブジェクトの関係と構造 
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8.3 SuperMap Objects 定義済み投影法の使用 

 以下のコードは、システム定義済みの投影系を用いて、ある 1 点の座標系の変換と逆変

換を行うものである。 

 

Private Sub MercatorPreDef_Click() 

'以下は南アメリカ地域に適合するメルカトル投影である。 

Dim objPCS As New soPJCoordSys 

objPCS.Type = scPCS_SAD_1969_UTM_19S 

  

      If objPCS.IsProjected Then 

        Dim objPoint As New soPoint 

        objPoint.x = -70.297918 

        objPoint.y = -40.319224 

        objPCS.Forward  objPoint  '地理経緯座標---〉投影平面座標 

objPCS.Inverse  objPoint  '投影平面座標---〉地理経緯座標 

Set objPoint = Nothing 

    End If 

End Sub 

 

8.4 SuperMap Objects ユーザー定義投影法の使用  

8.4.1 関連するオブジェクトを予め定義する 

本節で定義する投影オブジェクトは、以下の各節においても使われる。 

Dim objPCS As New soPJCoordSys 

Dim objDatum As New soPJDatum 

Dim objGCS As New soPJGeoCoordSys 

Dim objPrimeM As New soPJPrimeMeridian 

Dim objSpheroid As New soPJSpheroid 

Dim objParams As New soPJParams 

 

  参考までに、以下に全世界 6度帯の区分表を挙げる。 

  'Zone  Central Meridian       Longitude Range 
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'1       177W             180W -174W 

'2       171W             174W -168W 

'3       165W             168W -162W 

'4       159W             162W -156W 

'5       153W             156W -150W 

'6       147W             150W -144W 

'7       141W             144W -138W 

'8       135W             138W -132W 

'9       129W             132W -126W 

'10      123W             126W -120W 

'11      117W             120W -114W 

'12      111W             114W -108W 

'13      105W             108W -102W 

'14       99W             102W - 96W 

'15       93W              96W - 90W 

'16       87W              90W - 84W 

'17       81W              84W - 78W 

'18       75W              78W - 72W 

'19       69W              72W - 66W 

'20       63W              66W - 60W 

'21       57W              60W - 54W 

'22       51W              54W - 48W 

'23       45W              48W - 42W 

'24       39W              42W - 36W 

'25       33W              36W - 30W 

'26       27W              30W - 24W 

'27       21W              24W - 18W 

'28       15W              18W - 12W 

'29        9W              12W -  6W 

'30        3W               6W -  0 

'31        3E               0  -  6E 

'32        9E               6E - 12E 

'33       15E              12E - 18E 

'34       21E              18E - 24E 

'35       27E              24E - 30E 

'36       33E              30E - 36E 
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'37       39E              36E - 42E 

'38       45E              42E - 48E 

'39       51E              48E - 54E 

'40       57E              54E - 60E 

'41       63E              60E - 66E 

'42       69E              66E - 72E 

'43       75E              72E - 78E 

'44       81E              78E - 84E 

'45       87E              84E - 90E 

'46       93E              90E - 96E 

'47       99E              96E -102E 

'48      105E             102E -108E 

'49      111E             108E -114E 

'50      117E             114E -120E 

'51      123E             120E -126E 

'52      129E             126E -132E 

'53      135E             132E -138E 

'54      141E             138E -144E 

'55      147E             144E -150E 

'56      153E             150E -156E 

'57      159E             156E -162E 

'58      165E             162E -168E 

'59      171E             168E -174E 

'60      177E             174E -180E 

  

8.4.2 地図投影 

本節では、SuperMap Objects の投影オブジェクトを使用した一般的な投影のプログラム

開発方法をいくつか紹介する。 

8.4.2.1  メルカトル投影をユーザー定義する 

以下でメルカトル投影のユーザー定義を行う。また、1つの点に対して「地理座標から投

影座標へ、投影座標から地理座標への変換」を行う。 

 

Private Sub Mercator_Click() 
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'以下、-1 あるいは USER_DEFINED のタイプは、すべてユーザー定義を表す。 

    1．中央経線を定義する(地理座標系オブジェクトに使う) 

objPrimeM.Type = scPrimeMeridian_USER_DEFINED  

' = -1 中央経線タイプをユーザー定義する。 

    objPrimeM.LongitudeValue = -69  '中央経線値 

2．投影データムを定義する(地理座標系オブジェクトに使う) 

（1）先に楕円球体を定義する(投影データムオブジェクトに使う) 

objSpheroid.Type = -1 'SPHEROID_INTERNATIONAL_1967， 

これは UTM_SAD_1969 が使用した楕円球のパラメータ 

    objSpheroid.Axis = 6378160          '半長径 

objSpheroid.Flatten = 1 / 298.25   '3.35232986925914E-03  偏平率 

 

（2）次に投影データムタイプを定義する。 

objDatum.Type = -1 

Set objDatum.PJSpheroid = objSpheroid  'objSpheroid は以前に定義したもの 

 

3．地理座標系オブジェクトを定義する(投影パラメータオブジェクトに、 

他のパラメータを加えて、投影座標系オブジェクトに使う) 

objGCS.Type = -1                '地理座標系タイプはユーザー定義 

    objGCS.CoordUnits = scuDegree   '座標単位は度 

    Set objGCS.PJDatum = objDatum 

    Set objGCS.PJPrimeMeridian = objPrimeM 

 

4．投影パラメータオブジェクトを定義する(地理座標系オブジェクトに、 

他のパラメータを加えて投影座標系オブジェクトに使う) 

    objParams.CentralMeridian = -69 '中央経線値―第 19 区分(上記の区分表参照) 

    objParams.FalseEasting = 500000     '座標平行移動量―水平方向 

objParams.FalseNorthing = 10000000 '座標平行移動量―垂直方向 

 

5．投影座標系オブジェクトを定義する 

objPCS.Type = -1  '投影系はユーザー定義タイプ 

    objPCS.Projection = scPRJ_MERCATOR '投影方式―メルカトル投影図法 

(正軸等角円柱投影) 

    objPCS.CoordUnits = scuMeter   '座標単位 

    Set objPCS.PJParams = objParams 'すでに定義した投影パラメータオブジェクト 

    Set objPCS.GeoCoordSys = objGCS 'すでに定義した地理座標系オブジェクト 
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6． 後に、投影座標系オブジェクトを使用し、投影座標変換/逆変換を始める。 

    If objPCS.IsProjected Then 

        Dim objPoint As New soPoint 

        objPoint.x = -70.297918 

        objPoint.y = -40.319224 

        objPCS.Forward objPoint   '地理経緯座標---〉投影平面座標 

        objPCS.Inverse objPoint   '投影平面座標---〉地理経緯座標 

        Set objPoint = Nothing 

    End If 

End Sub 

 

注意： 

この例の中に中央経線と関連するパラメータが 2つある。1つは地理座標系オブジェクト

の中央経線オブジェクト属性であり、もう 1 つは投影パラメータオブジェクトの中央経線

属性である。前者は地理座標系の中において 1つの経線(例えば、グリニッチ、ポゴタ、パ

リを通る経線)を中央経線(数学によく使われる平面直角座標系 xoy で、原点を通る垂直軸 y

の位置指定に相当する)に指定して、オブジェクトの相対的経度座標を確定させるもので、

後者は地理座標系にある 1つの経線値を投影座標系(分帯投影の方式なら、各分帯にそれぞ

れに中央経線がある)の中心線に指定するものである。 

8.4.2.2  ユニバーサル横メルカトル投影（UTM）のユーザー定義 

ユニバーサル横メルカトル投影のユーザー定義は上記のメルカトル投影(正軸)のユーザ

ー定義とほぼ同じである。ただ各自のニーズに応じて、中央経線を指定した値に設定する

だけでよい。もちろん、投影タイプにおいては“scPRJ_TRANSVERSE_MERCATOR”定数を選択

しなければならない。コードは以下の通りである。 

 

objParams.CentralMeridian = -69 ’中央経線—No.19（上記の区分表で調べられる） 

objParams.StandardParallel1 = 0  

’標準緯度—0 に変形した緯線、ここでは赤道を指す 

objParams.FalseEasting = 500000   ’座標平行移動量--水平方向 

objParams.FalseNorthing = 10000000 ’座標平行移動量--垂直方向 

 

objPCS.Type = -1                ’投影法 

’上記のコードは前節と同様 

------------------------------------------------------------------- 

225 

 



 

 

objPCS.Projection = scPRJ_TRANSVERSE_MERCATOR  

’投影方式—ユニバーサル横メルカトル投影 

(横軸正角円柱投影、中央経線の長さの比率は 0.9996) 

8.4.2.3  ガウス・クリューゲル投影のユーザー定義 

 ガウス・クリューゲル投影のユーザー定義は、上述してきたいくつかのユーザー定義の

投影とほぼ同じであり、各自のニーズに応じて、中央経線を指定した値に設定するだけで

よい。もちろん、投影タイプにおいてはガウス・クリューゲル投影タイプの定数を選択し

なければならない。コードは以下の通りである。 

 

objParams.CentralMeridian = -69 ’中央経線—No.19（上記の表で調べられる） 

objParams.StandardParallel1 = 0 

’標準緯度—0 に変形した緯線、ここでは赤道を指す 

objParams.FalseEasting = 500000    ’座標平行移動量―水平方向 

objParams.FalseNorthing = 10000000  ’座標平行移動量―垂直方向 

objPCS.Type = -1                    ’投影法 

 

’上記のコードは前の節と同様 

objPCS.Projection = scPRJ_GAUSS_KRUGER   

’投影法―ガウス・クリューゲル投影(横軸等角楕円柱投影)地球を楕円球体とする 

 

 以上、投影プログラミングの例を 3つ挙げてきたが、この 3つの例についてまとめる必

要がある。メルカトル投影は正軸等角円柱投影で、横メルカトル投影とは文字通りに横軸

等角円柱投影のことである。ユニバーサル横メルカトル投影(UTM)は横メルカトル投影の一

種の変形であり、その中央経線の長さの比率が 0.9996 で、6度分帯内の変形が 大で 0.04%

を超えないと規定される。米国では世界各地の軍用地図や地球資源衛星写真などを編集す

る時にこの投影方式を採用する。ガウス・クリューゲル投影は、横メルカトル投影と似て

いるが、投影面が楕円柱であるため、横軸等角楕円柱投影となる。その中央経線の長さの

比率は 1である。 

8.4.2.4  ランベルト（Lambert）等角円錐投影のユーザー定義 

 以上、述べてきた投影はすべて円柱あるいは楕円柱投影である。投影パラメータオブジ

ェクトの第一、第二標準緯線の緯度値は 0 に設定され、即ち 0 に変形した緯線は赤道であ

り、実際にはそれを使うことはない。ランベルト等角円錐投影は円錐投影に属し、円錐面
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を楕円球体と相互に切ったり分割したりすることが可能である。その標準緯線(0 に変形し

た緯線)のパラメータの定義は上述の例と少し異なり、実際的な意味を持つものとして、ユ

ーザーによる指定が必要である。コードは以下の通りである。 

 

    objParams.StandardParallel1 = 40   ’ダブル標準緯度の 1 

    objParams.StandardParallel2 = 24   ’ダブル標準緯度の 2 

    objParams.CentralMeridian = 74     ’中央経線---原点緯度 

objParams.CentralParallel = 17     ’ 南端緯線値---原点緯度 

objPCS.Type = -1                  ’投影座標系をユーザー定義する 

    objPCS.IsProjected = False 

objPCS.Projection = scPRJ_LAMBERT_CONFORMAL_CONIC   ’投影法 

   

