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1.トラブル解決編

１ トラブル解決編
１．Deskpro 起動後、最初に何をしたら良いかわかりません
最初に「新規データソース」を作成します
Deskpro を起動した直後は、グレーアウトしたメニューも多く、何をすれ
ば良いか迷った方もいらっしゃるかと思います。新しいデータソースを作成
すれば大丈夫です。データソースは、GIS データを格納する、ワープロソ
フトで言えば文書ファイルのようなものです。左上の「ワークスペース」ウィ
ンドウの「データソース」と書かれた部分を右クリックするか、メニューバー
から「新規データソース」を作成できます。データソースを作成すると、手持
ちの空間データをインポートするか、「新規データセット」を作成してライン
やポリゴンなどのオブジェクトを追加するなどして GIS データを作り、各種
操作を実行できます。
ところで、データソースを作成すると、拡張子が「*.sdb」「*.sdd」という 2
つのファイルが出来上がります。この 2 つのファイルをまとめて「データソー
ス」と呼んでいます。SuperMap のデータソースは、ポイント、ライン、画像など、タイプの異なる複数のデータでも、
まとめて 2 つのファイルに格納でき、ファイル管理がとても楽です。これは SuperMap の大きな特長の 1 つです。

２．どのように終了したらいいですか
データを入力したり、マップを作成したり、解析を実行したり、レイアウトを作成したりと様々な操作を行った後で
Deskpro を終了する場合、メニューの「ファイル－アプリケーションの終了」を選択するか、直接 Deskpro の右上の
「×」ボタンを押してウィンドウを閉じます。作成・編集したデータを保存について、以下の点に注意してください。
・マップの保存： レイヤーのスタイルを設定したり、主題図を作成したりした場合、「マップ保存」を実行しないと、保
存することができません。今回設定したスタイルや主題図を次回以降に利用したり、編集を続けたりする場合は、
マップを保存してください。初回保存する場合は、ダイアログボックスで保存するマップ名を入力します（一度保存
すると、2 回目以降は名前の入力は不要で、同名のマップとして上書き保存します）。マップの他、レイアウトを作
成した場合は「レイアウト保存」、3D ビューを作成した場合は「3D ビュー保存」を実行します。
・ワークスペースの保存： マップ、レイアウトなどを保存した後、最後にワークスペースを保存します。マップ、レイア
ウトなどの保存を実行した状態はメモリ上に保存しているだけです。その後、Deskpro やコンピュータを再度起動
して、保存したマップ、レイアウトなどを開くためにはワークスペースにこれらの情報を保存しておく必要があります。
初めてワークスペースを保存する場合は「ワークスペースに名前を付けて保存」、すでに保存してあるワークスペ
ースを開いており、これに対して上書き保存する場合は「ワークスペースの保存」を実行します。
・ワークスペース・データソースファイルの保存位置： ワークスペースは、マップやレイアウトの情報の他、データ本
体であるデータソースの情報を保存します。SDB ファイルタイプのデータソースを使用している場合は、SDB ファ
イルがどのフォルダにあるかについての情報を保存しています。ワークスペースを保存後、SDB データソースフ
ァイルとワークスペールファイル（*.smw/*.sxw）の位置を別の場所に移動すると、ワークスペースと SDB データソ
ースのリンク関係が壊れて、データが開けなくなります。そのため、ワークスペースファイルは、該当する SDB デ
ータソースファイルと同じフォルダ、またはこれらのファ
イルの相対位置関係を保てるようなフォルダを決めて
保存しておくことを推奨します。
入力・編集したオブジェクトの内容、属性データの内容
については、（トランザクション操作を除く）通常の操作で
は入力・編集に応じて随時保存されるため、手動で保存
操作を行う必要はありません。
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３．空間オブジェクトが表示されなくなりました
次のような対処法や原因が考えられます。
・空間インデックスの再作成： 大量の空間オブジェクトを高速検索するた
めに、空間インデックスの作成を行いますが、が可能となりますが、ごく
まれに、空間インデックスがうまく動作せず、オブジェクトが正常に表示
されなくなることがあります。この場合、空間インデックスを再度作成する
と解消します。データセットを右クリックして「空間インデックスの作成」を
選択するか、メニューの「データセット－空間インデックスの作成」を選択
します。なお、データセット名の前の赤いアスタリスク(*)は、空間インデッ
クスを作成する必要があることを示します。
・表示可能な最大ノード数を増やす： 他のオブジェクトは表示されているのに、特定の大きなオブジェクトだけが表
示されないような場合は、オブジェクトのノード数（頂点数）が、表示可能な最大ノード数を超えている可能性があ
ります。メニューの「ツール－オプション」で、「編集」タ
ブをクリックすると、表示可能な最大ノード数を変更でき
ます。
・オブジェクト表示フィルタを 0 にする： マップの縮尺を
小さくするとオブジェクトが消えてしまう場合は、「オブ
ジェクト表示フィルタ」の数字を変更します。メニューの
「ツール－オプション」で、「編集」タブをクリックすると、
デ フ ォ ル ト で 4(0.1mm) と な っ て い ま す 。 こ れ を
0(0.1mm)に変更すると、小さなオブジェクトも消えるこ
となく表示されます。
・レイヤーの最大・最小表示縮尺の設定を解除する： あ
る縮尺よりも拡大または縮小すると、空間オブジェクトが
表示されなくなる場合は、そのレイヤーに最大・最小表
示縮尺が設定されている可能性があります。メニューの
「マップ－レイヤーコントロール」で、そのオブジェクトの
レイヤーの最大・最小表示縮尺の数字を 0 に変更する
と、どの縮尺でもオブジェクトが表示されます。

４．レイヤーが重なりません
ダブルクリックではなくドラッグ&ドロップします
データセットをダブルクリックすると空間オブジェクトが
表示されますが、ダブルクリックでは、1 つのウィンドウに 2
つ以上のレイヤーを重ねることはできません。同じウィンド
ウに別のレイヤーを重ねるには、別のデータセットをその
ウィンドウにドラッグ&ドロップします。
1 つ目のデータセットをダブルクリックして空間オブジェ
クトが表示されたら、2 つ目のデータセットの名前の上で
マウスの左ボタンを押し、ボタンから指を離さないで空間
オブジェクトが表示されたウィンドウにカーソルを移動し、
指を離します。画面右下の「凡例」ウィンドウに、2 つ以上
のレイヤーが表示されたら成功です。

2

1.トラブル解決編

５．データソース名を修正したらマップが表示されなくなりました
マップ保存、ワークスペースを保存した後で、関連するデータソース名を修正すると、そのワークスペースを再度
開いたとき、マップが表示されなくなります。マップは、データソースのデータにスタイルを設定して表現しています。
データソース名が変更されると、ワークスペースを開いても、そのデータソースを認識できずに開けなくなります。そ
のため、マップ自体も表示できなくなります。
ワークスペースを保存した後で、データソース名を修正する必要がある場合、通常の操作方法は、データソース
名を修正後にデータソースを開き直して、再度マップを作成することになりますが、複雑なマップでは手間が掛かっ
てしまいます。そこで、次のような方法で、簡単にデータソース名を修正してマップを元のまま開くことができます。
(1) ワークスペースを sxw ファイル形式で保存します。
(2) sxw ファイルを Windows の「メモ帳」などのテキストエディタで開きます。
(3) 次のタグ内で、接続する SDB データソース名を修正します。

World.sdb を Japan.sdb に修正した場合、上記箇所の“World”を“Japan”に修正します。
(4) sxw ファイルをテキストエディタで保存します。
SDB ファイルの保存位置を変更した場合も、上記の保存パスの部分を SDB ファイルの保存先に修正することで
従来どおりにマップを開くことができます。

６． 2 つレイヤーを重ねても、片方がどこに行ったかわかりません
同じ地域の地図データであるにもかかわらず、2 つ、またはそれ以上の複数のレイヤーを重ねて表示しようとした
ときに重なり合わない場合は、それぞれのデータセットが異なる座標系であると考えられます。例えば、A データセッ
トは緯度経度座標系、B データセットは平面直角座標系のようなケースでは、同じマップウィンドウで表示しようとして
も重なり合いません。マップウィンドウの「全体表示」を行うと、双方が全く離れた場所に表示されたりすることで確認
できます。一般的に 2 通りの解決方法があります。
１．アクティブ投影
マップ表示する際、データを動的に投影変換することで、
異なる座標系のレイヤー間で重ね表示させることができま
す。表示するために一時的に処理しているだけで、それ
ぞれのデータセットが持つ座標系やデータの座標値を書
き換えることはなく、元のデータの状態を保持します。
一方のレイヤーを開いているマップウィンドウで右クリッ
クして「属性」（または、メニューから「マップ－属性」）を選
択して、「投影パラメータ」タブを開き、「アクティブ投影」に
チェックを入れます。この状態で、もう一方のレイヤーをド
ラッグしてマップウィンドウに表示します。「マップ保存」す
ることで、アクティブ投影の設定も保存されます。
アクティブ投影は、日本測地系と世界測地系との相互変換のように、投影変換パラメータを必要とするものには適
しません。変換パラメータの設定ができないため、アクティブ投影後も誤差によるズレが残ります。その場合は、デー
タソースまたはデータセットに対する「投影変換」を実行する必要があります。
２．投影変換
そのデータセットが属するデータソースの座標系、またはデータセットの座標系を同じ座標系となるように投影変
換します。緯度経度座標系の A データセットを B データセットと同じ平面直角座標系に投影変換する、またはその
逆パターンで投影変換します。
データソースに対しては、ワークスペースウィンドウでデータソースを右クリックして「属性」を選択し、「投影情報」
タブを開き、「投影変換」ボタンを押して、目標の座標系に投影変換します。データセットに対しては、データソース
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同様、ワークスペースウィンドウでデータセットを右クリックするか、メニューから「データ処理－投影変換－データセ
ット投影変換」を選択して実行します。
【注意点】 データの座標系が非地球座標系の場合はいずれの方法も無効です。事前にデータの持つ座標系情報
を設定しておく必要があります。「投影系の再設定」を実行してください。

