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1. コンポーネント GIS の概要 

1.1 コンポーネント技術とは 

コンポーネント式 GIS ソフトウェア－SuperMap 開発版を使用する前に、コンポーネント

式 GIS に関連する一連の技術、例えば COM、OLE 及び ActiveX などを理解する必要がありま

す。 

コンポーネント・ソフトウェア技術は、すでに今日のソフトウェア技術を代表する流れ

の 1 つとなっています。コンポーネントに基づく開発（Component-Based Development、

CBD）はソフトウェア開発分野における革命です。オブジェクト指向やクライアント/サー

バー(Client/Server)などの新しい傾向と違って、CBD は新しい分散処理方式の一種にとど

まらず、広範にわたるシステム構造であり、設計、開発などを含んだライフサイクルをサ

ポートするある種の理念なのです。CBD は、高度な重要性と互換性を持ち、その影響の及ぼ

す範囲はあらゆるタイプの端末機、応用システムサーバーとデータサーバーを含む応用プ

ログラムの各構成部分に及び、応用システム開発全体に革命をもたらしています。 

CBD の重要な規格には、Microsoft の COM/DCOM 及び OMG の CORBA があります。現在、

Microsoft の COM/DCOM がマーケットリーダーの立場にあり、広く利用され、事実上の業界

標準となっています。COM/DCOM に基づいて Microsoft 社は ActiveX 技術を開発しました。

ActiveX コントロールは今日のビジュアルプログラム設計においてもっとも広く使われて

いる標準コンポーネントです。 

 

1.1.1 COM 技術とは 

COM とは、コンポーネント・オブジェクト・モデル（Component Object Model）の略語で、

異なるプロセス、異なるコンピュータ間においてもローカルコンピュータと同様なオブジ

ェクト同士の相互作用を可能にした技術です。COM は、OLE および ActiveX における共通の

基礎になります。 

COM は、オブジェクト指向の言語ではなく、バイナリーレベルのオブジェクト指向技術で

す。COM は、コンポーネントオブジェクト間で、これらの技術仕様を基にデータのやり取り

を行う方法を定めたものです。COM によって 1つのモジュールと別のモジュールとをリンク

することができます。リンクした後、モジュール間は「オブジェクト・インターフェース」

（Interface on Object）のメカニズムを利用して通信を行うことができるようになります。

COM オブジェクトは、同一プログラム、または他のプログラムないし他のコンピュータにあ

るオブジェクトとデータや機能を交換し合うことができます。これらのオブジェクトは、

異なるプログラミング言語、または異なる構造方式で開発されても構わないのです。 

COM は標準インターフェースを定義しています。このインターフェースはあらゆる COM に
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基づく技術に対し、Public 関数を提供しています。COM は、あるコンポーネントがほかの

コンポーネントに対して、その機能を開放することを許容します。コンポーネントがどの

ように自己を開放するか、またどのようにプログラム間、ネットワーク間においてこの種

の開放を実現するかを定義するだけでなく、コンポーネントブジェクトのライフサイクル

も定義しています。 

開発初期の COM 技術は、他のコンピュータにあるプログラムを遠隔操作する（Calling）

能力を持っていませんでした。インターフェースを通じて、ほかのオブジェクトをコント

ロールするこの機能は、同一コンピュータの異なるアプリケーション・プログラム間に限

られていました。例えば、Microsoft Visual Basic は、COM の通信メカニズムを通じて、

同一コンピュータに取り付けられている Microsoft Excel のコピーをコントロールや操作

することができましたが、ほかのコンピュータの Excel を直接コントロールすることがで

きませんでした。その後の COM 標準では、システムとコンポーネントのまとまりを保障す

るセキュリティー・メカニズムが付け加えられたために、分散環境へ拡張してきたのです。

こうした分散環境を基本とする COM は、DCOM(Distribute COM)と呼ばれます。 

DCOM とは、Microsoft 社のオブジェクト間通信規約である COM(Component Object Model)

をネットワーク上で使用できるように拡張したものです。以前はネットワーク OLE(Object 

Linking and Embedding)と呼ばれていました。既存の COM オブジェクトを、そのままネッ

トワーク上で利用できるように、DCOM の機構は OS(Operating System)レベルでサポートさ

れます。クライアント・オブジェクトは、ファイル名の代わりに、URL(Uniform Resource 

Locator)を使用して、サーバ・オブジェクトを指定できるので、インターネット上で分散

処理を実現することも可能です。 

 DCOM の世界では、このコンポーネントとコンポーネントの間をすべて DCOM が管理し、相

手のコンポーネントの位置や構造、環境を意識しなくてもよいようになっています。いま

までの COM は、1つのコンピュータの中で、こうしたコンポーネントの関係を実現していま

したが、DCOM ではネットワークで接続された複数のコンピュータが、1 つの世界として扱

えます。DCOM の結ぶクロスプラットホーム環境の中で、コンポーネントは他のコンポーネ

ントが実行されている場所、環境なども、一切気にすることはありません。DCOM の環境の

中では、OS やコンポーネントを開発する言語も関係ありません。コンポーネント間の 1 対

1 で見た関係は、クライアント(コンテナ)とサーバー(オブジェクト)に分類されるのです。 

 DCOM を使用することによるメリットは、ソフトウェアをコンポーネント化することによ

り、自由に、部品のように、システム内で取り扱うことができるということです。 

 DCOM により作られたコンポーネントは、ソースコードがなくても、簡単に組み合わせて

利用できるようになります。こうしたコンポーネント群は、コンポーネント・ソフトウェ

アと呼ばれます。DCOM により、汎用のコンポーネント・ソフトウェアを開発し、利用する

基盤が確立できます。 

WindowsNT は、バージョン 4.0 から DCOM をサポートし、Windows95 シリーズも 1996 年か
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らサポートを開始しました。この 2 種類のオペレーティングシステム(OS)において、DCOM