8.4.3 投影変換 

 10.4.2 では、どのように地図投影を行うかについて述べてきた。つまり、地理座標系か

ら投影平面直角座標系への変換(soPJCoordSys.Inverse 方式を利用すれば、投影座標から地

理座標への逆変換は簡単にできる)である。実際にはもう一つ座標変換が存在している。そ

れは一種の平面投影座標系から別の平面投影座標系への変換である。本節では SuperMap 

Objects の投影オブジェクトを使って投影座標系の相互変換を行うプログラム開発の方法

について紹介する。 

SuperMap Objects は、複雑な投影座標変換も非常に簡単に処理できる。以下のコードを

利用するだけで簡単に開発することができる。コードを以下に示す。 

 

Dim objDataSource As soDataSource     '変換元のデータソースオブジェクト 

Dim objPJTranslator As soPJTranslator   '投影変換オブジェクトを定義 

Dim objPJCoordSysSrc As soPJCoordSys  '変換元のデータソースの投影座標系 

Dim objPJCoordSysDst As soPJCoordSys  '変換先の投影座標系 

 

1．変換元のデータソースの投影系を取得する。 

objPJCoordSysSrc= ObjDataSource.PJCoordSys 

 

2．地理座標系間の相互変換のため新たに投影パラメータオブジェクトを定義する。そ

のうえ、パラメータオブジェクトのうち地理座標系の相互変換に関連する 7 つの

パラメータ値を与える。 

Dim objParamForGCSTrans As New soPJParams 
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objParamForGCSTrans.ScaleDifference = 2.483 

objParamForGCSTrans.TranslateX = -9.1 

objParamForGCSTrans.TranslateY = 158.6 

objParamForGCSTrans.TranslateZ = 183.2  

objParamForGCSTrans.RotateX = 0.383 

objParamForGCSTrans.RotateY = -1.452 

objParamForGCSTrans.RotateZ = -0.721 

 

3．変換元のデータ・ソースの変換先投影系オブジェクト（objPJCoordSysDst）の定義

に関しては、前節で述べた「地図投影の投影座標系オブジェクトに値を与える」の

ように、該当するオブジェクトの属性にそれぞれ値を与える。例えば、 

objPJCoordSysDst.Type = -1                  '投影系をユーザー定義する 

objPJCoordSysDst.Projection = scPRJ_MERCATOR '投影方式—-メルカトル投影(正軸等

角円柱投影) 

    objPJCoordSysDst.CoordUnits = scuMeter      '座標単位 

Set objPJCoordSysDst.PJParams = objParams    

'投影パラメータオブジェクトがすでに定義済みの場合(前の節で述べた方法に従う) 

Set objPJCoordSysDst.GeoCoordSys = objGCS '地理座標系オブジェクトはすでに定義

済みの場合(前の節で述べた方法に従う)。 

 

4．上記の定義により、ユーザーのニーズに合った投影座標系変換オブジェクトを作成

する。 

objPJTranslator.PJCoordSysSrc = objPJCoordSysSrc 

objPJTranslator.PJCoordSysDes = objPJCoordSysDst 

objPJTranslator.PJParams  = objParamForGCSTrans 

objPJTranslator.TransMethod = Bursa-Wolf  'sePJTransMethodType 定数の値を参照 

objPJTranslator.Create 

 

5． 後に変換元のデータソースオブジェクトから投影座標系間の変換を行う 

objPJTranslator.Convert objDataSource   

’この方法は、1つのポイントまたはデータセットについても変換可能 

 

8.5 演習問題 

SuperMap Objects データ投影モデルは、完全なものであるかどうか。 
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第9章 アプリケーションシステムの頒布 

 

概要 

 

これまでの章では、SuperMap Objects を使用してどのように GIS アプリケーションプロ

グラムを開発するか詳しく紹介した。この章では SuperMap Objects を使用して開発したア

プリケーションシステムを、どのようにして頒布（パッケージ）するのか紹介する。 

 

目的 

 

本章では、次の内容を学習することができる。 

 どのファイルをエンドユーザーに提供するか。 

 SuperMap Objects コンポーネント OCX ファイルを登録する。 

 SuperMap Objects 運行時に、どのようなデータアクセスサポート環境が必要か。 

 

9.1 パッケージ方式 

SuperMap Objects は二次開発向けの GIS プラットフォームであり、ユーザーは SuperMap 

Objects に基づき、異なる領域に適用し、機能性の強いアプリケーションシステムを開発で

きる。通常はエンドユーザーの使用に便利なように、アプリケーションシステムと附属フ

ァイルを 1つのインストールパッケージにする必要がある。では、どのようにして SuperMap 

Objects に基づき開発したソフトウェアを頒布するのか？ 通常は 2 つのモデルがあり、1

つは簡単なモデル、もう 1 つは上級モデルである。以下でこの 2 つのモデルについて紹介

する。 

 

1．簡易モデルは、アプリケーションシステムのみ単独でパッケージし、SuperMap Objects

ランタイムライブラリファイルは含まない。ユーザーがアプリケーションシステムをイン

ストールする時は、先に SuperMap Objects ランタイム版をインストールする必要がある。

アプリケーションシステムのパッケージはユーザーにランタイム版インストールプログラ
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ムのみ提供でき、開発版インストールプログラムは提供できない。 

 

2．上級モデルは、SuperMap Objects のランタイムサポートファイルとアプリケーションシ

ステムを一緒にインストールプログラムにパッケージする。ユーザーは 1 回のインストー

ルで済む。もし二次開発者のシステムが単独で販売できる製品の場合、この方式を採用す

ることを勧める。 

 

9.2 パッケージ可能ファイルリスト 

SuperMap Objects ランタイムライブラリは、MFC ランタイムライブラリ DLL ファイル、

SuperMap Objects サポートライブラリ DLL ファイル、SuperMap Objects OCX コントロール

ファイルの 3 タイプのファイルを含む。通常 MFC ランタイムライブラリ DLL ファイルは

Windows システムディレクトリにインストールし、SuperMap Objects サポートライブラリ

DLL ファイルと SuperMap Objects OCX コントロールファイルは、同じディレクトリにイン

ストールする必要がある。バージョンの衝突を避けるため、この 2つのファイルを Windows

システムディレクトリにインストールしない方が良い。 

9.2.1 MFC ランタイムライブラリ DLL ファイル 

SuperMap Objects は Microsoft の MFC に基づき開発され、起動時に MFC の実行ベースフ

ァイルが必要であり、これらのファイルは Windows のシステムディレクトリにインストー

ルする必要がある。Windows 9X では System ディレクトリにインストールし、Windows NT 4.0

と Windows 2000 では System32 ディレクトリにインストールする。MFC の運行ベースファイ

ルには以下のものが含まれる。 

msvcrt.dll 
msvcp60.dll 
mfc42.dll 
atl.dll（補助コンポーネント SmxAssitant.dll及び SmxToolkit.dllを使用する場合で、

Windows98/NT4.0 以前の PC には配布が必要です。） 

9.2.2 SuperMap Objects サポートライブラリ DLL ファイル 

SuperMap Objects のサポートベースファイルには 30 以上の DLL ファイルを含む。バージ

ョンの衝突を避けるため、これらのファイルは Windows のシステムディレクトリにインス

トールしない方が良い。 
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DiskSerial.dll 
iconv.dll 
libexpat.dll 
lt_appSupport.dll 
lt_common.dll 
lt_messageText.dll 
lt_meta.dll 
lt_trans.dll 
lt_utils.dll 
lt_xtrans.dll 
mrsid32.dll 
mrsidd.dll 
NCScnet.dll 
NCSEcw.dll 
NCSEcwC.dll 
NCSUtil.dll 
sx32w.dll 
SmAlib50.dll 
SmCSF50.dll 
SmCtl50.dll 
SmDTM50.DLL 
SmeDgn50.dll 
SmEdit50.dll 
SmeImg50.dll 
SmeMemory.dll 
SmElem50.dll 
SmEng50.dll 
SmeSDB50.dll 
SmeSDBPlus50.dll 
SmFPS50.dll 
SmFSL50.DLL 
SmGrid50.dll 
SmImg50.dll 
SmLogRes.dll 
SmLsl50.dll 
Smlyt50.dll 
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SmOCI.dll 
SmOdbc50.dll 
SmPmp50.dll 
SmPrj50.dll 
SmScn50.dll 
SmSym50.dll 
SmTopo50.dll 
SmWks50.dll  

 

9.2.3 OCX ファイル  

SuperMap Objects は以下の数個の OCX ファイルを含む。Dll ファイルと同様に、システ

ムディレクトリにインストールしないようにする。これらのファイルをインストールした

後、登録を行う必要がある。インストールツール（例えば InstallShield）が提供する OCX

コントロール登録機能を使用でき、また手動でも登録できる（例えば Windows の

RegSvr32.exe を使用する）。SuperMap Objects のインストールパッケージでは専門の登録

ツール SmRegister.exe を提供しており、このファイルを直接実行すると、自動で同じディ

レクトリの全ての SuperMap Objects コントロールを登録できる。次の節で OCX ファイルを

登録するテクニックと注意事項を紹介する。 

SuperMap.ocx 
SuperLayout.ocx 
SuperLegend.ocx 
SuperAnalyst.ocx 
Super3D.ocx 
SuperTopo.ocx 
SuperGridView.ocx 
SuperWkspManager.ocx 
SmxLockInfo.ocx 

SuperMap Objects コンポーネントのデータベースエンジンを使用した場合、相応す

るデータエンジンファイルが増える。全てのデータエンジンファイルを以下に示す。 

SmeAcad50.sdx 
SmeDB2Plus50.sdx 
SmeKingBase50.sdx 
SmeODm50.sdx 
SmeOrcPlus50.sdx 
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SmeOSbs50.sdx 
SmeOSP50.sdx 
SmeOSqlPlus.sdx 
SmeSQL50.sdx 

9.3 パッケージ不可能ファイルリスト 

アプリケーションシステムをパッケージする時、いくつかのファイルは SuperMap Objects

開発版専用で、エンドユーザーに頒布して使用できない。エンドユーザーが SuperMap 

Objects を使用して開発したい場合、SuperMap Objects の販売元に連絡するとよい。エン

ドユーザーに頒布できない SuperMap Objects ファイルには以下のものがある。 

9.3.1 開発ライセンスファイル(*.lic)（SuperMap Objects 5.2 以降は開発版製品中に

含まれません。） 

SuperLayout.lic 
Super3D.lic 
SuperLegend.lic 
SuperAnalyst.lic 
SuperMap.lic 
SuperTopo.lic 
SuperGridView.lic 
SuperWkspManager.lic 

及び SuperMap Objects インストールパッケージが装備する拡張子.lic の他のファイル。  

9.3.2 クラスタイプベースファイル(VC 開発使用、拡張子：*.tlb) 

SuperLayout.tlb 
Super3D.tlb 
SuperLegend.tlb 
SuperAnalyst.tlb 
SuperMap.tlb 
SuperTopo.tlb 
SuperGridView.tlb 
SuperWkspManager.tlb 

及び SuperMap Objects インストールパッケージが装備する拡張子.tlb の他のファイル。  
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9.3.3 ヘルプドキュメント  

SmProRef.chm 
GettingStarted.chm 

SmoTech.chm 

及び SuperMap Objects インストールパッケージが装備する拡張子.chm の他のファイル。 

 