７．座標系がわかりません（その１：「座標系（投影系）の設定」はなぜ必要なのですか？）
X 座標と Y 座標の数字に意味を持たせるために座標系の設定を行います
ラインかポリゴンをダブルクリックし、表示された「属性」
ダイアログボックスで「空間情報」タブをクリックすると、全
ての頂点の X 座標と Y 座標が表示されます。これらの座
標は、データセットの中では、単なる数字として記録され
ているだけです。投影系（座標系）の設定は、X 座標と Y
座標に意味を持たせ、どこを原点とし、どの場所を表す数
字なのか、わかるようにするために行います。座標系は、
次の 2 つに大別できます。
１．経度緯度座標系： X 座標を緯度、Y 座標を経度とす
る座標系です。楕円の取り方が国などによって異なる
ため、経度緯度座標系も複数あります。日本でも、
2000 年以前に採用されていた座標系（Tokyo）と、
2000 年に採用された新しい座標系（JGC2000）の 2 種
類の経度緯度座標系があります。
２．投影座標系： 地球の球面を平面に投影させた座標
系です。投影座標系の X 座標と Y 座標は、長さの単位
の数字となります。また、経度緯度座標系の原点は中
央子午線と赤道が交わる点ですが、投影座標系の原
点はそれに限りません。国内では、UTM（ユニバーサ
ル横メルカトル）座標系や、平面直角座標系（19 座標
系）などが一般的に使われています。
※なお、SuperMap 製品での座標系は、データソース単
位で設定する方法が従来から取られて来ましたが、
SuperMap Deskpro 6 では、データソース単位に加え、
データセット単位でも座標系を設定できるようになりました。

８．座標系がわかりません（その２：「平面直角座標系」とは何ですか？）
狭い範囲を平面として取り扱った座標系で、日本国内では 19 の平面直角座標系が定められています
平面直角座標系は、投影座標系の一種です。地球の平面は曲面ですが、狭い範囲の測量では、平面として取り
扱った方が便利であり、大きな誤差も生じないことから、範囲が狭い場合に共通に利用できるように定めた座標系を
言います。わが国では、東西 130km 以内を適用範囲とする 19 の座標系が、国土交通省の告示で定められていま
す。東京都（北緯 28 度より南を除く）を適用範囲とする平面直角座標系はⅨ系で、Ⅸ系の適用範囲には、他に福島
県 栃木県 茨城県 埼玉県 千葉県 群馬県 神奈川県が含まれています。
（※本項目は、Web サイト「weblio 辞書」（http://www.weblio.jp/）の「測量用語辞典」（株式会社かんこう提供）を元に作成しました。）
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９．座標系がわかりません（その３：「経度/緯度座標系」と「投影座標系」はどう違いますか？）
イギリス・旧グリニッジ天文台を通る本初子午線を経度 0 度、赤道を緯度 0 度として、地球上のすべての地点が経
度○度、緯度○度で位置情報を示すことができるため、緯度経度座標系は、広範囲の地図を扱うのに適しています。
マップ上での座標単位は東西方向を経度、南北方向を緯度として、東経 135.5 度（135 度 30 分）、北緯 35.75 度
（35 度 45 分）のように、度を座標の単位として位置情報を表示します。
一方、投影座標系は、地球の楕円面を平面の地図に投影したものです。曲面を平面に投影するため、投影法（図
法）や地域の違いにより、一定のひずみが生じますが、狭い地図範囲では無視できる程度です。国内では、UTM
（ユニバーサル横メルカトル）座標系や、平面直角座標系（19 座標系）などがよく使われています。マップ上での座
標単位は東西方向を X 座標、南北方向を Y 座標とした距離単位（デフォルトではメートル単位）です。基準となる原
点（0,0）は座標系により異なります。
地図の利用目的により座標系を選択
緯度経度座標系か投影座標系のどちらを使うかは、基本的には、元のマップデータがどの座標系のものかにより
決まりますが、目的に応じて投影変換をして他の座標系に変換することもできます。例えば、カーナビで使うマップ
を作成する場合、GPS データが扱う緯度経度座標値に合わせて緯度経度座標系（WGS1984）を採用するのが適
しています。また、ある地点から 20 ㎞、30 ㎞のような圏内を真円でマップ上に表示する必要がある場合は、緯度経
度座標系では一定のひずみが生じるため、平面直角座標系などの等角図法による投影座標系を採用するのが適し
ています。

１０．座標系がわかりません（その４：世界測地系には対応していますか？）
対応しています。2002 年の測量法の改正により、国内の地図データで採用する座標系は順次、日本測地系から
世界測地系に取って代わっています。また、地図データ自体は日本測地系でも、世界測地系へ変換して使いたい
というニーズが高まっています。Deskpro 6 では、世界測地系の座標系に設定することができますし、また、日本測
地系から世界測地系に投影変換することもできます。
座標系の設定では、世界測地系は「JGD2000」、日本測地系は「Tokyo」を指定します。緯度経度座標系と平面
直角座標系（19 座標系）にも、この 2 通りがあるため、国内データで採用しているデータは下表の 4 パターンのいず
れかに属すことが多いと言えます。設定
の前に、ご利用のデータがどのタイプに
属するかをご確認ください。
日本測地系から世界測地系への投影変換もサポートしています（逆も可）。投影変換の際、投影変換パラメータを
設定する必要があります。「投影変換」 ダイアログボックスで、「変換方法」から「Geocentric Translation(3-para)」
を選択し、「座標移動量」で次のパラメータを入力します[X：-146.414 Y：507.337 Z：680.507]（世界測地系→日
本測地系の変換は値の正負を逆にします）。3 次メッシュ毎のパラメータを使用した変換結果と比べて誤差が生じま
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す。世界測地系への投影変換を頻繁に行うような場合、パラメータ設定情報をエクスポート/インポートすることで、毎
回の煩わしいパラメータ入力をする必要がなくなります。
【注意点】 Deskpro 6 では全国共通のパラメータ（3 パラメータ）を使用した変換のみサポートしています。

１１．マップの縮尺をぴったりの数字（1/50,000 など）に合わせる方法がわかりません
メニューの「マップ－属性」かツールバーで設定します
マップの拡大、縮小、連続ズームの各ボタンでは、指
定した縮尺の地図を表示するのは大変です。表示したい
縮尺を設定するには、次の 2 つの方法があります。
１．メニューの「マップ－属性」： 「範囲パラメータ」タブを
クリックすると、「現在のスケール」に現在の縮尺が表示
されています。これを表示したい縮尺に変更して、「適
用」をクリックします。なお、この「属性」ダイアログボック
スでは、回転やアンチエイリアスなど、マップに関するさ
まざまな設定を行うことができます。マップの表示を細
かく設定したいが、操作がわからない場合は、このダイ
アログボックスを開いてみて下さい。
２．マップ設定ツールバー： 「マップ設定ツールバー」で、表示したい縮尺を入力できます。
SuperMap Deskpro 6 にはとてもたくさんのツールバーがあり、一度に全部は表示できないので、使いたいツ
ールバーを表示し、他は非表示にしておきます。ツールバーを表示するには、ツールバーの上か、メニューの下
の何も表示されていない部分を右クリックします。ツールバーのメニューが表示されるので、「マップ設定」の文字
をクリックすると、マップ設定ツールバーが表示されます。ツールバーを非表示にするには、表示する時と同じよう
に右クリックして、チェックマークの入ったツールバーをクリックします。
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１２．マップに色を付けたが、Deskpro を閉じたら再現できません
「マップ保存」を実行して、更に「ワークスペース保存」を行うことで、Deskpro を終了した後でも、同じ保存したスタ
イルのマップを開くことができるようになります。
(1) マップの保存： レイヤーのスタイルを設定したり、主題図を作成したりした場合、「マップ保存」を実行しないと、
保存することができません。今回設定したスタイルや主題図を次回以降に利用したり、編集を続けたりする場合は、
マップを保存してください。①マップウィンドウ上で Ctrl+S キーを押す、②マップウィンドウ上で右クリックして「マ
ップ保存」を選択する、③標準ツールバーの「保存」ボ
タンを押す、④メニューの「マップ－マップ保存」を選択
する、これらいずれかの方法で可能です。初回保存す
る場合は、ダイアログボックスで保存するマップ名を入
力します（一度保存すると、2回目以降は名前の入力は
不要で、同名のマップとして上書き保存します）。
(2) ワークスペースの保存： マップを保存した後、ワークスペースを保存します。マップの保存を実行した状態はメ
モリ上に保存しているだけです。その後、Deskpro やコンピュータを再度起動して、保存したマップを開くために
はワークスペースにこれらの情報を保存しておく必要があります。初めてワークスペースを保存する場合は「ワー
クスペースに名前を付けて保存」、すでに保存してあるワークスペースを開いており、これに対して上書き保存す
る場合は「ワークスペースの保存」を実行します。ワークスペースウィンドウを右クリック、またはファイルメニューか
ら実行します。「ワークスペースに名前を付けて保存」を実行すると、ファイル名とフォルダを指定して、*.smw ま
たは*.sxw 拡張子のファイルを保存します。以降、このワークスペースファイルを開くことで、保存したマップやレイ
アウトを再現することができます（その他、データベースに保存するワークスペースの形式もあります）。