は、いずれもダイナミックリンクライブラリ（DLL）、ローカルならびに遠隔 COM 能力を同

時に提供する実用ツールの一部を含んでいます。 

COM は既に広範囲で応用され、事実上の業界標準（Defacto Standard）となりつつあります。

現在、全世界で少なくとも 150,000,000 のシステムに COM の技術が応用されています。 

 

1.1.2 OLE の概要及び GIS における応用 

COM と DCOM の基準化が OLE と ActiveX の技術的基礎を築きました。OLE とは、オブジェク

トのリンクと埋め込み（Object Linking and Embedding）で、リンクと埋め込み関連の技

術であることを表しています。OLE コンテナ、OLE サーバー、インプレース・アクティブ、

あるいはビジュアル編集、追跡、ドラッグ・アンド・ドロップ、メニュー融合などが含ま

れています。 

OLE は 1 つのソフトではなく、一連の技術です。これらの技術により斬新な windows アプ

リケーションプログラムが作られました。ユーザーにとっての OLE が もよく使われてい

るところは、アプリケーションプログラムの中にドキュメントのリンクと埋め込みがされ

ていることでしょう。それはドキュメントを中心にした新しい計算概念ですが、ユーザー

に新しい計算概念を提供しただけではなく、技術開発者たちにも新しいサービスを多数提

供しています。Microsoft 社は OS の 3 分の 1が OLE であるとしています。というのは OLE2.0

だけで 100 余りの API 関数を持っています。一方、 初の Windows1.0 には全部合わせても

約 350 の関数しかありませんでした。 

1.1.2.1 OLE の発達史 

OLE は、 初にダイナミックなデータ交換（DDE）のプロトコルを拡張する目的で、数社

の PC メーカーにより考案されたものです。一組のサーバーを Windows の中に取り入れるこ

とにより、DDE がアプリケーション同士間のデータの送信と受信ができるようになりました。

このようなシステムは、メッセージに基づいていて、しかも全体割り当てのメモリの中へ

ハンドル（Handle）を送ることに頼っています。 

1989 年、Microsoft と Aldus 社が共同で OLE 基準に関する 初の草案を発表しました。

Microsoft が主催したソフトウェアシンポジウムで、ソフト開発会社 100 社余り宛てにそれ

を配布しました。 

1989 年の年末から 1990 年の初めまでの間に、Lotus、 WordPerfect、 Aldus、 Microsoft、 

Borland International、 Metaphors と Iric Incorporated を含む PC ソフトメーカー数社

がソフト開発の要員をワシントン州の Redmond（Microsoft の本部）へ派遣して、OLE ソフ

ト関連の附加概念を制定しました。 

1990 年 11 月の Comdex 発売展示会で、Microsoft 社が整備された規範を発表しました。こ

の規範は OLE1.0 と命名されました。 終的な OLE1.0 規範が 1990 年 12 月に発表され、ソ
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フト開発技術者 230 人宛てに配布されました。これと同時に、Lotus 社が OLE 機能を備えた