9.4 OCX ファイルの登録 

先に、SuperMap Objects が提供する SmRegister.exe ファイルを Install Shield にパッ

ケージし、且つ SuperMap Objects の一連の OCX ファイルと同じディレクトリにインストー

ルする。登録問題を自ら解決する準備の為、OCX ファイルがある場所のファイルグループの

self-registered プロパティを FALSE に設定する。もちろん、MFC のラインタイムライブラ

リファイルのパッケージを忘れないようにする。またこの 3 つのファイルがある場所のフ

ァイルグループの Potentially Locked プロパティを TRUE に設定しないと、正常にインス

トールできない。 

続いて、Install Shield (6.22 以上) Script で定義し、以下の関数を実行する。 

（1）ExecuteAfterRebootOrAtEnd()関数を定義し、定義後ヘッドファイルで明示する。（大

文字小文字を区別する） 

 

function ExecuteAfterRebootOrAtEnd() 

STRING strTempFile; 

begin 

strTempFile = TARGETDIR ^ "\\Bin\\RegisterSuperMap.exe";       

 //自動登録プログラムの目標パスを指定し、実際のインストールディレクトリ

に基づいて相応する修正を行う 

LongPathToQuote ( strTempFile, TRUE ); 

LaunchAppAndWait ( strTempFile , "" , WAIT ); 

end; 

 

（2）OnEnd()にレスポンスし、以下のコードを追加する。 

 

function OnEnd() 

begin 
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if (BATCH_INSTALL) then  

;//do nbothing 

else 

ExecuteAfterRebootOrAtEnd(); 

endif; 

end; 

 

（3）OnRebooted()関数にレスポンスし、以下のコードを追加する。 

function OnRebooted() 

begin 

ExecuteAfterRebootOrAtEnd(); 

end;    

9.5 データアクセスサポート環境 

XML ファイルの処理には Microsoft XML 4.0 Parser が必要です。SuperMap がインストー

ルされたディレクトリの「Support｣フォルダにインストールプログラムファイルがありま

す。ファイル名は msxml4.exe です。 
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第10章 よくあるＱ＆Ａ 

 

10.1 SuperMap Objects の基本的な問題 

10.1.1 SuperMap Objects 開発版とランタイム（RT）版の違いは？ 

SuperMap Objects 開発版とランタイム版の使用目的や対象は異なる。SuperMap Objects

開発版の使用対象は GIS のアプリケーション開発者で、主に GIS アプリケーションシステ

ムの開発構築に用いられる。SuperMap Objects ランタイム版はコンパイルされた実行可能

プログラムの実行にのみ提供され、システム開発に用いることはできない。SuerMap に基づ

き開発されたシステムまたはプログラムについても、SuperMap Objects ランタイム版のサ

ポートがないと正常に実行できない。したがって、開発版を用いて開発したアプリケーシ

ョンシステムまたはソフトウェアをエンドユーザーが使用する時、エンドユーザーは

SuperMap Objects ランタイム版をインストールしないとこのシステムやソフトウェアを実

行できない。したがって、ランタイム版は SuperMap Objects アプリケーションシステムの

エンドユーザーがインストールし使用するものである。ランタイム版は SuperMap Objects

開発版を用いて開発したアプリケーションシステムを正常に実行させる。 

 

10.1.2 投影座標系の座標単位と距離単位の違いは？ 

座標単位は座標目盛の単位を指し、距離単位はこの座標系で、距離計算を行う時

の数値単位を指す。 

投影系座標単位を取得/設定：seUnits soPJCoordSys.CoordUnits 

距離(長さ)単位を取得/設定：seUnits soPJCoordSys.DistUnits 

投影系の座標単位と距離単位（DistUnits）は同じでも違ってもよい。たとえば経緯度座

標の座標単位は度で、距離単位はメートル、キロメートルなどである。 

 

10.1.3 SuperMap Objects の複合オブジェクトにはどのような特徴があるか？ 

SuperMap Objects において、複合オブジェクト（soGeoCompound）は比較的複雑なデータ
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を処理するために特別に提供されている。複数の位置上の相対的に独立したサブパートか

ら構成されるオブジェクトを指し、これらの独立したサブパートは複合オブジェクトのサ

ブオブジェクト（Part）と呼ばれる。複合オブジェクトは、ポイント、ライン、ポリゴン

またはテキストなど、異なるタイプのサブオブジェクトをサポートする（当然同じタイプ

も可能である）。これに基づき、複合オブジェクトは複合（CAD）データセットにのみ保存

でき、また各々の複合オブジェクト、複合オブジェクトのサブオブジェクトは全て独自の

表示スタイルを保存できる。 

SuperMap Objects では、一般のライン、ポリゴン、テキストオブジェクトも独自の特徴

を持つ。複合オブジェクトと同じように、SuperMap Objects のライン、ポリゴン、テキス

トオブジェクトはすべて複数の独立したサブオブジェクト(Part)を含むことができる。但

し複合オブジェクトと違うのは、ここでのサブオブジェクトは同じライン、ポリゴン、テ

キストでなければならない。このようなオブジェクト設計は、非常に重要な意味を持つ。

例えば「中国オブジェクト」は中国大陸ポリゴンオブジェクト、台湾（島）ポリゴンオブ

ジェクト及びその他の島嶼のポリゴンオブジェクトを併せて、意味を持つ単独のオブジェ

クトになるのだ。当然、多くの場合、このタイプのオブジェクトは往々にしてサブオブジ

ェクトが 1つあるのみである。 

 

10.1.4 ピクセル座標と地理座標の変換 

各プログラミング言語では、例えばマウスの位置を取得した後に何か操作を行うなど、

スクリーン座標の処理に関係する。また GIS ソフトウェアで一般に使用するのはスクリー

ン座標ではなく地理座標なので、この 2 種類の異なる座標について相互変換する必要があ

る。SuperMap Objects はこのようなニーズについて十分考慮し、相応するインターフェー

スによりこの 2種類の座標の相互変換を行う機能を提供する。 

ピクセル座標を地理座標に変換するのに、SuperMap Objects が提供するインターフェー

ス は SuperMap.PixelToMapX(x As OLE_XPOS_PIXELS) 、 SuperMap.PixelToMapY(y As 

OLE_YPOS_PIXELS)である。 

地理座標をピクセル座標に変換するのに、SuperMap Objects が提供するインターフェー

スは SuperMap.MapToPixelX(x As Double)、SuperMap.MapToPixelY(y As Double) である。 

 

注意点として、一部の開発言語は複数のスクリーン座標をサポートし、またデフォルト

のスクリーン座標はピクセル座標ではないので、先にスクリーン座標をピクセル座標に変

換してから、上のインターフェースを用いないと正確な結果を取得できず、必然的に間違

った結果になる。また、マップウィンドウによりマップの範囲やスケールが異なるので、

同じピクセル値を変換しても地理座標値が異なる。したがって、ピクセル値を取得する

SuperMap Objects ウィンドウのメソッドを用いて変換しないと、間違った結果を取得する
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ことになる。 

 

10.1.5 SuperMap Objects ソフトウェアを正確にアンインストールできず、新たにインス

トールできないが？ 

正常な方法で SuperMap Objects をインストールすると、順調にアンインストールできる。

しかし前回インストールしたものをアンインストールしていない状況で、重複してインス

トールしたり、他の正常でない操作をすると SuperMap Objects を正確にアンインストール

できなくなる。このような場合、登録テーブルの内容を手動で削除すると、新たにインス

トールできる。 

先に手動で登録テーブルの以下の内容を削除する。 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall ディレ

クトリの DisplayName が「SuperMap Objects + バージョンナンバー」の項目 

これで SuperMap Objects ソフトウェアを正常にインストールできる。 

 

10.1.6 VC で SuperMap Objects コントロールを用いる時、SO で始まるクラスと ISO で

始まるクラスは、使用する上でどのように違うか？ 

SO で始まるクラスと ISO で始まるクラスの違いは、SuperMap Objects によるものでなく、

VC 使用 ActiveX オブジェクトの 2種類の異なる方式である｡2 種類のクラスは使用する上で

は基本的に同じで、アップロードの方式に一定の違いがあるだけである。SuperMap Objects

コントロールをアップロードする時、VC は ActiveX オブジェクトが引用したクラスを自動

でアップロードするのみで、デフォルトのクラス名は SO で始まり、ISO で始まるクラスは

インターフェースクラスである。SuperMap Objects で、いくつかのクラスは SO で始まるク

ラスに含まれず、ISO で始まるクラスに含まれるので、システムに手動でアップロードする

必要がある。メニューの【View】—>【ClassWizard】をクリックし、表示された MFC ClassWizard

ダイアログボックスで、右上コーナーの Add Class ->From a Type Library をクリックし、

アップロードしたいクラスを選択する｡この時デフォルトは ISO で始まるクラス名である。 

 

10.1.7 SuperMap ObjectsはどのようなAutoCADデータフォーマットの変換をサポート

するか？ 

SuperMap Objects は AutoCAD の DXF、DWG データフォーマットの変換をサポートし、R13、

R14、R15 バージョンと AutoCAD2.5－2000 バージョンのデータインポートをサポートする。

またマージされたレイヤーのインポートをサポートするだけでなく、レイヤー別インポー
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ト（ポイント、ライン、ポリゴン、テキストの 4 種類のタイプに基づきデータをレイヤー

別にインポート）もサポートする。現在サポートするオブジェクトタイプには LINE、POINT、

ELLIPSE、ARC、TRACE、SOLID、BLOCK、ENDBLK、INSERT、ATTDEF、ATTRIB、SEQEND、POLYLINE、

VERTEX、LINE3D、FACE3D、DIMENSION、RAY、XLINE、Lwpline 及び CIRCLE、SPLINE、TEXT、

LEADER、TOLERANCE、MLINE、MTEXT、Hatch などのオブジェクト変換がある。 

 

10.1.8 どのようにしてデータベースを用いてワークスペースを管理するか？ 

データベースを用いてワークスペースを管理するのは SuperMap Objects 3.1 バージョン

より新しく追加された機能である｡即ちワークスペースをファイル形式でローカルに置く

ことも、データベースに置くことも可能である。 

ワークスペースをデータベースに置くには以下のようにする。SuperMap Objects インス

トールディレクトリの bin ディレクトリで SmAsssistance.dll ファイルを提供しているの

で、登録後 SmAsssistance.Upload メソッドを用いてローカルのワークスペースファイルを

データベースに伝達し管理する。SmAsssistance.Download メソッドを用いてデータベース

のワークスペースをローカルにダウンロードして開く。 

10.1.9 SuperMap Objects を起動する時、ネットワーク・ダイヤルアップ・ダイアログボ

ックスがいつも表示されるが？ 

IE ブラウザーの「インターネットオプション」の「接続」のデフォルト値が「通常の接

続でダイヤルする」になっており、SuperMap Objects ソフトウェアシリーズのネットワー

クソフトロックの暗号化方式がネットワークを通して許可情報を伝えるため、SuperMap 

Objects を起動する度に、ネットワーク・ダイヤルアップ・ダイアログボックスが表示され

る。デフォルト設定のネットワーク通信方式がダイアルアップ接続なので、先にネットワ

ークにダイヤルアップしないと使用できず、LAN ローカルネットワークまたは他の方式でネ

ットワークに接続する方式を採用していないからである。 

解決するには IE ブラウザーの「インターネットオプション」ダイアログボックスで設定

を行う｡具体的な設定方法を以下に示す。 

IE の「ツール」から「インターネットオプション」を選択して、ダイアログボックスで

「接続」を選択する。ここで「ダイヤルしない」（図 10.1）を選択する。 
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図 10.1 IE インターネットオプション・ダイアログボックス 