１３．マップをクリックすると関係ないオブジェクトが選択されてしまいます
オブジェクトを選択したくないレイヤーを「選択不可」にします
マップを移動させようとしてドラッグしたら、移動しないどころかマップの上のオブジェクトが選択されてしまい、あ
わてたことはありませんか？これは、移動ボタン
をクリックしたつもりで、実際は選択ボタン
がクリックされ
ていたような場合に起こります。オブジェ
クトの選択状態を解除するには、「ESC」
ボタンをクリックします。
仮にクリックしてもオブジェクトが選択
されないようにしたい場合は、レイヤー
単位で選択されないように設定できます。
画面右下の「凡例」ウィンドウで、背景に
使うレイヤーなど、オブジェクトを選択し
たくないレイヤーの名前を右クリックする
と、「選択可能」のメニューがあります。チ
ェックマークが入って場合は、そのレイヤ
ーのオブジェクトを選択できる状態です。
「選択可能」の文字をクリックすると、その
レイヤーのオブジェクトが選択されなくな
ります。メニューの「マップ－レイヤーコ
ントロール」でも、これと同じ機能を実行
できます。

日本スーパーマップ株式会社

7

SuperMap Deskpro 6 チュートリアル

１４． SQL 検索の使い方がよくわかりません
「SQL クエリ」機能を使うと、マップデータの属性データから様々な条件を指定して、目的のデータを検索すること
ができます。検索結果のデータを属性テーブルで表示したり、マップ上でハイライト表示したり、データセットとして
保存することができます。ここでは基本的な SQL クエリの操作方法を紹介します。
ケーススタディ（検索条件）：市町村ポリゴンデータから、面積 100 平方キロメートル以上の「村」を抽出する。
メニューの「クエリ－SQL クエリ」を選択した「SQL クエリ」ダイアログボックスで操作します。
(1) 検索するデータセットを選ぶ：「クエリするデータ」からデータセットを選択します。（ここでは「市町村界」ポリゴン
データセットを選択します。）
(2) 検索結果に抽出するフィールドを選ぶ：「フィールド名」の欄にカーソルを移動してから、「フィールド情報」から
フィールドを選択します。すべてのフィールドを抽出する場合は「データセット名.*」を選択します。直接”*”を入力
することでも可能です。（ここでは「市町村界.*」を選択します。）
(3) クエリ条件を設定：あるフィールド値に対する条件を指定します。複数の条件を AND（両方の条件を満たす）や
OR（一方の条件を満たす）でつなぐこともできます。「クエリ条件」欄にカーソルを移動して、「フィールド情報」から
フィールドを選択し、次に「演算子」から条件設定につかう符号を選択すると、条件の文字が自動入力されます。
最後に条件とする値や文字を入力し
ます。条件をすべて手動入力すること
も可能です。（ここでは、面積（㎡）のフ
ィールドに対して 100000000（100k
㎡）以上、市町村名のフィールドに対
して最後に「村」が付くことを条件とし
て設定し、AND で 2 つの条件をつな
いで双方の条件を満たすことを指定：
市町村界.SmArea >= 100000000
AND 市町村界.CN2 Like "*村"）
(4) 検索結果の表示方法を指定：条件
に合う検索結果を、属性テーブルに
表示、マップウィンドウにハイライト表
示等の指定が可能です。検索データ
セットをマップウィンドウに開いていな
いとハイライトは選択できません。（ここ
では、「属性表にクエリ結果を表示」を
選択）
(5) 検索結果をデータセットに保存：検
索結果をデータセットとして保存する
には、「クエリ結果を保存」にチェックを
入れ、保存データソースを選択して、
保存先として新規作成するデータセッ
トの名前を入力します。（ここでは、
SMB25000 データソースに、「村 100
平方キロ」データセットを作成して保存
します。）最後に、「OK」を押して検索
を実行します。
以上は、データの検索操作のみですが、SQL の条件式を駆使することで、フィールド値を使った計算やグループ
分けで統計するなど高度な操作も可能です。
ダイアログボックスで設定した内容は XML 形式で保存して再利用することができます（ver6.0.4）。
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１５．データを削除したのに、ファイルサイズが小さくなりません
「データソースの最適化」を実行します
例えば、ワープロソフトでは、文字や貼り付けた画像な
どを削除して保存すると、その分だけファイル容量が小さ
くなるものが多いようです。しかし、データベースソフトの
中には、レコードを削除しても、それだけでは容量が小さ
く な ら ず 、 最適化を 行う必要の あ る も の が あ り ま す 。
SuperMap Deskpro 6 のデータもこれと同じです。
オブジェクトやデータセットを削除しただけでは容量は
小さくならず、データセットの追加や削除を繰り返して大き
くなったデータソースに対して「データソースの最適化」と
いう操作を行う必要があります。メニューの「ツール－デ
ータソースの最適化」を選択し、「データソースの追加」で、
容量を小さくしたいデータソースを指定します。「開始ボタ
ン」をクリックし、「結果」の欄に「成功」と表示されれば完了です。

１６．左上の「ワークスペース」と書かれた枠が別の場所に離れてしまいました
ドラッグして元の位置に戻すことができます
これは「ワークスペースウィンドウ」と呼ぶもので、システムデフォルトでは、
画面左上に位置していますが、別の場所にドラッグして移動させることがで
きます。意図せず何かの操作の折にワークスペースウィンドウを別の場所
に移動させてしまった場合でも、ドラッグ操作をして再び元の位置に戻すこ
とができます。
(1) 分離しているワークスペースウィンドウの上側の部分（「ワークスペー
ス」と書かれたバー）をドラッグすると、画面の上/下/左/右と中央に矢印
のアイコンが表示されます。
(2) 左側の矢印のアイコンの方へドラッグすると、更に上/下/左/右のアイコ
ンが表示されます。
(3) この時、マウスカーソルを上向きアイコンの場所に移動させると、ウィン
ドウの移動先の位置が薄い青色で示され、マウスボタンを放すと、その
位置にウィンドウが収まります。
あるいは、「ワークスペース」と書かれたバーの部分で右クリックして「ドッ
キング」を選択すると、前回の固定位置に戻ります。
ワークスペースウィンドウに限らず、凡例ウィンドウ、解析レポートウィンド
ウに対しても同様の操作で自由に移動させることができます。

日本スーパーマップ株式会社
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２ 実践編
１７．図形（ポイント・ライン・ポリゴンなど）を追加するには
レイヤーを編集可能とし、ツールバーのボタンをクリックして追加します。次のような手順で追加します。
(1) まず、「新規データセット」を作成します。データセット
は空間オブジェクトの入れ物で、1 つのデータセットに
は同じタイプ（ライン、ポリゴン、画像、グリッドなど）の空
間オブジェクトだけが入ります。（複合データセットを除
きます。）
(2) 次に、データセットをダブルクリックするか、右側の広
い灰色の部分（ワークエリア）にドラッグして、データセ
ットを表示します。SuperMap では、データセットを表
示したものをレイヤーと呼んでいます。画面右下の「凡
例」ウィンドウに表示された「New_Line@test」がレイヤ
ーの名前です。
(3) 「編集可能レイヤー未設定」と書かれたツールバーがあります。この文
字の右側の▼印をクリックして、編集したいレイヤーを選択すると、その
レイヤーが編集可能となり、空間オブジェクト（図形）を追加できるように
なります。
(4) オブジェクトを追加するには、ツールバーを使うと便利です。ツールバーの上か、ツールバーが何もない部分で
右クリックすると、ツールバーの一覧が表示され、「オブジェクト追加」ツールバーを選択します。レイヤーが編集
可能な状態で、追加可能なオブジェクトのボタンがグレーアウトせずに表示されます。（下記はラインレイヤーを編
集可能にした状態の例）