発行予定版の Lotus Notes ソフトを展示しました。 

初に OLE1.0 規範を全面的にサポートしたアプリケーションプログラムは、Microsoft 

Excel 2.0 と Lotus Notes 2.0 であり、いずれも 1991 年 2 月から出荷し始めたのです。1991

年年末になって、より多くのメーカーがアプリケーションプログラムの中に OLE1.0 の機能

を取り入れるようになりました。 

ほぼこれと同時期に、Microsoft 社がさらにハイレベルの OLE 機能を開発し始めました。

これらの機能は 1991 年から 1992 年にかけて開発された OLE2.0 規範の基礎となりました。

150 社余りのソフト開発会社が OLE2.0 のβ測定に参与し、迅速にフィードバック情報を取得

するために、独自の CompuServe フォーラムが設けられています。 

1993 年 5 月、Microsoft 社が初めての OLE 開発技術者会議を主催し、1200 人もの OLE2.0

開発技術者たちが出席しました。OLE2.0 for Windows 3.1 と OLE for the Apple Macintosh

のβ版が同時に発表されました。OLE 2.0 の特徴を備えた 初の製品は Microsoft Word と

Excel で、1993 年夏に発売されました。現在、Microsoft Office の中にあるすべてのソフ

ト、その他のソフト業者が Window 95/NT 用に開発したアプリケーション・プログラムの大

部分は OLE2.0 をサポートしています。 

1.1.2.2 OLE 技術の内容 

OLE2.0 の中にある新しい技術は、Windows オブジェクトのリンク、埋め込み、インプレ

ース・アクティブとビジュアル編集、モジュール・オブジェクト、構造化記憶、複合ドキ

ュメント、単一化データの転送、ドラッグ・アンド・ドロップ（Drag-and-Drop）サポート、

複合ドキュメントテクノロジーなどが含まれています。ActiveX の概念が提起されるまで、

OLE には、OLE コントロール（現在は ActiveX コントロールと呼ばれる）と OLE オートメー

ション（現在はオートメーションと呼ばれ、OLE と ActiveX のいずれからもサポートを受け

ています）も含まれていました。 

◆リンク（Linking）オブジェクトをリンクする時、1 つのアプリケーションプラグラムの

データともう 1 つのアプリケーションプラグラムのデータとの間にダイナミックなリンク

を立ち上げることです。例えば、図表をワープロドキュメントの中にリンクさせると、図

表データを変更したとき、ワープロへリンクされた図表も同様に変更されることになりま

す。 

◆埋め込み（Embedding）埋め込みはリンクの次の論理的ステップであり、リンクより更に

一歩進んだのです。たとえば表計算の機能がないワープロソフトの文書中に、表計算ソフ

トで作ったグラフを貼り込めるうえ、グラフに変更を加えたい場合は、ワープロ文書中の

グラフをダブルクリックすることにより、表計算ソフトが自動的に起動します。表計算プ

ログラムをログアウトする時に、ワープロドキュメントの中にある情報も更新されます。

このハンドブックに使用される画像も OLE 埋め込み技術を利用して挿入した Photoshop の

画像ファィルです。Word の中でどれか 1 つの画像をダブルクリックすると、Photoshop の
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編集状態に入ることができます。 