 

10.1.10 空間データセットを表示する時、データセットのデータはすべてメモリに呼び出

すのか？ 

SuperMap Objects はデータソースのデータセットを開く時、データセットのデータをメ

モリにアップロードしない（DGN エンジンと DWG エンジンを除く）。SDB データエンジンに

ついては、データセットの空間インデックスをアップロードするのみである。空間データ

ベースエンジンについては、インデックスは依然サーバー側で実行し、クライアントのメ

モリ空間を占有しない。したがって、マップを表示した後、SuperMap Objects はメモリに

画像と属性データを保存しない。 

特にデータ量が大きい場合、クライアント側でも、一定のメモリを使用することになる。

これはシステムのキャッシュによるものである。次回アクセスする時により早くなるよう、

システムは自動でアクセスしたデータをキャッシュする｡例えば SDX for SQL Server、ADO

などは、速度がよりアップするよう、クライアント側でデータをキャッシュし、そのキャ

ッシュの容量の大きさはアクセスしたデータサイズとのみ関係する。 
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10.1.11 SuperMap Objects のネットワークハードキーに異常が発生し、ソフトウェアを

実行できない｡どうしたら良いか？ 

ソフトウェアが実行できない、512 のエラーコードを報告するのは、たいていライセンス

情報を正確に読み取れないことによるものである。ライセンス情報を正確に読み取れない

状況になるのはいくつかの原因による。 

単独 PC のハードキーを使用している場合、以下の順序で試してみる。 

1) ハードキー起動プログラムを新たにインストールする。 

ハ ー ド キ ー の 起 動 プ ロ グ ラ ム は イ ン ス ト ー ル デ ィ レ ク ト リ の

\SuperMap\SuperMap Objects 5.X\Support\Sentinel Protection Installer.exe

である。先にアンインストールしてから新たにインストールする。（注意：先に

起動プログラムをセットしてから、ハードキーを差し込む）プログラムを新た

に起動し、正常に実行するかどうか確認する。できない場合、次の方法を試す。 

2) ハードキーがダメージを受けていないかどうかチェックする。 

 SuperMap Objects をインストールした別の PC で（インストールしたものがな

い場合、SuperMap Objects のインストールディスクを用いてインストールし、

使用後アンインストールする）、SuperMap Objects を使用したアプリケーショ

ンプログラムを起動し、プログラムが正常に起動するかどうか確認する。これ

でもだめな場合、日本スーパーマップのカスタマサポートまでご連絡ください。 

ネットワークハードキーを使用している場合、以下の方法で一つ一つ試す。 

1) ライセンスサービスが起動しているかどうかチェックする。 

ライセンスサーバーで SuperMap Objects License Service が既に起動している

かどうか確認する。起動していない場合は起動し、起動している場合、サービ

スを新たに起動する。できない場合、次の方法を試す。 

2) ハードキーがダメージを受けていないかどうかチェックする。 

ライセンスサーバーでSuperMap Objectsを使用したアプリケーションプログラ

ムを直接実行し、正常にデータが開き、マップを表示するか確認する。できな

い場合、ハードキーをクライアント側でチェックし、クライアント側のハード

キー方式をローカルハードキー（実行開始メニューの「ソフトウェアライセン

ス情報設定」の設定を行う）にし、クライアント側で直接アプリケーションプ

ログラムを実行する。起動するかどうか、また正常にマップを開くかどうか試

す。できない場合次の方法を試す。 

3) ネットワークロックのパラメータの設定をチェックする。 

主にサーバー名（または IP アドレス）が正確かどうか、使用しているポートナ

ンバーがサーバーと一致するかなど、クライアント側のハードキーの設定に間

違いがないかどうか見る。サーバーの機器名をサーバーIP アドレスに変更した
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り、または使用しているポートナンバーを交換したりできる。試した後に問題

が解決したか見て、できない場合次の方法を試す。 

4) ローカルネットワークがスムーズかどうか見る。 

ハードキーを使用している過程で、途切れたりつながったりしている場合（即

ちこの時 2 台の PC 間でアクセス可能）、ネットワークに故障がないかチェック

し、特にハブが安定しているかどうかチェックする。必要な場合アプリケーシ

ョンプログラムを再起動しテストする。 

5) オーバータイムを長くする。 

ローカルネットワークの速度が遅い場合、サーバーのオーバータイム（デフォ

ルト：5000 ミリ秒）を長くする。 

6) ハードキー起動プログラムを新たにインストールする。 

以上の方法で全てだめな場合、ライセンスサーバーで、ハードキー起動プログ

ラムを新たにインストールする。（注意：先に起動プログラムをセットしてから、

ハードキーを差し込む） 

7) 以上のどの方法でも解決できない場合、日本スーパーマップのカスタマサポー

トまでご連絡ください。 

 

10.1.12 SuperMap Objects は、開発言語環境により性能がどのように違うか？ 

SuperMap Objects は複数の標準 ActiveX コントロールから構成されているので、ActiveX

プログラミングをサポートする二次開発言語であれば、SuperMap Objects の開発が可能で

ある。SuperMap Objects は、VB、VC++、Delphi、C#.NET など、 新の開発言語環境に組込

み開発できる。各言語を用いて開発したシステムは図形処理の性能について大きな違いは

ない。これは図形に対する操作は全てコントロールにより処理され、使用している二次開

発言語と基本的に関係ないからである。当然この性能は、言語の ActiveX コントロールに

対するサポートの程度による。システムの残り部分の性能は言語との関係が非常に密接で、

コンパイルした後の実行効率は言語により差が生じる。ユーザーは実際のニーズに基づき、

自分が熟知している言語を用いて開発できる。現在比較的多く使用されている言語は VB、

VC++、Delphi である。他に SuperMap Objects は.NET をサポートし、VB.NET、VC.NET、C#.NET

を用いて開発できる。 

 

10.1.13 データセットのレコード数がゼロでないにもかかわらず、図形をなぜ正確に表

示できないのか？ 

多くは SQL Server または Oracle、Access など空間データベースで発生し、グリッド検
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索を採用し、データセットの範囲により検索することによる。レイヤーの範囲が空間イン

デックスの範囲を超える時、オブジェクトを表示できない。解決するには、新たに範囲

（BOUNDS）を計算してから、新たに空間インデックスを作成すると、図形を正確に表示で

きる。 

Boolean soDatasetVector.ComputeBounds（）データセットが新たに範囲を計算 

Boolean soDatasetVector.SpatialIndexDirty ベクタデータセットの空間インデック

スを新たに作成する必要があるかどうか判断する。 

新たに作成する必要がある場合、空間インデックスのレイヤー数を先に自動で計算する｡

インターフェースは以下の通りである。 

Long soDatasetVector.RecommendSpatialIndexLevel() 

この後、ベクタデータの空間インデックスを新たに作成できる。 

Boolean soDatasetVector.BuildSpatialIndex（nLevel As Long） 

 

10.1.14 リソースライブラリのシンボル、ライン、フィルはどのようにして対応するポイン

ト、ライン、ポリゴンオブジェクトを修飾するのか？ 

SuperMap Objects では、各リソース（シンボル、ライン、フィル（塗りつぶし））は全て

対応するコードがあり、相応する幾何オブジェクトにマッチするリソースを与えるのはこ

のコードを通して行う。例えば objStyle.SymbolStyle=1110 の場合、このポイントオブジ

ェクトの表示をシンボルライブラリのコードが 1110 のシンボルに設定できる。 

 

10.1.15 保存したはずのマップが見当たらないのはなぜ？ 

マップを保存した後、ワークスペースを保存しないと、マップを物理的にディスク（*.SMW

ファイル）に保存できず、次回ワークスペースを開いた時マップはなくなっている。した

がって、SuperMap.SaveMap を呼び出した後、SuperWorkspace.Save メソッドを呼び出す必

要がある。 

このマップは、作業コントロールを保存した後データソースを削除したり、データソー

スファイル名を取り替えたり、データソースタイプを変更（例えばファイルタイプをデー

タベースタイプに変更）すると、次にワークスペースを開いた時元のデータソースを開け

なくなり、関連するマップを開いても内容がなくなっている（またはレイヤーを消失）。こ

のような場合、再び作業コントロールを開いた後、変更されたデータソースを開く（注意：

必ず元の別名を使用する）。ログオフする時ワークスペースを保存するのを忘れないように

する。 
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10.1.16 異なる属性フィールドの値でシンボルのタイプ、サイズ、回転角度などをコント

ロールするには、どうしたら良いか？ 

「カスタム主題図」(soThemeCustom オブジェクト)を用いて、異なる属性フィールドに

soThemeCustom オブジェクトの相応する属性を与える。この属性にはスタイルを設定するカ

ラーフィールド（PenStyleField）、シンボルタイプフィールド、シンボルサイズフィール

ド（SymbolSizeField）、シンボル回転角度フィールド（SymbolRotationField）、及びライ

ンと塗りつぶしの相応するフィールド（BrushStyleField）などが含まれる。 

 

10.1.17 どのようにしてユーザー定義のマウスポインターを使うのか？  

SuperMap Objects はユーザー定義のマウスポインターをサポートする。方法は以下の通

りである。SuperMap.MouseIcon="ファイル名"。このファイル名はユーザー定義したマウス

ポインターのファイル名を用いる。 

 

10.2 SuperMap Objects インターフェース使用に関する問題 

10.2.1 レイヤー中の異なる幾何オブジェクトに異なる表示スタイルを設定するにはど

のようにするか？ 

レイヤーのスタイル設定は同じレイヤーの各オブジェクトについて同じスタイルを用い

る（複合レイヤー——CAD Dataset を除く）。但しレイヤーの異なる（タイプ）のオブジェク

トについて異なるスタイルを設定するには、SuperMap Objects の主題図機能を用いる必要

がある(複合レイヤー——CAD Dataset についても有効)。 

具体的には個別主題図（soThemeRange ）または段階区分主題図（soThemeUnique ）を用

いて行う。個別主題図と段階区分主題図の使用については、SuperMap Objects は完全な範

例プログラムを提供している。但し注意が必要なのは、個別主題図を作成する時、オブジ

ェクト値のタイプは 255 を超えることができず、段階区分主題図の区分数も 255 を超えら

れない。 

10.2.2 テキストオブジェクトとシンボルのサイズをマップのズームに応じて変更させる

には、どのように設定するか？ 

（1）テキストオブジェクトのサイズをマップのズームに応じて変更させるには、以下のよ

うに設定する。 
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SuperMap Objects の soTextStyle.FixedSize プロパティは、テキストオブジェクトのサ