(5) 例として、ポリゴン追加ボタンをクリックし、ポリゴン（多角形）を追加します。頂点の位置を次々にクリックし、最後
に右クリックすると、始点と終点がつながってポリゴンが追加されます。
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１８．マップの見栄えを良くするには
マップの属性を変更したり、マップを構成するレイヤーのスタイルを変更
します。レイヤーのスタイルを変更するには、画面右下の「凡例」ウィンドウ
のラインレイヤーの名前を右クリックして、「スタイル設定」を選択します。
・アンチエイリアス： テキストやラインの表示をなめらかにします。メニュー
の「マップ－属性」を選択して「基本パラメータ」タブをクリックし、「ライン
アンチエイリアス」と「テキストアンチエイリアス」にチェックを入れます。
・ラインスタイルの変更： ラインレイヤーのスタイル変更で、線の種類や色
を設定します。
・グラデーション： ポリゴンレイヤーのスタイル変更で、「グラデーション」に
チェックを入れて「タイプ」でグラデーションのタイプを選択し、前景色と
背景色を指定します。
【注意】 アンチエイリアス、グラデーションや、ラインスタイルの変更（番号
が大きく、太い線のスタイルへの変更）は、マップ表示速度の低下につ
ながることがあります。逆にマップの表示速度を向上するには、アンチエ
イリアスやグラデーションを解除したり、番号が小さく、細い線のラインス
タイルに変更したりします。
・テキストスタイルの変更： テキストレイヤーのスタイル変更を行います。テ
キストレイヤーのスタイル変更は、ポイント・ライン・ポリゴンデータセットと
は異なり、次の 2 つのいずれかの方法で変更します。
(1) テキストスタイルツールバーの設定： ツールバーの上か、ツール
バーが何も表示されていない部分を右クリックして、テキストスタイ
ルツールバーを選択します。変更したいテキストオブジェクトを選択
し、フォント名やフォントサイズを変更します。
(2) 共通テキストスタイルの設定： テキストオブジェクトを 1 つ選択し
た後右クリックして、「共通テキストスタイルの設定」を選択します。
選択したテキストオブジェクトと同じ色、同じフォント名など、変更し
たいテキストオブジェクトと同じ条件を選択した後、変更したいスタ
イルを設定します。
・ラスタシンボル、アイコンのインポート： ポイントレイヤーのスタイル設定
でシンボルを変更できます。シンボルライブラリのシンボルも利用可能で
すが、一般的なソフトウェアでラスタシンボル（*.bmp）かアイコンファイ
ル（*.ico）を作り、シンボルライブラリにインポートして利用することもでき
ます。画面左上の「ワークスペース」ウィンドウの「リソース」の下にある「シ
ンボルライブラリ」の文字を右クリックし、「シンボルライブラリの編集」を選
択して、シンボルエディタを表示させます。下側の右の
方にあるツールボタン「ラスタシンボルのインポート」を
クリックして、ラスタシンボルファイルかアイコンファイル
を選択します。なお、シンボルライブラリのシンボルは、
ポイントレイヤーのスタイル設定で大きさを変更できま
すが、ラスタシンボルやアイコンファイルは変更ができ
ません。大きさを調整してから、シンボルライブラリにイ
ンポートして下さい。
【注意】 マップの属性やレイヤーのスタイルを変更した後
は、マップの保存とワークスペースの保存を実行して下
さい。ワークスペースの保存を行わずに Deskpro を終
了すると、変更した状態を再現できません。
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１９．基盤地図情報のデータをダウンロードして Deskpro で表示するには
Deskpro 6 では基盤地図情報のデータを直接インポートする機能は付いていませんが、日本スーパーマップ株
式会社が提供するツール「JPGIS2SuperMap β」（無償、β版）を使用することで可能です。このツールは JPGIS
準拠データを SuperMap の SDB データソースに変換するもので、基盤地図情報のデータ（GML は非対応）を変
換後、Deskpro 6 で開いて表示したり解析に用いたりすることができます。
当ツールをダウンロード（URL： http://supermap.jp/products/download/ ）、インストールして、ツールを起動し
て変換操作を実行してください。
当ツールでは、国土地理院の基盤地図情報（JPGIS 準
拠データ）のほか、
・数値地図2500（空間データ基盤）地理情報標準・世界
測地系版 （国土地理院刊行）
・数値地図25000（空間データ基盤）JPGIS 準拠版
（国土地理院刊行）
・国土数値情報（JPGIS 準拠データ）（国土交通省国
土計画局国土情報整備室）
の変換をサポートしています。（未対応のデータの種類も
あります、詳細はツール説明書をご確認ください。）

２０．2 つのマップを並べて連動させるには
別のレイヤーやスタイルを使って同じ場所のマップを作り、左右（または
上下）に並べて表示して、片方に移動、拡大、縮小などの操作を行うと、も
う一方も連動して同じように動かすことができます。
下の図は、SuperMap Deskpro 6 に付属する「World」というサンプル
マップを連動表示した例です。（SuperMap Deskpro 6 のインストールフ
ォルダのディレクトリ¥Samples¥World に、ワークスペースとデータソース
が保存されています。）「WorldMap_day」、「WorldMap_night」という 2
つのマップを表示した状態で、メニューの「マップ－マッ
プ連動」を選択すると、「マップ連動設定」のダイアログボ
ックスが表示され、連動させたいマップ（ここでは全て）を
選択します。「OK」をクリックすると、2 つのマップが上下
に並べて表示され、どちらかに拡大、縮小、移動などの操
作を行うと、もう一方も表示が連動します。
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２１．ラインをポリゴンに変換するには
ラインデータをポリゴンデータに変換するには、ラインデータの状態により 2 つの方法を使い分けます。
ラインデータセットをポリゴンデータセットに変換
このコマンドは、1 本のラインオブジェクトで閉じた図形をポリゴンに変換す
る場合に有効です。
(1) メニューの「データ処理－タイプ変換－ラインデータセットをポリゴンデー
タセットに変換」を選択します。
(2) 「ラインデータセット->ポリゴンデータセット」ダイアログボックスを開き、
「追加」ボタンを押して、ポリゴンデータセットに変換するラインデータセット
を選択します。複数のラインデータを選択することができます。
(3) 「変換」を押して実行します。
ラインデータセットのトポロジ処理でポリゴン作成
上記のような閉じた 1 本のラインオブジェクトのほかに、複数のラインで囲まれた領域をポリゴンする場合に有効で
す。また、データ誤差により、ラインとラインが接続していない状態のデータに対しても交差していると見なしてポリゴ
ン化するなどの「トポロジ処理」のパラメータ設定が可能です。

(1) メニューの「データ処理－ラインデータセットのトポロジ処理でポリゴン作
成」を選択します。
(2) 開いたダイアログボックスで、「元データセット」で変換するラインデータ
セットを選択し、「結果データセット」で作成するポリゴンデータセット名を入
力します。
(3) トポロジ処理のパラメータを設定します。ここでは、ポリゴンを作成するた
めに、あいまいなラインの状態をきれいに整理する設定をします。ラインと
ラインの交点を区切ってポリゴンの頂点とする（インターセクション）、誤差
で離れた端点を 1 つと見なす（隣接するノードのマージ）、重なるラインや
頂点を削除するなどの設定を行います。デフォルトはすべてチェックが入
っています。通常はそのままで実行します。上図②のケースではポリゴン
作成しない場合は「隣接するノードのマージ」のチェックを外します。③の
ケースを作成しない場合は「ラインのインターセクション」のチェックを外します。「詳細」ボタンから、トポロジ処理を
実行する有効範囲（トレランス）を設定できます。例えば、隣接するノードのマージを行う場合、どれだけの距離ま
でをマージする範囲とするかです（ノードトレランス）。
(4) OK を押して実行します。

日本スーパーマップ株式会社
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２２．座標を含む CSV 形式のデータを Deskpro で表示するには
位置座標を含む調査データなどが、Excel 形式や
CSV 形式のファイルに保存されているとします。これを
Deskpro に表示するには、次の操作を実行します。
(1) Excel 形式への保存： CSV 形式の場合、ファイルを
開いて Excel 形式（*.xls、*.xlsx のいずれか）で保存し
直します。（SuperMap Deskpro 6 から新たに、Excel
形式のファイルをインポートできるようになりました。）
(2) インポートで属性データセットを生成： Excel 形式の
ファイルを Deskpro にインポートします。インポートする
と、表のマーク
のついたデータセット（Sheet1）が
出来上がります。このデータセットは、ダブルクリックす
ると属性テーブルが表示され、空間データは表示され
ません。このようなデータセットを「（純）属性データセッ
ト」と言います。インポートの注意点は次の通りです。
a) インポートの前に、新しいデータソースを作成する
か、既存のデータソースを開いておきます。
b) Excel ファイルでの座標値（右の例では経度と緯
度）に合わせて、データソースの座標系の再設定を
行います。データソース名を右クリックして「属性」を
選択し、「投影情報」タブをクリックすると、投影系の
再設定を実行できます。
(3) タイプ変換： 「属性データセットをポイントデータセッ
トに変換」を実行します。属性データのフィールド（列）
の中から、X 座標と Y 座標のフィールドをそれぞれ指定
すると、それらがポイントデータになります。ここでは、X
座標に経度、Y 座標に緯度のフィールドをそれぞれ指
定します。変換を実行すると、ポイントのマーク
の
ついたデータセット（PointDT）が出来上がり、ダブルク
リックするとポイントデータが表示されます。
【注意点】 位置座標が緯度と経度でないデータの場合
は特に、どの投影法による位置座標なのかを確認して、
Deskpro で投影系の再設定を行う必要があります。緯
度と経度であっても、2000 年以降の新しい測地系
（JGD2000）、それ以前の測地系（Tokyo）、外国の測
地系（WGS1984 など）などがあり、どの測地系によるも
のかを確認する必要があります。
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２３．GeoTIFF でない画像データを Deskpro に読み込んで表示するには（その 1）
画像の四隅の座標値が分かっている場合、これらの座標値に基づき「レジスタ処理」を実行します。
(1) まず画像データをインポートしておきます。次に、メニューの「データ処理－レジスタ処理－新規レジスタウィンド
ウ」を選択すると、「レジスタデータの設定」のダイアログボックスが表示されます。
(2) 「レジスタレイヤー」でレジスタする画像のラスタデータセットを選択して、「参照レイヤー」は空欄のままにして
（使用しない）、「OK」をクリックします。
(3) 「レジスタ操作」ツールバーが表示されるので、中央のプルダウンメニューから「一次近似（コントロールポイント：
4 点）」を選択します。
(4) 「コントロールポイント」ボタンを選択して、画像の四隅
にコントロールポイントをプロットします。この時、なるべ
くマップを拡大することでより精確にプロットできます。
(5) 画面下のリストに現在の座標値が「原点 X/Y」列に表
示されます。値が入っている行をダブルクリックすると、
「コントロールポイントの入力」ダイアログボックスが表示
されます。「コントロールポイント」欄に対応する座標値
を入力します。4 隅について同様に入力します。
(6) 「誤差を確認」ボタンを押し、大きな誤差がないことを
確認して、最後に「レジスタ実行」ボタンを実行します。

２４．GeoTIFF でない画像データを Deskpro に読み込んで表示するには（その 2）
レジスタ処理には、四隅などの座標を直接入力する以外に、もう一つの方法があ
ります。それは、座標値を既に持っている別のレイヤーを参照する方法です。
メニューの「データ処理－レジスタ処理－新規レジスタウィンドウ」を選択すると、
「レジスタデータの設定」のダイアログボックスが表示されますが、この時「参照レイヤ
ー」で、座標値を既に持っているデータ（ここでは Road）を選択します。「OK」をクリ
ックすると、左側にレジスタレイヤー（これから座標値を付与するレイヤー）、右側に
参照レイヤーが表示されます。「レジスタ処理」ツールバーの拡大（縮小）、移動など
のボタンで操作を行って同じ場所を表示し、「コントロールポイント」ボタンを選択して
左右の同じ場所をクリックします。下の図で、「P1」が同じ座標となるよう、レジスタレイ
ヤーに座標が付与されます。