◆インプレースアクティブとビジュアル編集（In-Place Activation or Visual Editing） 

OLE 2.0 技術の象徴として、ビジュアル編集機能によりユーザーは他のウィンドウへの切り

替えなしに、直接にオブジェクトをインプレースアクティブ・修正・埋め込みすることが

できるようになりました。アクティブには編集、表示、録音や演奏などの操作が含まれま

す。ビジュアル編集技術によってこそ、全体的にドキュメントをを中心とする計算概念を

可能にしたのです。 

◆構造化記憶（Structured Storage）本規格は如何に 1 つのファィルの中にファィルシス

テムを設定するかについて説明します。その方法は、個別ファィルを 2 種類のタイプのオ

ブジェクトと見なして、一種類はディスクのサブディレクトリに似たようなもので、もう

一種類はディスクファィルに似たようなものです。この規格は DOS ユーザーたちが使い慣

れた多重レイヤーディスクとほぼ同じ構造となっています。 

◆複合ドキュメント（compound document）複合ドキュメントは、ハンドルに頼る従来型の

ファィル機能に取って代わることができます。この機能は、OLE2.0 の他部分から独立して

います。OLE ツールボックスから提供される DocFile Viewer というツール（DfView.EXE）

は、任意の複合ドキュメントの構造と 16 ビットのデータを表示することができます。 

◆ドラッグ・アンド・ドロップサポート（Drag-and-Drop Support）OLE2.0 のドラッグ・ア

ンド・ドロップサポートにより、ユーザーはマウスをクリック、ドラッグするだけでアプ

リケーションプログラム間のデータ移動を行うことができます。このようなドラッグ・ア

ンド・ドロップサポートはファィルマネージャーから現在提供される簡単なドラッグ・ア

ンド・ドロップ機能を遥かに超えています。OLE2.0 のドラッグ・アンド・ドロップサポー

トを利用してデータ受け入れのアプリケーションプログラムを作成することができます。

これに対して、いままでは Windows の切り取り・貼り付けを通してこのようなデータ移動

を実行するよりほかに方法はありませんでした。 

◆単一化データの転送（Uniform Data Transfer ）この技術は、データオブジェクト（Data 

Objects）とよばれるコードでデータ転送の全部（切り取り・貼り付けボード、ドラッグ・

アンド・ドロップ、DDE 及び OLE を含む）を表すという機能を提供しています。単一化デー

タの転送は非常に強力な技術です。これにより、データの出処はどこであれ、ユーザーは

同じ方式でこれらのデータにアクセスすることができるのです。言い換えれば、切り取り・

貼り付けボードからデータにアクセスすることと DDE を通じてデータにアクセスすること

とは方式が同じなのです。 

◆オートメーション（Automation）以前は、OLE オートメーションという呼び方でした。こ

の技術により、オブジェクトから別のオブジェクトによって利用可能な一連のコマンドと

関数を提供されることが可能になりました。その意図は、開発者がシステムのマクロプロ

グラミングツールを設定することができるようにするためです。オートメーションは、ア

プリケーションプログラムの外部から当アプリケーションプログラムの中にあるオブジェ

 5



クトを操作するツールを提供しています。 

1.1.2.3 GIS における OLE の応用 

OLE 技術は、広くソフト開発に応用されています。Windows 9x/NT プラットフォームに基

づく一部の GIS ソフトも OLE 技術を取り込んだことにより、GIS ソフトと他のソフトとの互

換性を増強しました。一部のデスクトップ GIS ソフトが OLE をサポートし、この技術の利

用で GIS ソフトに表示されるマップをワードやその他の OLE コンテナプログラムの中に埋

め込みすることができます。このマップをダブルクリックすると、インプレース編集を実

現することができます。この場合、今のソフトのメニューが GIS ソフトメニューに変わり

ます。これはいわゆる OLE のメニュー融合のことです。 

構造化記憶と複合ドキュメントも GIS ソフト開発に応用することができます。従来型の

GIS ソフトはマルチファィル構造でマップを保存するという方式を取り、1つのレイヤーや

マップの中に一連のファィルが含まれていました。これは、マルチファィル構造方式によ

りファィル管理に不便さが生じます。例えば、不注意で 1 つファィルを削除したり、マッ

プデータコピーの過程で 1 つ漏れたりすると、いずれもマップデータを壊すことになりま

す。OLE の構造化記憶と複合ドキュメントが出現するまでは、単一ファィル構造をとると、

また GIS ソフトのファィル処理を複雑化させることが避けられません。 

SuperMap の SDB ファィルは構造化記憶と複合ドキュメント技術を採用ることにより、上

記問題の解決に成功しました。しかも、以下のような優れた特長を備えています。 

◆増分ファィル・アクセス：複合ドキュメントはファィルの中のファィルシステムと見な

され、単一ファィルの内部で DOS のディレクトリに似たような構造とファィル機能を提供

しています。これによりファィル全体を呼び出さなくても、その一部分へアクセスするプ

ログラムが可能になります。これはメモリー使用領域とファィルアクセス時間の節約につ

ながります。増分更新もディスク保存の時間を短縮することもできます。ファィル全体で

はなくて、修正された個所のあるオブジェクトだけを保存するからです。GIS ソフトによる

マップの編集は、通常大量のデータの処理を行わなければなりません。複合ドキュメント

の増分ファィルアクセスは処理速度の問題を効果的に解決することができます。 

◆ファィル・アクセスモード：複合ドキュメントの使用にはもう 1つメリットがあります。

即ち、ファィルの中にあるオブジェクトが修正され、またその修正を確認された時間を判

断できることです。複合ドキュメントへのアクセスにはトランザクションモードとダイレ

クトモードという 2 つの選択できるモードがあります。トランザクションモード

(Transacted Mode)は、2 段階確認操作のステップを通して複合ドキュメントの中にあるオ

ブジェクトの修正を実行することで、修正前及び修正後の情報を保存しておくのです。こ

れでユーザー側の｢元に戻す｣（undo）操作を行うことができるようになります。GIS ソフト

を利用してマップを編集する際、時々操作ミスで｢元に戻す｣操作を必要とすることがあり

ます。GIS ソフトのほとんどはすでにこのような機能を提供していますが、GIS ソフト設計

の段階で複合ドキュメント方式が採用されることにより、更に実現しやくなります。 

 6



これに対して、ダイレクトモード(Direct Mode)はファィルが修正されるとすぐに実行され、

｢元に戻す｣ことはできませんでした。 

◆標準化：複合ドキュメントの標準化構造により、ファィルプログラムの作成に関する知

識がなくても、他の OLE アプリケーションプログラムの上でファィルをみることができる

ようになります。 

ところが、複合ドキュメントの複雑性と増分保存ディスクの能力の関係で、頻繁にマッ

プオブジェクトの追加と削除を行うことにより、複合ドキュメントの中に破片を生じさせ、

ファィルのサイズを増やし、アクセスの効率に影響を及ぼすことがあります。SuperMap で

はsoDatasource. CompactやSuperWorkspace.CompactDataSourceのメソッドを利用してSDB

ファィルを整理し、圧縮することができます。 

 

1.1.3 ActiveX 

ActiveX は、1996 年 3 月に Microsoft 社が出した OLE 拡張規格であり、コンポーネント

のプログラミング言語とは関係無しに COM に基づいた、ネットワーク環境下でのソフトコ

ンポーネントの互換操作を可能にした技術です。また Microsoft 社の分散型計算プラット

ホームのインターフェース基準でもあります。この技術はデスクトップのアプリケーショ

ンプログラムと Internet のアプリケーションプログラムの制作に利用されます。ActiveX 

は 3つの内容からなっています。つまり、ActiveX コントロール(ActiveX Controls)、ActiveX

ドキュメント(ActiveX Documents)、ActiveX スクリプト(ActiveX Scripting)です。その

他の Internet スクリプトに似ていて、ActiveX スクリプトが Internet ブラウザやサーバー

プログラムの中にある数個の ActiveX コントロール、あるいは Java プログラムの全体行為

をコントロールすることに使われますが、ここでは詳細な説明を省きます。本節において

は、主に ActiveX コントロールと ActiveX ドキュメント及び GIS における応用について紹

介します。 

1.1.3.1 ActiveX ドキュメント 

ActiveX ドキュメントは、従来型のオブジェクト埋め込みの拡張です。このドキュメント

は Internet ブラウザやその他の ActiveX コンテナプログラムのクライアントエリア全体に

おいて表示することができます。しかも複数ページ表示も可能です。従来と同じくメニュ

ー融合を実行でき、インプレースアクティブ編集をサポートするだけでなく、サーバープ

ログラムでオープンウィンドウの編集もサポートします。そして影線で囲まれる小さな矩

形の中で表示するのではありません。ActiveX ファィルは全体的な枠組みを持っていて、し

かもインプレースアクティブはいつでもできます。 

ActiveX ドキュメントの中の「ドキュメント」は誤解されやすいものです。ActiveX ドキ

ュメントの由来から見れば、明らかに従来型のドキュメント（例えば word ドキュメント）

と近似するところがありますが、実際に ActiveX ドキュメントを作成する時、「ドキュメン
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ト」はアプリケーションプログラムの方と非常に似ています。従来型のドキュメント（例

えば、Word ドキュメント）は静止状態のものであるのに対して、activeX ドキュメントは

動的状態です。Visual Basic のようなツールを使って、従来型ドキュメントの語義学によ

り完全なアプリケーションプログラムを制作することができます。言い換えれば、ActiveX

ドキュメントはアプリケーションとしての機能性を備えているだけではなく、しかもドキ

ュメント性能の柔軟性もあります。ユーザーは ActiveX ドキュメントを開いたら、アプリ

ケーションプログラム機能の全部を所有するだけではなく、アプリケーションプログラム

の元データの「スペア」を保持し、配布することもできます。したがって、「ドキュメント」

は実際に非常にアクティブなものです。 

 