イズをマップのズームに応じてズームするかコントロールできる。FixedSize = True に設

定した場合、フォントは固定サイズで表示され、マップをズームさせても変わらない。こ

の時テキストオブジェクトのサイズは soTextStyle.FixedTextSize プロパティにより決ま

り、このプロパティはピクセル座標を使用する。FixedSize = False に設定した場合、テキ

ストの表示サイズは固定されず、マップをズームさせると変更する。この時テキストオブ

ジェクトのサイズは soTextStyle.FontHeight と soTextStyle.FontWidth プロパティにより

決まる（FontHeight プロパティを設定するだけでも、システムは自動でテキストの表示を

処理する）。この属性はピクセル座標でなく、地理座標を使用する。FixedSize のデフォル

トは False で、即ちテキストのサイズを固定せず、マップのズームに応じて変更する。 

（2）シンボルサイズをマップのズームにより変更させるかどうかの設定は、以下のように

行う。 

soLayer.SymbolScalable と soLayer.SymbolScaleDefinition、soStyle.SymbolSize 

Booleanタイプ属性soLayer.SymbolScalableは、ポイントシンボルがマップのズームに応じ

てズームするかどうかコントロールするのに用いる。 = False の時シンボルを固定サイズ

にすることを表し、マップのズームに応じて変更しない。この時シンボルのサイズは

soStyle.SymbolSizeにより決まる。soLayer.SymbolScalable = Trueの時、シンボルをマッ

プのズームに応じてズームすることを表し、この時soLayer.SymbolScaleDefinitionプロパ

ティとSymbolSizeプロパティを設定する必要がある。SymbolSizeプロパティはシンボルの

サイズで、単位は 0.1mmである。SymbolScaleDefinitionプロパティは現在設定したシンボ

ルサイズの基準マップスケールを指し、後でマップのスケールが変化した後、シンボルの

サイズはマップの現在のスケール（SuperMap.ViewScale）とSymbolScaleDefinition、

SymbolSizeにより共同で決まる。これらの間の関係は以下の通りである。 

   シンボルの現在のサイズ = SuperMap.ViewScale / SymbolScaleDefinition * SymbolSize

例を挙げて説明する。以下のように設定する。  

 SymbolScalable = True 

SymbolSize = 100  

SymbolScaleDefinition = 1:10000 

意味は、マップの表示スケールが 1:10000 の時、シンボルのスクリーン表示サイズは 1cm

である。マップのスケールを 1:1000 に変更した場合、シンボルのサイズは（1:1000）/

（1:10000） * 100 = 1000、即ち 10cm に変わる。 

SymbolScalable プロパティのデフォルト = False で、即ちシンボルを固定サイズで表

示し、マップのズームに応じて変更しない。 

soLayer.SymbolScalable と soLayer.SymbolScaleDefinition はラインスタイルの幅を

マップのスケールに応じてズームするかどうかについて同様に有効である。 
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10.2.3 ポイント、ライン、ポリゴンなどの幾何オブジェクトのスタイル設定とテキストオ

ブジェクトのスタイル設定はどのように違うか？ 

ポイント、ライン、ポリゴンなどの幾何オブジェクトのスタイル設定は soSttyle により

行い、テキストオブジェクトのスタイルは soTextStyle オブジェクトにより設定する。ポ

イント、ライン、ポリゴンオブジェクトのスタイルにはオブジェクトのカラー、サイズ、

シンボルの形状などが含まれ、テキストオブジェクトのスタイルにはテキストのフォント、

フォントカラー、サイズ、回転角度などが含まれる。したがって、SuperMap Objects では

soStyle オブジェクトと soTextStyle オブジェクトの 2 つの異なるオブジェクトをそれぞ

れ採用している。このインターフェースを図 10.2 に示す。  

この他、ポイント、ライン、ポリゴンなどの幾何オブジェクトはスタイルを保存できず、

表示する時アクティブに与える必要があるが、テキストスタイルは設定した後、テキスト

オブジェクトに保存する。 

図 10.2 幾何オブジェクトのスタイルオブジェクトとテキストオブジェクトのスタイルオブジェクトの主要インターフェー

ス 

10.2.4 GRIDVIEW を使用してデータセットを表示する時、ユーザーが必要なフィールド

を表示するがどうしたら良いか？                               

まず、「SM」で始まるシステムフィールドを表示したくない場合、以下のように設定する。

Boolean  SuperGridView.sysFieldVisible プロパティ = False にし、インターフェースの

コントロールを行う。 

次に、その他の非システムフィールドの表示をコントロールするには、SuperMap Objects

のクエリインタフェースで以下のように設定する。 

soRecordsetsoDatasetVector.Query(strSQLFilterAsString,bHasGeometryAsBoolean, 

[objFields As soStrings],  [strOptions As String]) で、3番目のパラメータ[objFields 
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As soStrings]はオプションで、クエリして取得したレコードセットのフィールドリストを

コントロールできる。このパラメータがデフォルトの時、クエリ結果は全てのフィールド

を含む。soStrings.Add メソッドにより表示したいフィールドを取得してから、以上のパラ

メータを設定すると表示フィールドをコントロールできる。 

10.2.5 レコードセットのデータを削除する 2 つのインターフェースの使い方と機能はど

のように違うか？ 

データセットのレコードを削除するインターフェースには主に以下のものがある。 

(1) 現在のレコードを削除する：Boolean soRecordset.Delete() 

(2)表のフレームを残し、表の中のデータを削除する： 

Boolean soDatasetVector.Truncate() 

(3)表の現在のレコードセットにある全てのレコードをクリアする：  

Boolean soRecordset.DeleteAll() 

Delete メソッドを使用して全てのレコードを繰り返し削除できる。Truncate メソッドと

DeleteAll メソッドはデータセットの全てのデータレコードを直接削除できるが、使用効率

に違いがある。 

DeleteAll メソッドを用いて削除する時、レコード数が多いと、実行速度はとても遅くな

り、大量のログスペースを消耗する。また物理的にデータを削除するだけで、リリースし

たスペースを新たに利用するように自動で回収しない。このようにすると sdd ファイルま

たはデータベースデータファイルのサイズが絶え間なく増大する。 

soDatasetVector.Truncate メソッドで削除するのは効率が比較的高い。実行速度が非常

に速く、更にはデータベースの表（例えば Oracle の Drop Table）を削除するより速い。こ

の他、Truncate メソッドを用いて削除するのはログスペースが必要なく、実行完了後スペ

ースを新たに利用するよう自動でリリースする。 

但し、データセットの一部のレコードのみ削除したい場合、soRecordset.Delete メソッ

ドを用いて削除できるのみである。 

10.2.6 ポイント幾何オブジェクト soGeoPoint と単一ポイントオブジェクト soPoint の違

いについて 

soGeoPoint はポイント幾何オブジェクトで、ポイント状の地物を描写する。これは

soGeometry のサブタイプで、soGeometry オブジェクトの全てのインターフェースを継承す

る。したがって、スタイルを与えることができ、またトラッキングレイヤーに追加して表

示できる。また他のオブジェクトと空間演算と操作を実行できる。 

SoPoint は単一ポイントオブジェクトにすぎず、ライン、ポリゴン幾何オブジェクトを構

成するコントロールポイントであり、ポイント上の地物を表すのに用いることができない。
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主なインターフェースには objPoint.X、objPoint.Y、objPoint.OffSet の 3 つがある。単

一ポイントオブジェクトはポイントの空間位置（地理座標）を描写するのみで、通常はポ

イントオブジェクトの意味を持たない。SuperMap Objects のポイント幾何オブジェクトタ

イプでないので、このオブジェクトは幾何オブジェクトの関連操作（例えばバッファなど）

を実行できない。また、これを直接トラッキングレイヤーに追加できず、スタイル表示な

どを与えることができない。 

通常は、soPoint の位置に基づき soGeoPoint オブジェクトの位置を確定し、soPoint オ

ブジェクトを soGeoPoint に変換し、関連する解析と操作を実行する。方法は以下の通りで

ある。 

dim objPoint as New soPoint 

dim objGeoPoint as New soGeoPoint 

objGeoPoint.x=objPoint.x 

objGeoPoint.y=objPoint.y 

 

10.2.7 単一矩形オブジェクト soRect と矩形幾何オブジェクト soGeoRect の使い方の

違いは？ 

単一矩形オブジェクト（soRect）と矩形幾何オブジェクト（soGeoRect）の違いは上で述

べた単一ポイントとポイント幾何オブジェクトの関係や使い方と基本的に同じである。単

一矩形オブジェクトは、通常幾何オブジェクトまたはマップウィンドウの範囲（Bounds）

により取得する。 

単一矩形オブジェクトは主に矩形の位置を確定するのに用い、インターフェースは

Bottom、Left、Right、Top、BottomRight、CenterPoint、Height、TopLeft、Width の 9 つ

ある。矩形幾何オブジェクト（soGeoRect）は幾何オブジェクト（soGeometry）のサブタイ

プである。 

以下の方法で単一矩形オブジェクトを矩形幾何オブジェクトに変換する。 

Dim objRect As soRect 

Dim objGeoRect As New soGeoRect 

Set objRect = SuperMap1.ViewBounds   

‘単一矩形を取得（マップウィンドウの表示範囲） 

objGeoRect.TopLeft = objRect.TopLeft   

‘矩形幾何オブジェクトの左上コーナーにポジショニングする 

objGeoRect.BottomRight = objRect.BottomRight   

‘矩形幾何オブジェクトの右下コーナーにポジショニングする 
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10.2.8 オブジェクト選択スタイル設定（soSelection.Style）と選択したオブジェクトのス

タイル修正（SuperMap.ModifySelectedGeometry…）はどのように違うか？ 

（1）soSelection.Style： 

全ての GIS ソフトウェアでは、幾何オブジェクトが選択された後、選択されていないオ

ブジェクトと区別するため、特定の表示スタイルで表示される。SuperMap Objects では、

このスタイルは soSelection.Style により決まる。これはラインのスタイル、ポリゴン塗

りつぶしスタイルとポイントシンボルスタイルの 3 つの部分を含む。SuperMap Objects の

ポイント、ライン、ポリゴンとテキストオブジェクトの選択スタイルは、全て独自のデフ

ォルト値を持ち、また soSelection.Style によりオブジェクトの選択スタイルを修正でき

る。 

例： 

Dim objSelection As soSelection 

Dim objStyle As New soStyle 

objStyle.PenColor = vbBlue  ‘選択したオブジェクトを赤にする 

objStyle.PenWidth = 20 

‘選択したライン状の地物またはポリゴン状の地物の辺を 2mm 幅にする 

objStyle.BrushColor = vbRed 

‘選択したポリゴン状の地物の塗りつぶし前景色を赤にする 

Set objSelection = SuperMap1.selection 

Set objSelection.Style = objStyle 

SuperMap1.Refresh 

 

以下の点に注意が必要である。 

A. この方法はオブジェクトのスタイルを実質的に修正しない。 

B. ポイント状の地物については、以上の選択スタイルは使用するベクタシンボルの

み変更でき、ラスタシンボルの表示スタイルを変更できない。 

C. テキストオブジェクトについては、PenColor によりテキスト選択後の表示カラー

を修正できるのみで、他の内容を修正できない。 

 

（2）SuperMap.ModifySelectedGeometry…： 

この系列の方法はオブジェクトのスタイルを実質的に修正する。一般的には、各自のス

タイルを持つ幾何オブジェクトが複数あり、現在これらの任意のスタイルを修正する必要

があり（例えばテキストのカラー）、また他のスタイルは全て各幾何オブジェクト独自のも

のを保持するような状況のみでこの機能が必要である。 

複合データセットとテキストデータセットの幾何オブジェクトしかスタイルを保存でき
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ないので、ModifySelectedGeometry…メソッドは複合データセットとテキストデータセッ

トに適用され、他のデータセットタイプに含まれる幾何オブジェクトのスタイル設定につ

いては無効である。 

例： 

With SuperMap1 

    .ModifySelectedGeometryBrushBackColor vbYellow 

    .ModifySelectedGeometryBrushColor vbRed 

    .ModifySelectedGeometryBrushStyle 102 

    .ModifySelectedGeometryPenColor vbBlue 

    .ModifySelectedGeometryPenStyle 1 

    .ModifySelectedGeometryPenWidth 5     

    .ModifySelectedGeometrySymbolColor vbBlack 

    .ModifySelectedGeometrySymbolSize 20 

    .ModifySelectedGeometrySymbolStyle 110 

    .Refresh 

  End With   

 