日本スーパーマップ株式会社
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２５．GeoTIFF でない画像データを Deskpro に読み込んで表示するには（その 3）
画像データファイルに対して、ワールドファイル（*.tfw）と呼ばれる画像の位置情報を保存したファイルが付属する
場合は、Deskpro 6 でインポートする際に、このファイルを画像ファイルと同じフォルダに置いておくことで、ワールド
ファイルの位置情報に基づく座標にインポートされます（ワールドファイルのファイル名は画像ファイルと同じである
ことが必要です）。ワールドファイルが他の画像ファイルとは別のフォルダにある場合は、インポート時の「オプショ
ン」で対応するワールドファイルを設定することができます。
ワールドファイルが存在しない場合は、所定の形式に基づき作成することができます。Windows の「メモ帳」などテ
キストエディタで新規ファイルを作成して、次の要領で必要な値を入力して、対応する画像ファイル名と同じにして、
拡張子を tfw として保存します。
【注意点】 上記項目は 1 行ごとに改行します（左側の//以
降の注釈は不要です）。画像の解像度は既知である必
要があります。ピクセル(1,1)とは左上角にある画像ピク
セルのことで、中心位置の座標は、X：左上隅の座標値
+解像度/2、Y：左上隅の座標値‐解像度/2 で求められ
ます。回転角度の設定はサポートしていません。

２６．たくさんのレイヤーをまとめて一度に追加するには
マップにレイヤーを追加するには、データセットをダブルクリックするのではなく、既に表示されているマップに、
データセットをドラッグします。しかし、オブジェクト数の多いレイヤーを追加すると追加に時間がかかり、それが 10 レ
イヤー、20 レイヤー・・・と増えて行くと、ストレスを感じることもあるかと思います。
多数のレイヤーをまとめて一度にマップに追加するには、「レイヤーコントロール」を使うと便利です。マップが表
示された状態で、メニューの「マップ－レ
イヤーコントロール」を選択すると、「レイ
ヤーコントロール」のダイアログボックス
が表示され、「追加」ボタンをクリックする
と、「レイヤー追加」のダイアログボックス
が新たに表示されます。
追加したいレイヤーを複数して「>」ボ
タンをクリックすると、「選択されたデータ
セットリスト」に追加したいレイヤーが表
示され、「追加」をクリックするとマップに
追加されます。
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２７．Excel 形式の属性表を既にある Deskpro のデータセットにくっつけるには
地図データに関連する属性表を別途 Excel 形式で持っている場合、Deskpro 6 の「属性テーブルの結合」機能を
使用して、地図データに関連する属性を追加することができます。例えば、すでに市町村のポリゴンデータを
Deskpro に取り込んでいて、これとは別に、市町村の人口、面積、工業生産高などのデータを Excel 表で持ってい
る場合、市町村の ID 番号や市町村名に基づいて、対応する市町村ポリゴンに Excel で持っている詳細な属性情報
を追加することができます。
以下に、行政界ポリゴンデータセットに対して、国勢調査の人口に関するデータを結合するケースを例として説明
します。
(1) 関連する Excel ファイルをインポートすると、属性テー
ブルデータセットとして取り込まれます。
(2) 元の行政界のポリゴンデータセットと追加する人口統
計の属性テーブルデータセットには、フィールド値を共
通とするフィールドが存在していることが必要です。ポリ
ゴンデータのフィールド名：admCode、属性データの
フィールド名：地域コード。これらは各行政区に与えら
れたコードです。これらのフィールドを結合するキーと
して属性データを結合します。
(3) メニューの「データセット－属性テーブルの追加」を
選択して、表示されたダイアログボックスで、追加先デ
ータに行政界のポリゴンデータ、追加元属性テーブル
データに人口統計の属性データを指定して、共通フィ
ールドで(2)で挙げたフィールドを指定します。追加可
能フィールド欄で追加不要なフィールドのチェックを外
します。
(4) 実行すると、元の行政界ポリゴンの属性に、対応する
人口統計のデータが追加されています。

【注意点】 Excel ファイル（xls,xlsx）の他、属性テーブルデータとして mdb ファイル、dbf ファイルをインポートでき
ます。csv 形式は直接インポートをサポートしていないため、Excel 形式等に変換してください。
共通フィールドは、追加先と追加元でフィールド型が同じであることが必要です。一方が数値型、もう一方がテキ
スト型のような場合、どちらかのフィールド型に合わせます。Deskpro 6 では新規フィールドを作成して、フィール
ドの更新機能で元の属性値をコピーしてフィールド型を置き換えることができます。

日本スーパーマップ株式会社
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２８．分割されたレイヤーを接合して広い範囲にするには（その 1）
分割された複数のレイヤーをマップウィンドウにすべて表示した状態で、現在表示しているマップ内容を 1 つのラ
スタデータセットに変換することができます。航空写真や
地図画像など図郭で分割された画像データを 1 つにマー
ジすることはもちろん、必要なベクタデータを重ねてラスタ
データとして保存することができます。
メニューの「マップ－ラスタデータセットに変換」を選択し
て、ダイアログボックスで、出力範囲、生成データの解像
度等を指定して新規ラスタデータセットを生成します。広
範囲、高解像度で変換する場合は、圧縮タイプを設定す
ると効果的です。解像度の値が小さいほど高解像度のラ
スタデータセットとして出力されるためデータサイズが大き
くなります。データサイズに注意して設定してください。

２９．分割されたレイヤーを接合して広い範囲にするには（その 2）
図郭に分かれた画像レイヤーを接合して、広い範囲の画像レイヤーにするには、もう一つ「ラスタデータのモザイ
ク化」という方法があります。メニューの「データ処理－ラ
スタデータのモザイク化」を選択して、接合したいラスタデ
ータセットを追加し、「OK」をクリックすると、広い範囲に接
合されます。「ラスタデータセットに変換」と「ラスタデータ
のモザイク化」には、次のような違いがあります。
・生成できるデータタイプ： 「ラスタデータのモザイク化」
では、元データがグリッドデータや DEM データであれ
ば、元データと同じタイプのラスタデータを生成できま
すが、「ラスタデータセットに変換」では画像（IMAGE）
データだけが生成されます。
・画像のビット数： ラスタデータのモザイク化では、生成さ
れる画像のビット数を指定することができます。1 ビット
（白黒）、8 ビット（256 色）、24 ビット（True Color）など
を選択できます。
・生成速度： 一般に「ラスタデータセットに変換」の方が、
生成速度が速いです。大量の画像データセットを接合
する時などは、こちらをお勧めします。
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３０．分割されたレイヤーを接合して広い範囲にするには（その 3）
ベクタ地図データは、メッシュ状の図郭を 1 つのファイルとして提供されているケースがあります。この場合、データ
をインポートすると図郭の数だけレイヤーが存在し、マップウィンドウにすべての図郭を表示すると、図郭ごとにオブ
ジェクトが分割された状態となります。本来同一の行政界や街区、道路、建物などを分断する図郭線を排除してシー
ムレスに表示すると同時に、1 つのレイヤーにマージするには、データセットディゾルブ機能を使用します。この機能
では、選択したデータセットのフィールド値に基づき、隣接するポリゴンや接続するラインをディゾルブ（融合）して 1
つのオブジェクトにします。例えば、図郭により分割された A 市行政界の 2 つのポリゴンを 1 つのポリゴンにします。
メニューの「データ処理－データセットのディゾルブ」を選択して、ダイアログボックスで、ディゾルブを実行するデ
ータセットやディゾルブフィールド等を設定します。ディゾルブフィールドは、行政界ポリゴンの場合は、市町村名や
市町村コードなど、各行政界のユニークな属性値を持つフィールドを選択します。パラメータ設定の「方式」では「デ
ィゾルブ」を選択します。

【注意点】 パラメータ設定でトレランスを設定してオブジェクト間のわずかな隙間などの誤差を無視することができま
す。ディゾルブフィールドを複数選択して、ディゾルブするオブジェクトの条件を絞り込むことができます。

３１．「ドーナツポリゴン」を作るには
「ドーナツポリゴン」は、ドーナツのように中に穴の空い
たポリゴンです。Deskpro では、次の手順でドーナツポリ
ゴンを作成できます。
(1) ポリゴンデータセットを作成してダブルクリックし、マッ
プウィンドウを表示して編集可能にします。
(2) 外側のポリゴンを追加します。
(3) 穴となるポリゴンを追加します。
(4) (2)と(3)のポリゴンを両方選択します。両方のポリゴン
を含むように、矩形の形にドラッグするか、キーボード
の Shift キーを押しながらそれぞれのポリゴンをクリック
すると選択できます。
(5) メニューの「オブジェクト－編集－ドーナツポリゴンの追加」を選択すると、ドーナツポリゴンが生成されます。
また、右の図のように、外側のポリゴン
の上に、複数のポリゴンを追加した状態
でドーナツポリゴンを生成させると、面と
空洞が交互に分かれたドーナツポリゴン
が生成されます。このドーナツポリゴンを
「複合ドーナツポリゴン」と言います。
さらに、複合ドーナツポリゴンを分解して、右の図で 2 つある面の部分を、別々のポリゴンにすることもできます。レ
イヤーが編集可能かつ複合ドーナツポリゴンが選択された状態で、メニューの「オブジェクト－計算－複合ドーナツ
ポリゴン分解」を選択すると分解されます。内側の面の部分を選択し、例えばドラッグすると、内側の面の部分だけが
独立して動きます。