ActiveX ドキュメントは以下のような長所があります。 

新たに他のプログラミング言語（例えば、HTML）を学ぶ必要はなく、すでにマスターした

開発言語（例えば、Visual Basic）を使用して、Web アプリケーションを作成することがで

きます。 

Visual Basic のようなコード編集ウィンドウ、デバッガとコンパイラーなどを含むプロ

グラミング環境を十分に活用することができます。 

 ActiveX ドキュメントはローカルコンピュータで実行できます。また Internet Explorer

の中で動作することもできます。ActiveX ドキュメントの 終目標として汎用のコンテナの

中でアクセスできるアプリケーションプログラムを目指しています。 

ActiveX ドキュメントの中に、複雑な計算と操作を実行するために各種の ActiveX 部品を

埋め込みすることができます。コントロール付の HTML ページより更に複雑なクライアント

端末処理を実現することができます。 

画面の構成要素をみながらレイアウトできます。ActiveX ドキュメントにテキストボック

スとコマンドボタンを設置すれば、画面でどのように表示するのかすぐに示されます。こ

れに対して、HTML ドキュメントを作成するには経験とひらめきがなければなりません。 

ハイパーリングオブジェクトをサポートします。ハイパーリンクに対応可能なコンテナで

は、次の ActiveX ドキュメント或いは Web サイトに移動するようコンテナに要求できます。 

AsyncRead メソッドをサポートします。このメソッドはデータの非同期式輸送を開始しま

す。デーたを取得している間、別のコードを実行できます。 

ActiveX ドキュメントを使用することにより、Internet やローカルネットサイトの他の

構成要素と 1 つに統合したアプリケーションプログラムを開発することができます。この

ような方法で部品を割り当てると、ユーザーは HTML ページと ActiveX ドキュメントの間に

簡単にロケーションすることができます。 

ActiveX ドキュメントは GIS アプリケーションシステム、特に Internet に基づいた GIS

アプリケーションシステムの開発に応用できます。ActiveX ドキュメントを使用すれば、簡

単に複雑な Web ページを完成することができるし、しかもアクティブなクライアントとア
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クティブなサーバーとの間での Web 対話や複雑なデータアクセスを容易にします。 

1.1.3.2 ActiveX コントロール 

ActiveX コントロールは、OLE コントロール概念の拡張です。ActiveX コントロールはプ

ログラミング可能で、重複使用可能な、COM に基づいたオブジェクト(COM-Based Objects)

です。普通の ActiveX コンテナプログラム (例えば、Visual Basic、Delphi、Visual C++、

Borland C++ など) の中に使うことができるだけではなく、しかも Internet の Web ページ

に使用することもできます。Web ページでのコントロールはスクリプトを通して相互通信を

実現します。 

ActiveX オブジェクトと似ているように、ActiveX コントロールはプロパティ、メソッド、

イベントなどのインターフェースを通して、コンテナや他のコントロールと Interact を行

います。違うのは ActiveX コントロールが通常独自の表示ウィンドウを持つことです。 

 

 

1.2 コンポーネント式 GIS とその特長 

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

本に、何らかの標準通信インターフェースを持ち、多言語応用を許容する一連のコンポー

ネント形式によって提供された GIS のことです。この種のコンポーネントは、GIS コンポー

ネントと呼ばれます。GIS コンポーネント間、およびその他のコンポーネントとの間では、

標準の通信インターフェースを通じてコミュニケーションを実現できます。この種のコミ

ュニケーションは、他のコンピュータとの間で実現することも可能です。 

コンポーネント式 GIS は次世帯 GIS アプリケーションのために斬新な開発ツールを提供

し、従来の GIS と比べてこの技術には多くのメリットがあります。 

 

1.2.1 システム統合 

従来型の GIS ソフトでは次のようなシステム統合方式を採用してきました。 

①ファィル共有の方式で GIS ソフトとアプリケーション分析モデルとの間でデータ交換パ

スを作る方式。 

②GIS ソフトが提供した 2次開発用言語でアプリケーション分析モデルを作る方式 

③専用プログラム設計言語を利用してアプリケーションモデルを開発して、GIS ソフトの内

部データ構造を直接アクセスする方式 

④ダイナミックデータ交換（DDE）により、GIS とアプリケーションモデルとのコミュニケ

ーションを実現する方式 

しかし、上記のどのモデルを採用しても、シームレスな統合が実現しにくいのが現状で

す。コンポーネント式 GIS は、システム統合を実現する理想的なソリューションです。コ
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ンポーネント式 GIS によってアプリケーションシステムを構築する基本的な考え方は、GIS

コンポーネントに GIS の機能を実現させ、他の機能は別のコンポーネントに実現させるよ

うにすることです。GIS コンポーネントと他のコンポーネントとの連携は、たとえば Visual 

Basic、Delphi、C++ Builder、Power Builder、Visual Foxpro などの開発言語で確立でき

ます。これらの開発言語によって、アプリケーションシステムのフレームが作成されるの

です。GIS コンポーネントと他のコンポーネントは、具体的な機能を実現する｢レンガ｣の役

割を果たしています。これらの｢レンガ｣によって、フレームの構造下で動作するアプリケ

ーションシステムが、組立てられるのです。コンポーネント式 GIS は GIS 機能を実現する

コンポーネントを提供し、各専門領域のモデルは汎用の開発環境を通じて実現することが

できます。また、他の専門領域のモデル分析コントロールを挿入することもできます。コ

ンポーネント式 GIS を使えば、GIS と OA との統合、GIS と GPS データリモートネットワー

ク及びマルチメディアなどとの統合を効率よくシームレスに実現することができます。 

図 1－1 SuperMap コンポーネントと他のコンポーネントと連携し、 

アプリケーションシステムを統合します。 

 