10.2.9 トラッキングレイヤーのオブジェクトの属性をどのように取得するか？ 

トラッキングレイヤーはメモリに作成された 1 つのレイヤーで、この上の全てのオブジ

ェクトは保存される。これの 大の特徴は空間幾何オブジェクトについて、高速で更新と

アクティブ表示ができることである。トラッキングレイヤーは、GPS から受け取ったデータ

に基づきポイント位置のアクティブなトラッキングを行うなど、図形の更新が比較的速い

アプリケーションに適合する。 

トラッキングレイヤーのオブジェクトは全て内容に保存されるので、それらの幾何オブ

ジェクト自身は属性データを附帯しない。但し一般には、トラッキングレイヤーのオブジ

ェクトが既存のデータセットから取得した場合、トラッキングレイヤーのオブジェクトが

どのデータソースのどのデータセットに由来し、この中のどの幾何オブジェクトか覚えて

おかないと、そのデータセットでこのオブジェクトの属性を受け取ることができない。こ

れらの関係を覚えておくと、トラッキングレイヤーオブジェクトの Tag 属性を充分に利用

できる。考え方は、先にトラッキングレイヤーオブジェクト由来のデータソース、データ

セットとソースオブジェクトの SMID について、一定の規則でコードを編集し、このコード

をトラッキングレイヤーの Tag 属性値とする。トラッキングレイヤーオブジェクトの属性

をクエリする時、この Tag 属性を取り出し、データソース、データセットと SMID 値を解析

し、Query を用いてクエリして Recordset を取得し、この中から属性値を受け取ることがで

きる。 
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10.2.10 soRecordset の FindFirst,FindNext……などのインターフェースを用いてクエリ

した時、相応するレコードを取得できないのはなぜか？ 

これらのレコードポジショニングクエリのインターフェースを使用するのは、属性デー

タについてのみ有効である。クエリしたレコードが図形のみで属性データがない場合、こ

れらのメソッドを呼び出しても無効である。したがって、soSelection.ToRecordset メソッ

ドを用いて取得した Recordset については、このパラメータを False に設定する必要があ

り、そうしないとクエリは無効になる。 

10.2.11 マウスをクリックまたは座標を与えポイントによるライン分割操作を行うのに、

soGeoLine.Split メソッドを呼び出した後、なぜ分割に成功しないのか？ 

主な原因としてクリックしたポイントまたは与えたポイントがライン上にないので、

soGeoLine.Split メソッドを呼び出しても分割できない。ポイントがラインの上にあるかど

うか先に判断する必要があり（soGeometrist.IsPointOnLine メソッドを使用）、ライン上に

ない場合、このポイントのライン上の垂足を求め 

（soGeometrist.GetPerpendicularPosition メソッドを使用）、この垂足を使用してライ

ンオブジェクトを分割する。 

10.2.12 マップオブジェクトの覆われたオブジェクトをどのようにしてマウスで選択する

か？ 

マップウィンドウで、オブジェクトが覆われるには 2種類の状況がある。 

初の状況は、異なるレイヤーで、1つのレイヤーのオブジェクトが他のレイヤーのオブ

ジェクトを覆っている場合である。例えば、ポリゴンデータセットがラインまたはポイン

トデータセットの上に表示されている時、ラインレイヤーのオブジェクトを覆っているな

ど（ポリゴンデータセットの空塗りつぶしモデルの使用を除く）である。覆われたレイヤ

ーのオブジェクトを選択するには、SuperMap.Active を scaSelect に設定し、マップウィ

ンドウで選択すると同時に CTRL キーを押す。当然可能な場合、覆われたデータセットのレ

イヤー順序を上にすると、CTRL キーを押す必要がない。 

2 番目の状況は、同じレイヤーのオブジェクト間で互いに覆われる現象である。このよう

な場合、上で述べた 初の方法で選択、即ち SuperMap.Active を scaSelect に設定し、マ

ップウィンドウでクリックして選択すると同時に CTRL キーを押す。 

 

10.2.13 ラインライブラリのラインを他の場所で描くには？ 

SuperMap Objects では、シンボル、ライン、塗りつぶしなどのリソースは全てこれら独
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自の Draw メソッドで、描写ツールを有するデバイスにエクスポートできる。以下のコード

はワークスペースのラインを Picture コントロール、SuperMap Objects コントロール、

MapObjects コントロールデバイスにエクスポートする例である。 

 Option Explicit 

 

Private Declare Function GetDC Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long 

Private Declare Function TextOut Lib "gdi32" Alias "TextOutA" (ByVal hdc As Long, 

ByVal x As Long, ByVal y As Long, ByVal lpString As String, ByVal nCount As Long) 

As Long 

 

Private Sub Command1_Click() 

    Dim objStyle As New soStyle 

    Dim hdc As Long, hdc1 As Long 

    Dim points(8) As Long 

     

    points(0) = 20 

    points(1) = 50 

    points(2) = 40 

    points(3) = 100 

    points(4) = 60 

    points(5) = 50 

    points(6) = 80 

    points(7) = 100 

 

    objStyle.PenStyle = 6 

    objStyle.PenColor = vbBlue 

 

       //ラインを Picture コントロールに描く 

SuperWorkspace1.Resources.LineStyleLib.Draw Picture1.hdc, objStyle, 4, 

points(0) 

    Picture1.Refresh 

     

//ラインを SuperMap Objects コントロールに描く 

    hdc1 = GetDC(SuperMap1.hwnd) 

    SuperWorkspace1.Resources.LineStyleLib.Draw hdc1, objStyle, 4, points(0) 
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   //ラインを MapObjects コントロールに描く 

    hdc = GetDC(Map1.hwnd) 

    SuperWorkspace1.Resources.LineStyleLib.Draw hdc, objStyle, 4, points(0) 

     

    Set objStyle = Nothing 

End Sub 

 

10.2.14 コードを用いてすべてのレイヤーを削除できない。エラーを報告するのはな

ぜ？ 

    Dim objLayers As soLayers 

    Dim i As Integer     

    Set objLayers = SuperMap1.Layers 

    For i = 1 To objLayers.Count 

        SuperMap1.Layers.RemoveAt i  

    Next i 

SuperMap1.Refresh 

 

これはレイヤーを削除する度に、マップウィンドウのレイヤーが 1 つ減り、レイヤーを

削除した後のレイヤーのインデックス番号が順繰りに 1 つ減るからである。即ち元々レイ

ヤーのインデックス番号が 2のレイヤーは 1になり、2回目にもとの 2番目のレイヤーを繰

り返し削除したい時、結果として元の 3番目のレイヤーを削除してしまい、2番目のレイヤ

ーを削除できない。この他、削除されるインデックス番号がマップのマップ数より大きい

状況が発生する。したがって正確なコードは以下の通りである。 

Dim objLayers As soLayers 

    Dim Layer As soLayer 

     

    Set objLayers = SuperMap1.Layers 

    For Each Layer In objLayers 

        SuperMap1.Layers.RemoveAt Layer.Name 

    Next 

    SuperMap1.Refresh 
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10.3 SuperMap Objects 空間データベース 

10.3.1 SuperMap Objectsの各空間データベース（データソース）と相応するリレーショ

ナルデータベース間にはどのような対応関係があるか？ 

SQL Server では、1つの空間データソースがこれの 1つのデータベースに対応し、1つの

データセットがこのデータベースの 1 つのテーブルに対応する。Oracle では、1 つの空間

データソースが 1人のユーザーに対応し、1つのデータセットがこのユーザーの 1つのテー

ブルに対応する。空間データソースを 1 つ作成したい場合、SQL Server データベースにつ

いては、直接 SuperMap Objects の SDX エンジンを使用できる。Oracle データベースについ

ては、先にデータベースで新しいユーザーを作成しないと、SuperMap Objects SDX  For 

Oracle（Plus）エンジンを通してこのユーザーに新しいデータソースを作成できない。 

 

10.3.2 SDB ファイルの空間データを空間データベースにインポートするには？ 

SuperMap Objects の soDataSource.CopyDataset によりデータソースのデータセットをデ

ータソースにコピーできる。オリジナルデータソースと目標データソースのタイプは違っ

ても良い。コピーするプロセスで、SuperMap Objects は異なるタイプのデータソース間で

の属性テーブルの差異を自動で処理し、システムフィールドを書き加えたり削除したりす

る。データセットをコピーする方法で、SDB ファイルの空間データを空間データベースにイ

ンポートでき、また空間データベースのデータをファイルデータソース方式にエクスポー

トし保存や管理ができる。 

目標のデータソースがSQL Serverタイプに確定している場合、SuperMap Objectsが提供

するSuperMap Objects ToolKitツールによっても変換できる。 

データ量が大きい場合、SQL Serverデータベースにインポートするのに、SQL Serverの

配置に注意する必要がある。ログファイルのサイズを少し拡大し、少なくとも数十メガに

する。これはSQL Serverの性能に非常に重要である。データをインポートする時、SQL Server

は先にログファイルを書き込み、ログファイルの書き込みがいっぱいになるとデータファ

イルに書き込む。ログファイルが小さすぎる場合、多くのI/O操作をまねき、効率が低くな

る。別に、データファイルのサイズと自動拡充パラメータもやや大きく設定する。データ

ファイルの初期サイズがインポートするデータより小さい場合、データファイルがいっぱ

いになった時、データファイルは自動で拡充し、拡充サイズは設定した自動拡充パラメー

タである。デフォルトは元のファイルサイズの10%であり、これらの操作は全て時間を消耗

する。データベースの残りスペースはインポートしたいデータが占めるスペースより必ず

大きくし、ログフィルサイズはインポートするデータの1/4 以上とする。 
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データ変換の速度はソフトウェアの速度と関連するだけでなく、サーバーの設置とも関

連する。SQL Server について述べると、データベースのデータファイルが小さい場合、常

に増大ファイルが必要で、性能の低下をもたらす。この他、データベースの log ファイル

とトランザクション処理は関連し、性能に影響する。したがってデータを変換する時、先

にデータベース容量と log サイズを追加するようにする。 

注意点として、データソースのタイプ変換により、システムフィールドが変化する。シ

ステムでシステムフィールドを使用している場合、先にシステムをシステムフィールド不

使用に変更しないと、変換を行った後正常に運行しない。 

 

10.3.3 SuperMap Objects 空間データベースのテーブルをどのように操作するのか？

また、純リレーショナルデータベースのテーブル操作とどのように違うか？ 

SuperMap Objects データを含むテーブルと普通のテーブルは類似している。注意が必要

な点として、「Sm」で始まるフィールドはシステムフィールドなので、削除できない。編集

可能なシステムフィールドについても値を修正する時は注意が必要で、SuperMap Objects

を通してこれらのデータを削除したほうが良い。空間データセットが対応するデータテー

ブル以外に、SuperMap Objects は多くの管理テーブル、保存プロセス(Smsp_で始まる保存

プロセス)などを設計しており、これらのデータやプロセスを修正する必要はない。さもな

いと予測できないエラーが発生する。 

 

10.3.4 SuperMap Objects には独自の Spatial Database があるか？ 

SuperMap Objects は独自の Spatial Databse 技術を持っている。SuperMap 2000J の ADO

エンジンから SuperMap Objects の SDX/SDX Plus エンジンまで、毎回大きな進歩があった。 

SuperMap Objects の空間データエンジンには、SDX  For SQL Server、SDX For Oracle、

SDX For Oracle Spatial、SDX For Access エンジンと SDX  Plus For Oracle 、SDX  Plus 

For SQL Server エンジンなどが含まれる。SQL Server と Oracle 空間データベースは全て

SuperMap Objects の空間データ保存フォーマットを採用している。 

 