日本スーパーマップ株式会社
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３２．マップを回転させるには？
マップウィンドウで表示しているマップを回転させるには 2 つの方法があります。
・マップの属性から回転角度設定
マップウィンドウでの表示を一時的に回転させればよく、
元の地図データの座標値を変更しない場合に有効な方
法です。メニューの「マップ－属性」を選択するか、マップ
ウィンドウ上で右クリックして「属性」を選択します。ダイア
ログボックスの「基本パラメータ」タブの「マップ回転角度」
欄に直接回転角度の数値を入力して、「適用」を押すと現
在のマップウィンドウの表示角度が更新されます。現在の
マップの中心を基準に反時計回りで回転します。回転後
の表示状態は、「マップ保存」することが可能です。ラスタ
レイヤーを含む、マップ上のすべてのレイヤーを回転表
示するとき、データ自体の変換がなく短時間で回転状態
の表示を実行できます。表示、閲覧のための回転操作で
あれば、こちらの操作をお勧めします。
マップの回転に伴い、シンボル、テキストを回転させるかどうかの選択も可能です。

・データの座標値を変換
もう一つの方法として、元の地図データの座標値を変
換する方法があります。指定した回転角度、回転基準
軸に基づきプログラムで計算して、現在の空間データ
上のオブジェクトの座標値を回転後の値に書き換えま
す。オブジェクト数に応じて、一定の処理時間がかかり
ます。また、元に戻す操作は使用できません。データ
処理上必要な場合に限り、この方法で回転変換するこ
とをお勧めします。メニューの「マップ－マップ回転」を
選択して、マップウィンドウ上で、回転の基準となる軸を
入力して設定します。ダイアログボックスでは、回転角
度を指定して、現在マップ表示されているレイヤーから
回転させるレイヤーを選択します。
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２ 実践編

３３．段階区分の主題図で区分の下限・上限を自分で決めるには
段階区分の主題図は、指定した段階数に属性値を区
分し、区分毎に違ったスタイル（色など）で表示することで、
属性値を視覚的に表現するものです。
段階区分の主題図を作成する時、「フィールド表現式」
で視覚化したい属性フィールドを選択すると、右の図のよ
うに、その時点で区分数と区分の下限・上限が決まってし
まいます。区分の下限・上限を自分で決めて、段階区分
の主題図を作成するには、次のように操作します。
(1) 区分の下限・上限を決めるには、まず、属性値がどの
くらいの値なのかを知る必要があります。これは、一番
上の区分の上限値（1225.0）と、一番下の区分の下限値（6616.0）で確認できます。この 2 つの値は、フィールド
（ここでは h12ka13114R）の最小値と最大値です。2 つの値を元に、どのような区分にするかを決めます。（今回
は、2000 未満、2000～3000、3000～4000、4000～5000、5000 以上の 5 段階とします。）
(2) 段階数を設定します。(1)で決めた段階数から 1 を引
いた数（ここでは 4）を選択します。すると、6 つの区分
が現れますが、これは、一番上と一番下の区分を除い
た数字を表しているためです。
(3) 一番上の区分（薄い緑色）をクリックし、「段階削除」ボ
タンで消去します。一番上の区分は、最小値よりも小さ
い区分を表すため、多くの場合必要ありません。
(4) 一番上となった区分（紺色）の「区分の上限」の数字
（1225.0）をクリックすると、数字が入力できるようになり
ます。ここに「2000」と入力し、ダイアログボックスの他の
部分をクリックすると、区分の上限が 2000 に変更され、
上から 2 番目の区分（水色）の区分の下限も 2000 に変
更されます。
(5) 上から 2 番目の区分（水色）の「区分の上限」を同様
にクリックし、「3000」と入力します。上から 3 番目の区
分（黄緑色）の「区分の下限」も 3000 となります。
(6) 同様に、上から 3 番目、4 番目の「区分の上限」に、そ
れぞれ「4000」「5000」を入力すると、左の画面のように
なります。ここで「完了」をクリックすると完成です。

※Web サイト「政府統計の総合窓口」の「地図で見
る統計（統計 GIS）」からダウンロードしたデータを
使用しています。

日本スーパーマップ株式会社
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SuperMap Deskpro 6 チュートリアル

３４．ハイパーリンクを設定するには？
マップ上のポリゴンなどの幾何オブジェクトにハイパーリンクを設定することで、クリックしたときに指定した Web サ
イトやコンピュータに保存してある画像ファイルなどを開くことができます。ハイパーリンクは次の手順で設定します。
(1) ハイパーリンクで開く Web サイトの URL やファイルのパス・ファイル名は、オブジェクトの属性情報に保存します。
これらのリンク情報を保存するフィールドはテキスト型を使用するため、ハイパーリンクを設定するデータセットに
テキスト型フィールドを新規作成します。URL やファイルのパス・ファイル名は長いことも想定して十分なフィール
ド長さを確保します。
(2) オブジェクトのハイパーリンクフィールドに、リンク先の
URL やファイルのパス・ファイル名を入力します。オブ
ジェクトをダブルクリックして属性ウィンドウから入力する
ことができます。または、属性テーブルウィンドウを開い
て、属性テーブル上で入力します。
・Web サイトの URL は直接 http://supermap.jp/ のよ
うに入力します。
・ファイルのパス・ファイル名はコンピュータの絶対パス
（例：D:¥pics¥Deskpro6Logo.bmp）か、SDB デー
タソースファイルとの相対パス（例、SDB ファイルと
pics フ ォ ル ダ が 同 じ フ ォ ル ダ の 場
合： .¥pics¥Deskpro6Logo.bmp）のどちらでも指
定することができます。
(3) レイヤーに対してハイパーリンクを有効に設定します。
画面左下の凡例ウィンドウでハイパーリンクを設定する
レイヤーを右クリックして「属性」を選択して、「ベクタレ
イヤーパラメータ」タブを開きます。「ハイパーリンク起
動」にチェックを入れ、右側のプルダウンメニューから
ハイパーリンクフィールドを選択します。ここでは現在の
レイヤーのテキストフィールドが列挙されます。設定後、
「適用」を実行します。
この設定は、ハイパーリンクを設定するレイヤーを右
クリックして、ショートカットメニューから「ハイパーリンク
フィールド設定」と「ハイパーリンク表示」でそれぞれ実
行することもできます。
(4) マップ操作ツールバーのハイパーリンクボタン

がアクティブになるので、ボタンを押すと設定が完了です。

(5) マップウィンドウ上でハイパーリンクを設定したオブジェクトにカーソ
ルを移動すると、リンク先の URL、ファイルのパス・ファイル名がポッ
プアップ表示します。この状態でクリックすると、リンク先に飛びます。
Web サイトであれば Web ブラウザが起動し、画像ファイルであれば所
定の画像ソフトが起動して開きます。
ボタンが押された状態

ではハイパーリンク設定状態が継続し、

他のオブジェクトのハイパーリンクを連続して開くことができます。この
状態は右クリックすると解除されます。
【注意点】 ハイパーリンクはラスタデータセットに対しては設定できません。
ハイパーリンクの設定はマップ保存することができますが、マップを開き直してから、ハイパーリンクを実行するときに、
毎回マップ操作ツールバーの「ハイパーリンク」ボタンを押すことが必要です。
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２ 実践編

３５．透過された状態を印刷に反映するには
SuperMap Deskpro 6 には、ポリゴンやラスタデータを透過させる機能があり、上のレイヤーを透過させると、そ
の下にあるレイヤーの文字やシンボルなどが見えるようになります。画面右下の「凡例」ウィンドウで、透過させたいレ
イヤーをクリックして「スタイル設定」を選択し、「不透明度」を 100%ではない値（100%は透過しない、0%は完全に
透明）に設定すると、透過します。
レイヤーに透過設定がなされた時、メニューの「ファイル－印刷」で印刷を行うと、透過設定が反映されず、塗潰さ
れた状態で印刷されてしまいます。これを回避するには、マップを印刷するのではなく、画像ファイルに出力して、
それを印刷するようにします。メニューの「マップ－画像ファイルで保存」を選択し、ダイアログボックスで次の設定を
行います。

１．出力範囲
・現在ウィンドウ ：現在画面に表示されている範囲を出力します。
・マップ全体 ：マップに表示されていない部分も含めた、マップ全体を出力します。
・マウス選択 ：マウスのドラッグ操作で矩形を描き、その部分を出力します。
２．出力ファイル： 画像ファイルを出力するフォルダと、画像ファイルの形式を選択します。画像ファイルの形式によ
って、設定項目が異なります。
・BMP 形式に出力する場合 ：解像度（DPI）を設定できます。数字が大きいほど、ファイルサイズは大きくなりま
すが、鮮明な画像になります。
・JPG 形式に出力する場合 ：圧縮率を設定できます。数字が小さいほどファイルサイズが小さくなりますが、画像
は粗くなります。圧縮する必要のない場合は 100%に設定します。
・GIF 形式に出力する場合 ：背景を透明にするかどうかを設定できます。「画像背景透明」のチェックボックスを
オンにすると、マップの背景と同じ色が透過された画像ファイル（いわゆる透過 GIF）が出力されます。
・PNG 形式に出力する場合 ：圧縮率と、背景を透明にするかどうかを、それぞれ設定できます。