1.2.2 開発言語 

 従来の GIS は、独自の 2 次開発言語を提供するのが一般的でした。これは GIS 基本ソフ

トの開発者に負担をもたらすばかりでなく、ユーザーにも学習上の困難をもたらしていま

した。さらに、この 2 次開発言語を使用すると、開発能力が制限され、複雑な問題を処理

するのが困難でした。これに対し、コンポーネント式 GIS は専門的な GIS2 次開発言語を必

要とせず、ただ GIS の基本機能関数を実行し、ActiveX コントロールの基準にしたがってイ

ンターフェースを開発すればよいことになります。これによって、GIS ソフト開発者の負担
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を減らしたばかりでなく、ソフト自体の拡張性を増大させました。コンポーネント式 GIS

のユーザーは、専門的な GIS 開発言語を覚えなくても、Windows プラットフォームに基づく

汎用の開発環境、およびコンポーネント式 GIS の各コントロールのプロパティ、メソッド

とイベントを熟知しさえすれば、アプリケーションシステムの開発と統合を実現すること

ができます。 

コンポーネント式 GIS コントロールは、例えば Visual C++ .NET、Visual Basic .NET、

Visual C# .NET、Visual C++, Visual Basic, Visual FoxPro, Delphi, C++ Builder 及び

Power Builder などの言語や様々な開発環境に対応しています。 

 

1.2.3 拡張性 

コンポーネント式ソフト技術の背後は、膨大なコンポーネントリソースライブラリが存

在しています。ユーザーは無数にあるコンポーネントの中から必要なものを選んでコンポ

ーネント式 GIS とともにアプリケーションシステムに統合することができます。このため

GIS の機能が大いに拡大されました。世界中では多くのソフトウェア会社が、様々なコント

ロールを作成しています。これらの第 3者(Third Parties)のコントロールによって、いか

なる汎用ソフトのプログラミング中の問題でもほぼ解決することができます。簡単なコマ

ンドボタンからアクティブな 3D 統計グラフまで、あるいはマルチメディア放送から、ハイ

パーテキスト表示まで、あらゆるものがそろっています。これらのコントロールの中では、

商業目的のソフトもあれば、低価格のソフト、さらに無料ソフトもあります。コンポーネ

ント式 GIS のコンポーネントは、このようなコンポーネントファミリーの一員なのでコン

ポーネント式 GIS によるアプリケーションシステム統合は無限の拡張性を持っています。 

 

1.2.4 ビジュアル化プログラム設計 

ActiveX コントロールを使用できる開発言語は、ほどんど例外なくビジュアル化プログラ

ム設計をサポートしています。つまり、コンポーネント式 GIS でアプリケーションシステ

ム統合を行うなら、システムのインターフェースをビジュアルに設計することができます。

ウィンドウ上にボタン、リストボックス、イメージボックスと GIS コントロールをレイア

ウトするとき、画面の構成要素をみながらレイアウトできます。ActiveX ドキュメントにテ

キストボックスとコマンドボタンを設置すれば、画面でどのように表示するのかすぐに示

すことができます。 

 

1.2.5 柔軟性 

従来の GIS では、その閉鎖性やソフト自体がますます膨大化したために、異なるシステ
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ム間の互換性が低く、システムの開発は困難でした。これに対し、コンポーネント式 GIS

では、空間データの収集、保存、管理、分析とシミュレーションなどの機能を提供します

が、GIS 以外の機能（例えば関係データベースの管理、統計グラフの作成など）は、お客様

のニーズにあったメーカーが提供した専用のコンポーネントを使えばよいのです。これに

よって、GIS ソフトの開発コストの削減が可能となりました。一方、コンポーネント式 GIS

自身も多くのコントロールに分解でき、各機能を別々にすることができるため、ユーザー

は必要なコントロールのみを選ぶことができ、より経済的になりました。 
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2. SuperMap のデータ構造 

2.1 データ構造の関連概念 

SuperMap では、以下のようなオブジェクト構造をもっています。 

 

表 2-1 SuperMap のオブジェクト構造 

オブジェクト 説  明 

ワ ー ク ス ペ ー ス

(Workspace) 

ワークスペースは現在開いているデーソースの情報（場所、

別名と開く方式）、マップ、レイアウト、シンボルライブラ

リ、ラインライブラリなどを含むユーザーの作業環境を保

存するのに用いられます。 

データソース(DataSource) 各種タイプのデータセット（例えばポイント、ライン、ポ

リゴンタイプのデータで、TIN、GRID、NetWork）から構成

される複合データセットのこと。1 つのデータソースは 1

つまたは複数の各種タイプのデータセットを含むことがで

きます。またベクタデータセットとラスターデータセット

を同時に保存することもできます。 

データセット（Dataset） 同種タイプのデータから構成されるデータ集合です。

SuperMap には、18 種類のデータセットがあります。例え

ば、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、TIN データセット、GRIN データセット、

CAD データセット、NetWork データセット、テキストデータ

セットなどがあります。詳しくは表 2-2 を参照 

マップ（Map） 1 個または数個のデータセットが 1 つのマップウインドウ

に表示され、「マップ」となります。 

レイヤー、マップレイヤー

（Layer） 

マップに追加したデータセットには表示属性が与えられて

います。例えば、表示スタイル、主題図等で、これらをマ

ップレイヤーといいます。1 枚のマップは 1 つまたは複数

のレイヤーから構成されます。一般に、1 つのマップレイ

ヤーは 1つのデータセットに対応するが、同一データセッ

トは複数のレイヤーに追加することができます。この場合、

複数のマップレイヤーが同一データセットに対応すること

になります。 

空間データ（Spatial Data） 地形および地物の空間位置および空間トポロジー関係を表

現するデータ。例えば、1 つの河川を構成する座標点デー
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タ、およびその河川に関連するその他の地物のデータなど。