10.3.5 SQL Server データベースのデータファイルのパスを変更する方法は？  

データベースのバックアップをとり、オリジナルデータベースを削除する。それから同

名のデータベースを作成し、作成時に、例えば D:\bbb のように、新しいデータファイルデ

ィレクトリを指定する。その後デバイスからデータベースを復元させれば良い。 
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10.3.6 どのようにして Oracle で新しいデータソースを作成するか？ 

Oracle 空間データベースを使用する前に、Oracle データベースサービスを先にインスト

ールする必要がある。インストールする時にローカルネットワーク内部のグローバルサー

ビス名を作成するのに注意する。 

Oracle 空間データソースを作成するのに、先に Oracle SQL Plus または DBA を利用して

テーブルスペースと新しいユーザーを作成する必要がある。Oracle Plus SQL を採用し空間

データソースを作成する具体的な手順は以下の通りである。 

ステップ 1：Oracle クライアント側プログラムをインストールし、サービスがつながっ

ているかどうかテストする。SQL Plus を起動し（このプロセスはサーバー側とクライアン

ト側の両方で実行でき、効果は同じである）、ユーザー名 sys、パスワード change_on_install

を登録する。ホストコンピューター文字列はグローバルサービス名である。登録に成功し

たら、テーブルスペースとテーブルスペースに対応するユーザーを作成する。 

ステップ 2：テーブルスペースを作成する（以下は名称が mytablespace のテーブルスペ

ースを作成する例である） 

Create tablespace mytablespace 

Datafile ‘d:\oradata\supermap\supermap.dbf’ size 20M’（パス名はローカル

の状況に基づき記入する） 

Default storage（ initial 16k next 8k minextents1 maxextents 2147483645 

pctincrease 0） 

Minmum extent 0k; 

 

ステップ 3：ユーザーを作成（作成ユーザーを supermap、パスワードを supermap と仮定

する） 

CREATE USER supermap  PROFILE DEFAULT  

IDENTIFIED BY supermap 

DEFAULT TABLESPACE SUPERMAP  

TEMPORARY TABLESPACE TEMP  

QUOTA 122880 K ON SUPERMAP  

QUOTA 10240 K ON SYSTEM  

QUOTA 10240 K ON TEMP  

ACCOUNT UNLOCK; 

 

ステップ 4：以下の内容の権限割り当てを実行 

GRANT UNLIMITED TABLESPACE TO SUPERMAP; 

GRANT EXECUTE ON “SYS”.”DBMS_SQL” TO SUPERMAP; 
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GRANT SELECT ON “SYS”.”DBA_TAB_COLUMNS” TO SUPERMAP; 

GRANT CONNECT TO SUPERMAP; 

GRANT RESOURCE TO SUPERMAP; 

ALTER USER SDA DEFAULT ROLE  ALL; 

 

ステップ 5：SQL Plus に“Commit；”を入力し、トランザクションをサブミットする。

  

ユーザーを作成後、CreateDataSource メソッドを呼び出しこのユーザーの下に作成した

データソースを作成できる。この中の 初のパラメータは以下の通りである。 

strDataSourceName = "Provider = MSDAORA;Server = orc816;"    

//server はデータベース別名 

後のパラメータは strPassword = "UID = supermap;pwd = supermap" である。 

 

10.3.7 SuperMap Objects は大容量データをどのように効果的に構成し管理するか？ 

SuperMap Objects では、合理的に構成された大容量空間データは、空間データ取得とク

エリ効率が大幅に向上する。合理的に構成するには2つあり、1つは合理的なレイヤー分け、

もう 1 つは適切な区分で、データセット数とデータセットのレコードセット数のバランス

を把握する。 

合理的なレイヤー分けはマップを主題要素に基づき異なるレイヤーに分け管理するので、

各要素の解析を行うのに便利である。各マップについて同様にレイヤー分けを行い、異な

るマップの関連するレイヤーのユニオンを行わない場合、データセットとレイヤー数が多

くなりすぎる。各レイヤーは、開く時空間インデックスを新しく作成する必要があり、相

応するスタイルを設定するので、空間データの表示とクエリ効率に影響する。 

反対に、複数のマップの相応するレイヤーを 1つのレイヤーに併せた場合、1つのデータ

セットまたはレイヤーのレコード数が多すぎることになり、効率が悪くなる。 

したがって、マップの実際のデータサイズに基づき合理的にデータを構成する。一般に、

SuperMap Objects では、1つのマップのレイヤーは 100 のデータセットを超えず、1つのデ

ータセットのレコード数は通常数万を超えない方が良い。また、1 つの SQL Server データ

ソースのデータセットのレコード数は数十万を超えず、1 つの Oracle データソースのデー

タセットレコード数は 100 万を超えないようにする。 
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10.3.8 SuperMap Objects SDX/SDX Plus エンジンと ADO エンジン、SDE エンジンは

どのように違うか？ 

ADOエンジンは旧バージョン（SuperMap 2000J）の空間データベースエンジンである。こ

れはADOアクセスSQL ServerとOracleリレーショナルデータベースに基づくので、ADOエン

ジンと呼ばれる。ADOエンジンはActiveXデータオブジェクト(ADO)に基づき構築され、SQL 

Server とOracle保存管理空間データをサポートする。ADOは一種のリレーショナルデータ

ベースアクセスのインターフェース規範なので、複数データベース拡張の点において発展

性に優れている。SuperMap Objects はADOエンジンを拡張し、またAccessエンジン、Oracle 

Spatial エンジン（当然DWG、DXFエンジンなど他のファイルエンジンもある）を追加した。

全てのデータベースエンジンは、SuperMap Objects では、まとめてSDXエンジンと呼ぶ。

SuperMap Objects SDEエンジンはESRI社のArcSDE空間エンジンに基づき開発され、ArcSDE

空間データベースにアクセスできる（当然ArcSDEサポートが必要である）。 

 

10.3.9 Oracle 空間データベースを使用する時、「指定した OCI.DLL ファイルが見つか

りません」と報告されるが？ 

Oracle 空間データベースを使用するプロセスで、時々「指定した OCI.DLL ファイルが見

つかりません」と報告されることがある。これはクライアント側の Oracle バージョンと

SuperMap Objects の Oracle バージョンが適合しないことによる。この場合 Oracle インス

トールディレクトリの OCI.DLL ファイルを SuperMap Objects インストールディレクトリの

Bin ディレクトリにインストールし、既存の OCI.DLL ファイルを上書きするだけで良い。 

SuperMap Objects はサービス側 8.1.5 以上のバージョン、クライアント側 8.1.6 のバー

ジョンをサポートする。注意点として、Oracle クライアント側バージョンはサーバー側の

バージョンより上にできず、さもないと正確にデータベースの要素にアクセスできない。 

 

10.3.10 SQL データソースで、クエリオブジェクト数が 100 を超える時、返されるレコード

soRecordset が NOTHING になるのは？ 

これはクエリオブジェクト数が多いか、空間インデックスでソートを行うのに臨時のス

ペースが必要なためである。メインデータベースのスペースがばらばらになるのを避ける

ため、臨時スペースは臨時データベース（各 SQL Server インストール実例の tempdb デー

タベース）を占用するスペースが必要である。しかし一般にデフォルトの状況では、全て

のユーザーはこのデータベースに書く権限を持っていないので、この大きな選択セットを

取得できない。 

処理するには、ユーザーの権限をこのデータベースを書ける権限に変更し、手動で臨時
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データベースの作成可能テーブルの状態を設定し、ユーザーに臨時データベースにアクセ

スする権限を与える。2 つの方法で設定でき、1 つはクエリ解析器でスクリプトを実行し、

もう 1つはエンタープライズマネージャの図形インターフェースで設定する。 

1.スクリプト設定 

SQL Server の System Administrators 権限を持つユーザー(例えば「sa」ユーザー)がク

エリ解析器を登録し、編集ボックスで以下のスクリプトを入力する（または以下のスクリ

プトを SQL ファイルとして保存し、今後設定する時に開き実行するだけでよい） 

use tempdb 

 

exec sp_grantdbaccess 'UserName','UserName' 

go 

 

grant create table to public 

grant create table to UserName 

go 

実行可能後、UserName を設定できる。 

2.図形インターフェース設定。設定は 2つの部分に分けられる。 

1）臨時データベースの作成可能テーブル状態を設定。 

SQL Server の実例をインストールした後、デフォルトで臨時データベースを 1つ作成す

る。名称は tempdb で、デフォルトの状態でユーザーは tempdb でテーブルを作成できない。

Tempdb データベースを使用するには、tempdb ベースでのテーブル作成をユーザーに許可す

る必要がある。以下の手順で設定する。 

 SYSADMIN 権限を持つユーザーが SQL Server Enterprise Manager を登録する。 

 実例を展開し、データベースを展開する。Tempdb データベースで右クリックし、

表示されたメニューで属性をクリックする。 

 表示されたダイアログボックスで「権限」をクリックし、「public」の「テーブル

作成」をクリックする。 

注意：以上の設定は 1回のみで良く、今後新規作成するデータソースと新ユーザー追加

はこの設定を行う必要がない。 

2）ユーザーに臨時データベースにアクセスする権限を指定する。 

ユーザーは臨時データベースにアクセスできないと臨時データベースを使用できない。

したがって、ユーザーに臨時データベースにアクセスする権限を指定する。手順は以下の

通りである（ここではデータベースを使用する必要がある lis ユーザーが SQL Server にア

クセスすると仮定する）。 
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 SYSADMIN 権限を持つユーザーが SQL Server Enterprise Manager を登録する。 

 実例を展開し、安全性を展開する。“登録”をクリックし、右側に列挙されたユー

ザーの中で操作するユーザーをクリックし属性を選択する。 

 表示されたダイアログボックスでデータベースアクセスを選択し、tempdb に対する

許可を選択する。 

注意：SQL Server は毎回サービスを起動する時、自動で臨時データベースを新たに作成

する。したがって PC を起動するか SQL Server サービスを起動した後、大データ量の空間

クエリを実行したい場合、以上の設定を行う必要がある。 

 

10.3.11 空間データベースの性能と効率に影響する要素は何か？ 

空間データベースの性能と効率に影響する要素は非常に多い。使用にあたり以下の点に

注意が必要である。 

（1）データエンジンのタイプ。SuperMap Objects の 新の SDX Plus For SQL Server エ

ンジンと SDX Plus For Oracle エンジンは Q-tree 検索とグリッド検索の 2種類の空間検索

を組み合わせたメカニズムを採用し、空間データベースの性能と効率が大きく向上した。 

（2）レコード数。空間データベースのクエリと検索効率に影響する主な要素はレコード

セットの数である。したがって、CAD 構造データ（例えば*.DXF）を直接インポートした

SuperMap Objects 空間データベースについては、先にトポロジ処理できる。重複したライ

ンの消去、隣接ノードのユニオンをすると、ラインオブジェクトの数を大幅に減らすこと

ができ、クエリと検索の効率を上げることができる。可能な場合、できるだけレコード数

を減らすため、装飾用のポイント、ラインなどを削除する。 

（3）レコードセットを正確に使用する。空間クエリを実行するのに、クエリ条件を検索

したいオブジェクトにできるだけ正確にポジショニングする。空間オブジェクトを追加す

る時 SmID= ””の全てのレコードをクエリせず、“SmID<0”の Null レコードのみクエリす

るよう注意する。 

この他に、空間データベースの性能と効率は空間データの構成、ハードディスクの性能

などの要素と関係する。 
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参考資料 1 SuperMap Objects の常用されるデータ