日本スーパーマップ株式会社
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３ 応用編
３６．マップを高速表示するには
通常、地図データ量の増加に伴いマップを表示する速度は低下します。SuperMap の機能や特性を活かした設
定をすることで、より快適な表示速度を実現することができます。
データの最適化
データ構成やデータをどのように保存するか、大型データをどのように最適化するかについて紹介します。
・データソース数を少なくする：
ワークスペースで管理するデータソースが多い場合、異なるデータソースにアクセスするため速度に影響します。
少ない方が適しており、多くても 20 個以内を推奨します。
・データの圧縮：
データセットは圧縮して保存することを選択できます。圧縮により全体の
データ量を縮小できるだけでなく、データベースアクセスの際のネットワー
クの通信量を減らし、レスポンスの向上につながります。ベクタデータセット
には SDC、SWC の方式があり、前者は約 1/2、後者は 1/4 のサイズとなり
ます。ライン、ポリゴンデータで 1 つ当たりのオブジェクトが複雑で頂点数
が多い場合に有効です。ラスタデータセットには DCT、グリッドデータセッ
トには SGL の圧縮方式があります。データインポート時に設定できる他、
データセットをコピーする際にも圧縮設定（コード方式の選択）ができます。
・タイルインデックスとユーザーキャッシュ（DB 向け）：
データソースに SQL Server や Oracle などデータベースタイプを採用している場合、保存したベクタデータセッ
トに対して、タイルインデックスとユーザーキャッシュを設定することで表示、検索速度の向上に効果があります。タイ
ルインデックスは、範囲ごとまたはフィールドによりインデックスを作成します。ユーザーキャッシュは表示した部分を、
ローカルにキャッシュする方式で、次回以降の表示が速くなります（初回表示時はキャッシュ作成のため速度が低下
します）。ユーザーキャッシュはデータ内容が変動のない場合に有効で、タイルインデックスと併せて使用することで
効果が高くなります。
・大型画像データの最適化―画像ピラミッド&SIT：
高解像度、広範囲の航空写真などのサイズが大きいラスタデータセットに対しては、画像ピラミッドを作成して、SIT
形式ファイル（SuperMap 独自の圧縮フォーマット）にエクスポートして、SIT ファイルをマップで開くことを推奨しま
す。SIT ファイルの表示操作（移動、拡
大）は非常に高速で、理論上、画像サイ
ズの大きさにかかわらずすべて同じ速度
での閲覧操作が実現できます。
・幾何オブジェクトのノード数の削減：
表示速度は、ポリゴン、ラインなどの幾
何オブジェクトのノード（頂点）数が多い
かどうかにも影響します。高い精度を求
めず、ノードが不必要に多い場合は、
「データセットのリサンプリング」でノード
数を削減することができます。設定パラメ
ータの数値に基づき、既存のノードを間
引き処理します。
マップの最適化
マップは、地理空間データに対してスタイル設定をすることで作成します。このスタイル設定やマップの作成の方
法で表示パフォーマンスを大きく改善することができます。
・縮尺によるレイヤーの表示/非表示設定：
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３ 応用編
マップは通常、複数のレイヤーから構
成されますが、大縮尺で表示するレイヤ
ー、小縮尺で表示するレイヤーを分けて、
縮尺によりレイヤーを表示/非表示に設
定することで、不必要なレイヤーを表示
する時間を短縮することができます。例
えば、市全体というような広範囲を表示
するときに、建物のポリゴンや細い街路
をすべて表示すると、マップ上に表示す
べきオブジェクト数が相当な数になり、表
示時間が掛かります。実際の紙の地図で小縮尺では細かい地図要素が省かれているのと同じように、GIS でも小縮
尺で不要な地図要素を表示しないように設定します。具体的には、1/5,000 以下では家屋レイヤーを非表示にする、
1/25,000 以下では幅員 5m 未満の道路を非表示にする、等の設定です。このように表示する縮尺を絞り込むことは
不可欠なマップ設定項目と言えます。主題図に対しても、同様に表示/非表示の縮尺を設定することができます。
レイヤーコントロールを開いて、「最小（最大）表示スケール」（この縮尺未満に縮小（より大きく拡大）すると当レイ
ヤーを表示しない）を設定します。この設定は、凡例ウィンドウで各レイヤーの属性から、またはショートカットメニュ
ーの「現在レイヤー縮尺の設定」からも設定できます。

・オブジェクト単位の非表示設定：
マップが小縮尺のときに、表示が不必要な細かいポリゴンやラインを非表示に設定します。メニューの「ツール－
オプション」を選択して「編集」タブ以下に「オブジェクト表示フィルタ」の項目があります。画面上で、ここで設定した
値に満たないサイズの幾何オブジェクト（ポイント除く）は非表示にします。システムデフォルトは 0.4mm です。
・表示可能な幾何オブジェクトの最大ノード数：
1 つのオブジェクトが持つノード数が指定数値を超える
場合には、そのオブジェクトを非表示にする設定ができま
す。メニューの「ツール－オプション」を選択して「編集」タ
ブ以下に「表示可能な幾何オブジェクトの最大ノード数」
の項目があります。デフォルトは 36000000 です。ノード
数が多い問題については、上記の「幾何オブジェクトのノ
ード数の削減」もご参照ください。
・スタイルの選択：
ラインスタイルに複雑な形状を設定すると、シンプルな
線よりも表示に時間が必要とします。いたずらに「華美」なスタイル設定としないようにします。
【注意点】 データの内容や構成により最適な設定、効果の現れ方は異なり、最適なマップを作成するにはある程度
のチューニングが必要です。プログラムインストールパス（¥Program Files¥SuperMap¥SuperMap Deskpro
6¥Bin）にある supermap.ini ファイルをメモ帳で開き、ShowDebug=0（デフォルト）を 1 に書き換えてから保存して、
Deskpro を再起動すると、マップの表示操作に度に「SuperMap デバッグウィンドウ」が開き、各レイヤーの検索、表
示に要する時間が記録されます。ダイアログボックスの「R」ボタンを押すと、ログが html ファイルに出力され、どの
縮尺でどのレイヤーが表示時間を費やしているかを確認でき、チューニングの参考にすることができます。

日本スーパーマップ株式会社

25

３７．起伏や陰影のわかるきれいな画像を作るには
SuperMap Deskpro 6 と標高のポイントデータを使って、地形の起伏や陰影がくっきり見える、きれいな画像レ
イヤー（正射画像）を作成できます。ここでは、国土地理院のホームページから「基盤地図情報 数値標高モデル」
のデータをダウンロードして、Deskpro 6 で正射画像を作成する手順を紹介します。
１．基盤地図情報（数値情報モデル）のダウンロードと解凍
(1) 国土地理院の「基盤地図情報 ダウンロードサービス」のホームページ
にアクセスし、「数値標高モデル」の「JPGIS 形式」のボタンをクリックし、
ダウンロードしたいデータを選択して、ダウンロードします。（ここでは、
10m メッシュ（標高）の「阿蘇山」を選択します。）
(2) ファイルは zip 形式で圧縮されているので、展開（または解凍）します。
解凍する時に、フォルダの名前が、zip 形式のファイルの、拡張子を除
いたファイル名（ここでは「FG-JPS-4931-20-DEM10A」）となるようにし
ます。
２．JPGIS データ変換ツール（日本スーパーマップ株式会社）のインストールと変換
(1) 日本スーパーマップ株式会社のホームページから、「JPGIS データ変換ツール」をダウンロード、展開（または
解凍）し、インストールします。デスクトップのアイコンをダブルクリックするなどしてツールを起動します。
(2) ツールの右側にある、書類フォルダの形のマークをクリックして、3つの
項目を指定します。
a) 変換元指定：ダウンロードしたデータのフォルダ（データファイルで
はない。ここでは「FG-JPS-4931-20-DEM10A」）を指定します。
b) 新規データソース名：変換後に生成されるデータソースファイルの
名前を入力します。保存したいフォルダの場所も指定します。既存
のデータソースファイルと同じ名前にすると、上書きされるので注意
して下さい。
c) 作業ファイル保存指定：「新規データソース名」を指定すると、それ
と同じフォルダがデフォルトで指定されるので、特に問題が無けれ
ばそのままにします。作業ファイルが変換後に必要無ければ、「変
換後、作業ファイルを削除」にチェックを入れます。今回変換するデ
ータは基盤地図情報なので、「基盤地図情報（JPGIS 形式）」にチ
ェックを入れます。
(3) 「実行」をクリックして、完了メッセージが出れば、変換完了です。
SuperMap Deskpro 6 で開くと、「alti」という属性フィールドに標高値
を持つ、ポイントデータが生成されます。
３．データ処理
ポイントデータの中には、属性フィールド「alti」の値が
「-9999」で、属性フィールド「heightType」が「データな
し」のデータが多数存在します。これらを削除します。
(1) 画面右上「ワークスペース」ウィンドウを右クリックして
「属性データの表示」を選択し、属性データの一覧表を
表示します。
(2) 「alti」と書かれたフィールド（列）をクリックして選択し、
右クリックして「昇順ソート」を選択します。alti フィール
ドが値の小さい順に並び、値が-9999 のレコードが上
側に表示されます。
(3) 値が-9999 のレコード（行）だけを選択します。値が
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-9999 のレコード（行）のうち、一番下にある行を表示し、キーボードの「Shift」キーを押しながらそのレコード（行）
を選択します。
(4) 値が-9999 の、削除したいレコード（行）が選択された状態で、メニューの「レコード－行を削除」を選択すると、
それらの行を削除できます。複数回に分けて削除しても構いません。
(5) 属性表データの一覧表を閉じて、画面右側の「ワークスペース」ウィンドウのデータセットの名前（ここでは
「P4931_20」）を右クリックして「境界範囲の更新」を選択します。これは、値が-9999 のポイントを削除したことに伴
い、データセット全体の範囲を再計算するものです。
４．グリッドデータの生成（補間ウィザード）
「補間」とは、既知点の値を元に、一定範囲の空間領域の値を推定する機能です。ここでは、標高ポイントを元に、
ポイントが存在しない点の標高を推定して、全てのグリッドが標高値を持つグリッドデータを生成します。メニューの
「解析－グリッド解析－補間ウィザード」を選択し、表示されたダイアログボックスで、次の指定を行って実行すると、
グリッドデータが生成されます。
(1) 「生成元」の「フィールド」で「alti」を選択します。「alti」は標高データ
の属性フィールドです。
(2) 左側に「逆距離加重法（IDW）」「スプライン補間」など、5 つの方法が
並んでいます。これは補間の計算方法を表すもので、計算方法によって
結果が異なります。製品のヘルプファイルの説明を元に、最適と思われ
る方法を選択します。ここでは、「標準クリギング法」をクリックして選択し
ます。
(3) 他の項目はデフォルト設定のままとします。このうち
「解像度」のデフォルト値は、データセットの境界範囲
によって決まります。３．の(5)の境界範囲の更新を実施
していない場合は、異なるデフォルト値が表示されます。
「解像度」は、生成されるグリッドの大きさを表すもので、
値が大きい方が粗いグリッドとなります。単位はデータ
ソースの座標系が緯度経度座標系の場合は「度」、投
影座標系の場合は距離単位になります。ここでは「度」
となります。
(4) 「次へ」をクリックし、次の画面はデフォルト値のままと
します。「完了」をクリックすると、補間を実行し、グリッド
データが生成されます。
５．正射画像の生成
生成されたグリッドデータは平面的なものです。メニュ
ーの「解析－グリッド解析－正射画像の生成」で、地形の
起伏や陰影がくっきり見える状態にします。
カラーセットを変更して、他はデフォルト設定のまま
「OK」をクリックすると、正射画像が生成されます。この正
射画像は、地形の起伏がよく見えるような画像ですが、
3D データではなく、2 次元の画像データです。