属 性 デ ー タ （ Attribute 

Data） 

地形、地物の属性情報を表すデータ、例えば河川の長さ、

幅など。 

空間データベース(Spatial 

Database)  

地形および地物の空間データを保存するデータベース。 

ベクタ（Vector） 2 種類の GIS 基本データタイプの 1 つ。空間オブジェクト

を表示あるいは記述するための 2つ基本方式の一方である

とも言えます 。その特徴は、オブジェクトの境界（Bound）

を通じて空間オブジェクトを表示することにあります。例

えば、1 本のラインは隣接する一連の座標列によって表わ

されます。 

グリッド（Grid） ベクタと相対するものであり、GIS のもう 1 つの基本デー

タタイプです。グリッドは、格子状により空間対象を表現

します。  

 

 

2.2 データ構造の紹介 

 SuperMap は、マルチ空間データのシームレスな統合を実現しています。この技術的な枠

組みに基づいて、SuperMap は様々なユーザーの要望に応えるために以下のように複数のデ

ータ構造を用意しています。 

SDB――ファィル／データベース混合方式は、SDB および SDD の 2 つのファイル形式によっ

て構成されます。その特徴はスピードの速さと操作の利便性です。 

MDB――マイクロソフト Access データベースフォーマット。SuperMap がサポートする小型

のデータベースです。その特徴は、実現しやすさ、データ排他制御の利便性です。 

Oracle――大型データベース方式。Oracle Spatial、Oracle を通じて空間データを保存し、

管理します。排他制御能力が強く、大型の GIS 応用に適し、2層、3層、更に多層の応用開

発が容易です。 

SQL Server――大型空間データベース方式。排他制御機能が強く、大型プロジェクトに適

し、2層、3層、更に多層の応用開発が容易です。 
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表 2-1 SuperMap データフォーマット比較 

データフォー

マット 
保存方式 RDBMS 案 排他制御 

アクセス 

速度 

適応プロジ

ェクト 

SDB 
SuperMap 

独自定義 
NO 

比較的 

弱い 

とても速

い 
中小 

MDB 
SuperMap 

独自定義 
YES 

比較的 

強い 
速い 中小 

SQL Server 
SuperMap 

独自定義 
YES 強い 速い 中小 

Oracle 
Oracle Spatial、 

Oracle 
YES 強い 速い 大 

 

今後の GIS 技術発展には、関係データベースによる空間データの保存・管理が不可欠で

す。関係データベースは、排他制御機能は強いがアクセス速度はファィル方式ほど速くあ

りません。SDB は SuperMap の 4 つのデータ構造形式のうち、唯一のファィル／データベー

ス複合方式です。 

加えて、SuperMap では、他の GIS／CAD ソフトのデータフォーマットへの直接アクセスを

順次サポートしており、現在では AutoCAD DXF、MicroStation DGN、MapInfo MIF、MapInfo 

TAB、Arc/Info E00、ArcView SHP、Arc/Info Coverage をサポートしております。 

 

2.3 SDB 保存システム構造 

 SDBは従来のGISソフトに広く採用されるファィル／データベース混合型のデータ構造方

式です。しかし、その空間データ保存機能には、ActiveX 技術の一部分である「コンポジッ

トドキュメント技術」を使用しており、従来のファィル／データベース混合構造とは大き

な違いがあります。 

 SDB データ方式には、SDB および SDD という 2つのファイル形式が含まれています。その

うち、SDB は空間データを保存するが、SDD は Access データベースで、属性データを保存

します。 

 他のソフトのファィル形式と異なるのは SuperMap SDB では、ダブルファィル構造を採用

しています。一組の SDB と SDD には複数のデータセット（Dataset）が保存できます。つま

り、複数の Arc/Info Coverage と MapInfo Tab ファィルのデータを同じ SDB データソース

に保存することができるということです。 
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図 2-5  SuperMap SDB 保存形式構造図 

 

 コンポジットドキュメントは、ファィルの中のファィルシステムと見なすことができま

す。一方、個別ファィルではディレクトリ、サブディレクトリとファィルに似た保存構造

になっております。コンポジットドキュメントの Storage は、磁気ディスクシステムのデ

ィレクトリに相当し、Stream はファィルに対応しています。 

  SDB 構造には 2つのトップクラス Storage が含まれています。すなわち Datasets と Info
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です。Info ディレクトリの下には SDB の属性情報が保存されます。SDB 属性情報は、デー

タベースバージョン番号（Version）、座標システム（Coordinate System）、座標ユニット

（Coordinate Unit）、距離ユニット（Distance Unit）、投影（Projection）、情報説明

（Description）などを含みます。同一空間データベースの各データセットは同じ座標系、

座標ユニット、距離ユニットおよび投影法を持っています。 

Datasets は、各データセットの集合です。データセット（Dataset）は SDB 空間データベ

ースが空間データを構造化し、保存し、管理するための基本ユニットです。各データセッ

トは Datasets ディレクトリ下の単独ディレクトリとして存在し、データセットの名称をも

って Storage とします。 

 

2.4 データセット(Dataset) 

 データセットは一組のデータオブジェクトからなる集合です。概念上では Arc／Info の

ピクチャーオペレートエレメント（Coverage）または MapInfo のテーブル（Table）に相当

します。SDB がサポートするデータセットタイプは表 2-3 に示す通りです。 

 