タイプ対照表 

SuperMap Objects は各種開発プラットフォームに組み込むことができる。各プラットフ

ォームにおける SuperMap Objects の使用方法については、前の章で既に紹介した。ここで

は、SuperMap Objects の常用されるデータタイプを、各プラットフォームでどのように表

示するかまとめた。 

Visual 

Basic 
Visual C++ Delphi C++ Builder PowerBuilder 

Boolean Bool Boolean Bool Boolean 

Integer 
Short, short int, 

signed short int 
Integer 

Short,short int, 

signed short int
Integer(Int) 

Long 
Long int,  

signed short int 
LongInt 

Long int,  

signed short int
Long 

Single Float Single Float Real 

Double Double Double Double Double 

Date Date Date Date Date 

Object  TObject   

String 

(変長) 
LPSTR,Char[] String  LPSTR String 

String 

(定長) 
Char[]  Char Char Character(Char)

Variant 

(数字) 

ColeVariant を用い

て変換 
Variant Variant Any 

Variant 

(文字) 

ColeVariant を用い

て変換 
Variant Variant Any 

SuperMap ○1  CsuperMap SuperMap TSuperMap oleObject 

SoData 

-source ○2  
CsoDataource 

SoData 

-source 

IsoDataSource 

-Disp 
OleObject 

○1 ：SuperMap Objects のコントロールは上述の各言語のタイプにおいて SuperMap と同

じ。 

○2 :SuperMap Objects のオブジェクトは上述の各言語のタイプにおいて soDatasource

と同じ。 
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参考資料 2 SuperMap Objects のデータ要素とオブ

ジェクト一覧 

本テキストは SuperMap Objects を開発ツールとし、GIS アプリケーションシステムを開

発したいユーザー用に編集されている。ユーザーがどのように SuperMap Objects を利用し

て対応する GIS 機能を開発し、GIS アプリケーションシステムを開発するか理解する事を目

的とし、テキスト全体は SuperMap Objects のコントロールと機能に基づき章節を分けてい

る。索引方法としてテキストの目次があり、ユーザーは目次により実現したい機能の紹介

とコードの説明部分を探すことができる。SuperMap Objects は独自のデータ構成と管理方

式があり、オブジェクト数が多いため、SuperMap Objects を初めて覚えるユーザーにとっ

ては、これらの内容を迅速に理解するのは難しい。各レベルのユーザーのニーズに適応す

るよう、またユーザーが SuperMap Objects GIS をより理解し、また本テキストを使用しア

プリケーションシステム開発をより便利に行えるよう、この参考資料をまとめた。 

参考資料 2 は SuperMap Objects のデータ要素とオブジェクトに基づき構成されており、

SuperMap Objects のデータ要素とオブジェクト概念をより深く理解でき、SuperMap Objects

を全体的に理解できる。参考資料 Aにより、短時間で SuperMap Objects の主なデータ要素

とオブジェクト及び操作方法について理解でき、また迅速にテキストで探すことができる。

参考資料 B は目次の代わりにはできず、目次の補充に過ぎない。参考資料 B は記述部分が

少なく、参考資料 Aに列挙していない他の機能を知りたい場合、目次から探してください。 

 

ワークスペース（Workspace） 

対応する操作 ページ 

新しいワークスペースを作成 35 

既存のワークスペースを開く 36 

(元の、新しい)ワークスペースを保存する 37 

開いたワークスペースを閉じる 39 

ワークスペースのデータにアクセスする 42 

 

データソース（DataSource） 

対応する操作 ページ 

既存のデータソースファイルを開く 46 

新しいデータソースファイルを作成 50 

データソースファイルを圧縮 51 
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データソースファイルを修復 51 

 

マップ（Map） 

対応する操作 ページ 

現在のSuperMap Objectsコントロールのマップオブジェクトを保存 80 

現在のSuperMap Objectsコントロールマップ名で保存 80 

SuperMap Objectsでワークスペースの既存のマップオブジェクトを開く 80 

保存済みのマップオブジェクトを削除 81 

マップを閉じる 81 

マップオブジェクトとワークスペースの関係 82 

マップの基本操作（移動、拡大） 82 

マップの出力（他のコントロール、ファイル、画像データセットへエク

スポート、印刷など）
150 

 

レイアウト(Layout) 

対応する操作 ページ 

ワークスペースに保存したレイアウトオブジェクトを開く 213 

ワークスペースに現在のレイアウトオブジェクトを保存 214 

新しいレイアウトオブジェクトとしてレイアウトを保存 214 

ワークスペースのレイアウトオブジェクトを削除 214 

レイアウトの事前処理と印刷 215 

レイアウトの基本操作（拡大、移動、選択など） 211 

 

リソース（Resource） 

対応する操作 ページ 

シンボル 74 

ラインスタイル 74 

塗りつぶしモデル 74 
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データセット（Dataset） 

対応する操作 ページ 

新しいデータセットを作成 53 

既存のデータセットを開く 54 

データセットのインポート/エクスポート（SuperMap Objectsのデータと

他のフォーマットのデータを変換）
69 

SuperMap Objectsコントロールでデータセットを表示 95 

データセットとマップのレイヤーの関係 95 

 

ベクタデータセット（DatasetVector） 

対応する操作 ページ 

幾何解析（距離、面積の計算を含む） 160 

バッファ解析（データセットの各オブジェクトに公共のバッファ領域を

作成）
166 

データセットのオーバーレイ解析（クリップ、イレース、ユニオン、イ

ンターセクト、アイデンティティ）
170 

ネットワークデータセットのネットワーク解析（ 短、 適ルート検索） 176 

トポロジ関係処理 190 

 

画像データセット(DatasetRaster) 

対応する操作 ページ 

画像データセットのレジスタ 138 

他のデータセットをECW画像データセットに圧縮 56 

GRID（グリッド）解析（モデリング、他のデータセットとの変換） 184 

 

レコード（Recordset） 

対応する操作 ページ 

レコードのシーク（移動） 66 

新しいレコードを追加 67 

レコード属性と幾何オブジェクトの修正 68 

現在のレコードを削除 67 

編集済みのレコードセットを更新 68 

レコードセットを取得（クエリ、選択セットにより変換） 126 
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フィールド（Field） 

対応する操作 ページ 

新しいフィールドを追加 64 

指定したフィールドを削除 65 

2 つのフィールドのインデックス位置を交換 65 

 

レイヤー集合とレイヤー（Layers and Layer） 

対応する操作 ページ 

レイヤー集合オブジェクトを用いてレイヤー要素を管理（レイヤーの追

加、削除、レイヤーインデックスの変更）
90 

レイヤーオブジェクトの管理（レイヤーを表示可能、選択可能、スナップ

可能に設定）
91 

レイヤーに主題図を作成 108 

レイヤーオブジェクトとデータセットの関係 96 

SuperLegendを利用してマップのレイヤーを管理する 195 

 

主題図（ThemeMap） 

対応する操作 ページ 

「主題図ウィザード」を利用して主題図を作成 108 

個別値主題図を作成 109 

段階区分の主題図を作成 111 

連続的比例記号の主題図を作成 113 

点密度主題図を作成 116 

統計グラフ主題図を作成 118 

ラベル主題図を作成 120 

カスタム主題図を作成 121 

主題図の印刷 150 

 

スタイルオブジェクト（Style and TextStyle） 

対応する操作 ページ 

ポイント（データセット）スタイル設定 99 

ライン（データセット）スタイル設定 99 

ポリゴン（データセット）スタイル設定 99 
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テキスト（オブジェクト）スタイル設定 99 

 

幾何オブジェクト（Geometry） 

対応する操作 ページ 

データセットに幾何オブジェクトを追加（ポイント、ライン、ポリゴン） 131 

幾何オブジェクトのノードを編集（追加、修正、削除） 132 

テキストデータセットにテキストオブジェクトを追加 131 

幾何オブジェクトの基本操作（ユニオン、インターセクト、クローン、接

続、クリップ）
132 

幾何オブジェクトの変換（ライン->ポリゴン、ポリゴン->ライン） 132 

地理オブジェクトの属性を取得（選択とクエリ方法による） 125 

 

レイアウト要素（LytElement） 

対応する操作 ページ 

レイアウト要素を作成（システムを用いる方法と編集の 2種類） 205 

レイアウト要素を編集（切り取り、コピー、貼り付け、オブジェクト編集） 209 

レイアウト要素のフォーマット調整 211 

レイアウト要素の管理（保存、開く、削除） 213 

 

投影（Projection） 

対応する操作 ページ 

地図投影の基本概念 219 

SuperMap Objectsの投影オブジェクト 220 

SuperMap Objectsの定義済み投影を使用する 222 

SuperMap Objectsのユーザー定義投影を使用する 222 
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参考資料 3 デフォルト・ラインスタイル一覧表 

SuperMap Objects では豊富なラインスタイル編集機能が提供されています。ラインスタ

イルエディタにより、ユーザーは必要に応じてラインスタイルをデザインし、それをライ

ンスタイルライブラリに保存し、これらを使ってデータセットのライン（ポリゴンのアウ

トラインを含む）表示を設定することができます。SuperMap Objects ラインスタイルライ

ブラリは外部ファイルとしてエクスポートすることができ、またプログラム作動中に外部

ファイルをアクティブロードすることもできます。SuperMap Objects ラインスタイルライ

ブラリでは 37 種類のサブラインスタイルテンプレートが提供されており、ユーザーはこれ

らを直接使用することができ、またサブラインテンプレートのパラメータを調節し、オリ

ジナルのラインスタイルテンプレートを作成することも可能です。下記の一覧は、SuperMap 

Objects ラインスタイルライブラリに提供されているラインスタイルの一覧です。なお、

初の 6種類はマイクロソフトデフォルトのラインスタイルです。 

 

       

       

       

 

（次のページへ） 
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参考資料 4 デフォルト・シンボルライブラリ一覧表 

SuperMap Objects は機能が豊富で、便利で且つ柔軟性のあるシンボル（ポイント）エデ

ィタを備えています。SuperMap Objects では 270 種類余りのシンボルが提供されています。

また、簡単なマウスドラックでシンボルを作成することができ、ユーザーの必要に応じて

新しいシンボルをデザインすることも可能です。さらに、SuperMap Objects のシンボルラ

イブラリは交換ファイルとしてエクスポートすることができます。下記に、SuperMap 

Objects シンボルライブラリに提供されているシンボルの一覧を示します。 

 

 
（次のページへ） 
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（次のページへ） 
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参考資料 5 デフォルト・フィルスタイル一覧表 

SuperMap Objects では豊富なフィルスタイルが提供されています。また、必要に応じて、

ユーザーはフィルエディタを使用して、フィルスタイルをデザインすることも可能です。

これにより、ポリゴンデータセットのフィルパターンを設定することが可能です。SuperMap 

Objects フィルライブラリは外部ファイルとしてエクスポートでき、またプログラム作動中

に外部ファイルをアクティブロードすることができます。SuperMap Objects フィルライブ

ラリでは、約 180 種類余りのサブフィルスタイルが提供されています。ユーザーはこれら

を直接使用することができ、また既存のフィルスタイルのパラメータを調節することによ

り、新たなフィルスタイルを得ることもできます。以下は、SuperMap Objects フィルライ

ブラリで提供されているフィルスタイルの一覧です。なお、 初の 8 種類は Microsoft 

Windows デフォルトのフィルスタイルです。 
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