日本スーパーマップ株式会社
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３８．GIS の解析機能では、例えばどのようなことができるか
Deskpro 6 は豊富な GIS 機能を備えており、持っているデータを使うことで様々な解析を実行することができます。
ここでは、いくつかの解析機能を使い、空間データと属性データから空間条件と属性条件を組み合わせて目的のデ
ータを抽出する解析操作を紹介します。
【課題】
ある道路について、現在の 20 メートル幅の両側を 10 メー
トルずつの拡幅を計画しています。道路の拡幅にともな
い、道路両側で立ち退きが必要となる建築物を抽出しま
す。さらに対象建物に対して、建築物の種別（堅牢建物、
普通建物、簡易建物）ごとの数と、建物と道路が重なり合う
部分の面積を建築物の種別ごとに統計します。
１．バッファ解析
現在の道路の両側を 10 メートルずつ拡幅した状態を
作成するために、バッファ解析機能を使用します。ここで
は、道路ポリゴンに対してのみバッファ解析を実行するた
め、道路ポリゴンを選択した状態で、「オブジェクトバッフ
ァ生成」を実行します。バッファ解析のダイアログボックス
で、バッファ半径タイプを 10（m）に設定して、実行しま
す。
バッファ解析を実行した結果、仮に拡幅した状態の道路
ポリゴン（仮に「拡幅後ポリゴン」）が生成されます。沿道の
建物と重なり合う箇所があることが確認できます。
２．汎用クエリ
立ち退き対象の建物ポリゴンを汎用クエリ機能を使用し
て検索します。「拡幅後ポリゴン」を選択した状態で、汎用
クエリのダイアログボックスで、検索対象のレイヤーとして
建物 ポ リ ゴ ン デ ー タ セ ッ ト を 選択 し 、 空間検索条件
に”AreaIntersect_RR”を選択、つまり、選択した「拡幅
後ポリゴン」と重なる建物ポリゴンを検索します。検索結果
をデータセットに保存して（仮に「重なり建物ポリゴン」）、
マップ上にスタイルを変えて表示すると、対象となる建物
ポリゴンが明らかになります。
３．オーバーレイ解析（クリッピング）
汎用クエリで検索した「重なり建物ポリゴン」に対して、道
路と重なる部分のみを抽出します。オーバーレイ解析機
能のクリッピング操作を実行します。オーバーレイ解析の
ダイアログボックスで、「クリッピング」を選択して、元デー
タで「重なり建物ポリゴン」、オーバーレイデータで「拡幅
後ポリゴン」を選択して、解析を実行します。解析結果とし
て、拡幅後ポリゴンと重なる部分のみ建物ポリゴンから分
断して保存されます（仮に「クリップ建物」）。つまり、道路
拡幅のため建物を取り壊すか移動させるかが必要となる
最低限の部分です。
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４．フィールドの統計
道路と重なり合う部分を抽出した後、こ
れら面積の合計値を算出します。フィー
ルドの統計機能を使用して、属性テーブ
ルの値から統計値を算出することができ
ます。「クリップ建物」データセットの属性
テーブルを開いた状態で、フィールドの
統計のダイアログボックスを開き、統計フ
ィールドでポリゴンの面積を表す
「SmArea」にチェックを入れ、統計アイ
テムで「合計」にチェックを入れて実行す
ると、ポリゴンの面積合計値が算出され
ます。
ところで、この建物ポリゴンデータには、建築物の種別を表す属性値が与えられています。「建物タイプ」フィール
ドには、「堅牢」、「普通」、「簡易」のいずれかのタイプが記録されています。この属性データに基づき、さらに詳しく、
立ち退きが必要な建物は種別ごとにいくつあるのか、道路と重なり合う部分の面積は種別ごとにどれだけあるのか、
についても Deskpro を使って調べることができます。

５．SQL クエリ
SQL クエリ機能を使用して、属性データに基づくグループごとの統計を算出することができます。ここでは、「建物
タイプ」フィールドの値が同じものをグループとして、そのポリゴンがいくつあるか（Count）、面積（SmArea）の合計
はいくつか（Sum）を計算します。
SQL クエリダイアログボックスを表示して、フィールド名
とグループ化の欄に次のように入力します（右図は入力
後のダイアログボックスの一部）。
[フィールド名]
クリップ建物.建物タイプ, Count(クリップ建物.建物タイプ)
as 種別数, Sum(クリップ建物.SmArea) as 合計面積
[グループ化]
クリップ建物.建物タイプ
（注：「クリップ建物」はデータセット名、「建物タイプ」はフィ
ールド名、as の後の「種別数」、「建物タイプ」は、検索結
果を表示するフィールド名です。また、クエリモードで「属
性情報を検索」を選択しないとクエリに失敗します。）
SQL クエリを実行すると、属性テーブルに結果が表示
されます。
堅牢建物の数：6、合計面積：623.735…（平米）、普通
建物の数：13、合計面積：1177.503… 、このような結果
を確認することができます。（属性テーブルデータセットに
保存することも可能です）

日本スーパーマップ株式会社

29

３９．等高線を生成するには
SuperMap Deskpro 6 と標高のポイントデータを使っ
て、等高線を生成できます。
ポイントデータは、国土地理院の「基盤地図情報 数値
標高モデル」を使用します。ホームページからデータをダ
ウンロードして、ポイントデータを生成するまでは、「３７．
起伏や陰影のわかるきれいな画像を作るには」の１．～３．
と全く同じ手順です。
ここでは、ポイントデータが生成された状態から、等高
線を生成する方法を紹介します。3 通りの方法がありま
す。
１．「補間ウィザード」でグリッドデータを生成し、「グリッド解析」で等値線を生成する方法
(1) 「補間ウィザード」を使ってポイントデータからグリッドデータを生成します。「３７．起伏や陰影のわかるきれいな
画像を作るには」の４．と同じ方法で生成できます。
(2) ポイントデータを補間したグリッドデータから等高線（等値線）を生成し
ます。メニューの「解析－グリッド解析－サーフェス解析－すべての等値
線を抽出」を選択し、表示されたダイアログボックスで設定を行います。
特に次の 2 つの項目が重要です。
a) 基準値 ：抽出する等値線の最小値を設定します。ダイアログボッ
クス左側の「抽出結果情報」に表示される「最小値」以上の値を入力
します。
b) 等値線間隔 ：抽出する等値線の間隔を入力します。
(3) 「OK」をクリックすると、等値線を生成します。
２．TIN データを生成し、「TIN から等値線を生成」で生成する方法
TIN は、「不規則三角形メッシュ（Triangulated Irregular Network）」
の略称で、地表面を不規則な三角形に分割し、その頂点の標高値で地形
を表現するモデルです。次の手順で等値線を生成します。
(1) メニューの「解析－3D モデリング－TIN データセットの新規作成」を
選択し、表示されたダイアログボックスで、ポイントデータセットと標高フィ
ールド（alti）を選択します。「OK」をクリックすると、TIN データセットを
生成できます。
(2) メニューの「解析－3D モデリング－TIN から等値線に変換」を選択し、
表示されたダイアログボックスで、等値線間隔とスムーズネス（等値線の
滑らかさ、ヘルプファイル参照）を入力します。「OK」をクリックすると、等
値線を生成できます。
３．「ポイントデータから等値線を生成」で生成する方法
補間や TIN の生成を行わずに、ポイントデータから直接等値線を生成
できます。メニューの「解析－3D モデリング－ポイントから等値線を生成」
を選択し、表示されたダイアログボックスで設定を行います。基準値（生成
する等値線の最小値で、特に入力しなくても可）、間隔、スムーズネス係数
などの他、「取得方法」を設定します。
「取得方法」には、TIN 補間、IDW 補間、Krig 補間、BSpline 補間の 4 種類があります。TIN 補間は、２．の TIN
データを生成してから等値線を生成する方法と似たような処理が、他の 3 種類は、１．の補間ウィザードでグリッドデ
ータを生成してから等値線を生成する方法と似たような操作が、それぞれ Deskpro 6 の内部で行われます。
設定後、「OK」をクリックすると、等値線が生成されます。
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