表 2-3 SDB データセット分類表 

 タイプ 説明  アイテムタイプ 
レ コ ー

ド形式 

Tabular 
純粋なデータセットであり、

幾何学オブジェクトはない。
ない ない 

Text テキスト Text 可変長 

TextZ 3D テキスト TextZ 可変長 

Point ポイント Point 固定長 

PointZ 3D ポイント PointZ 固定長 

Line ライン Line 可変長 

LineZ 3D ライン LineZ 可変長 

Network ネットワーク Line + Point 可変長 

Region ポリゴン Region 可変長 

RegionZ 3D ポリゴン RegionZ 可変長 

Parcel 土地などの一区分 Region + Point 可変長 

TIN  PointZ + PointGL 固定長 

ベ ク

タ 

CAD CAD 型データセット 
任意の幾何学オブ

ジェクト 
可変長 

Image イメージ ImgBlock 固定長 グ リ

ッド Grid グリッド ImgBlock 固定長 
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DEM 数値標高モード ImgBlock 固定長 

MrSID MrSID 圧縮画像 
MrSID 圧縮画像リン

ク 
ない 

ECW ECW 圧縮画像 ECW 圧縮画像リンク ない 

 

SDB では、データセットは一般に以下の 6つの部分から構成されます。 

 

■幾何データテーブル（Geometry）。空間データのタイプ、サイズ、境界および座標デー

タなどの情報を保存します。 

 

■情報テーブル（Info）。データセットの一般情報を保存します。例えば、タイプ、オプ

ション、アイテムの数、データセット境界（DatasetBounds）、空間インデックス境界、空

間インデックスのレイヤー数等です。 

 

■メタデータテーブル（Metadata）。データセットの操作やその他に関する情報を保存し

ます。1 つのメタデータのレコードには、1 つのメタデータタイトル（Title）と 1 つのメ

タデータコンテンツ（Content）が含まれています。 

 

■インデックステーブル（Index）。幾何オブジェクトの空間インデックス情報を保存しま

す。例えば、オブジェクト ID および空間インデックス番号です。ファィル型の空間データ

ベース（SDB）のインデックステーブルには、また当該オブジェクトのリニアインデックス

番号も保存されます。 

 

■パレットテーブル（Palette）。画像データセットのパレット情報を保存します。 

 

■プロパティデータテーブル（Property）。その他の幾何情報と無関係のプロパティ情報

を保存します。 

 

 ファィル型の空間データベースの中に、Info、Metadata、Geometry、Index、ColorTable

はファィル（Stream）の形式で、データセットと同名の OLE コンポジットファィルのディ

レクトリ（Storage）に保存されています。一方、Property は属性データベース MDB の同名

テーブルに保存されます。両者は幾何オブジェクトの ID により結ばれています。 関係デ

ータベースに基づく SDB 空間データベースの中で、以上の 6 つのテーブルはそれぞれに対

応するデータベースのテーブル（Table）に保存されています。 

 

  データベースのタイプによって、その構成も異なります。表 2-4 は各 SDB データセット
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の具体的な構成を示しています。“★”は該当部分が現在のデータセットの構成であるこ

とを示しています。 

 

表 2-4 SDB 空間データベースの構成 

Stream 

タイプ 
Info Metadata Geometry Index Palette 

Tabular ★ ★    

Text ★ ★ ★ ★  

TextZ ★ ★ ★ ★  

Point ★ ★ ★ ★  

PointZ ★ ★ ★ ★  

Line ★ ★ ★ ★  

LineZ ★ ★ ★ ★  

Network ★ ★ ★ ★  

Region ★ ★ ★ ★  

RegionZ ★ ★ ★ ★  

Parcel ★ ★ ★ ★  

TIN ★ ★ ★ ★  

Image ★ ★ ★  ★ 

Grid ★ ★ ★   

Dem ★ ★ ★   

ECW ★ ★    

CAD ★ ★ ★ ★  
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3. マルチソース空間データシームレス統合技術 

マルチソース空間データ統合は、以前より GIS 関係者にとっての課題でした。異なるフ

ォーマットで保存されているデータリソースを、いかに活用するかということは、SuperMap

が取り組んでいる重要課題の１つでもあります。 

 

3.1 データ統合の課題 

3.1.1 空間データのマルチソース性 

空間データマルチソース性の発生は、主に以下の項目に示しました。 

3.1.1.1 地理情報とは 

地理情報とは、地理情報システムの中の各種情報を指していますが、地理情報システムの

研究対象が多種多様にわたるという特徴が、地理情報のマルチソース性を決定付けていま

す。同一の地理情報ユニット（feature）において現実の世界では、その幾何特性は一致し

ていますが、この幾何特性と対応している情報は多種多様なものです。位置、標高、気候、

地形、土壌等の自然地理的特性のほかに、行政区画、人口、生産高等の社会経済情報をも

含んでいます。GIS 研究は、このような多種多様なシステムに対応しなければなりません。 

3.1.1.2 空間特性とスケール 

GIS データは、時空間特性を持っています。GIS システムのデータソースには、同一時間

で異なる空間のデータ系列もあれば、同一空間で異なる時間系列のデータもあります。 

また、GIS はシステムの必要に応じて異なるスケールを採用して、地理空間を表現し、そ

の結果は、異なるスケールと精度を有するものとなります。 

GIS データは、異なる時間と空間や異なるスケールのデータソースを結びつけることがで

きます。 

3.1.1.3 地理空間データの取得方法について 

地理空間データの取得方法は、既存システム、図表、リモートセンシング、GPS、統計調

査、実地測量など多種多様です。これらの異なる手法で獲得したデータの保存形式及び呼

び出し方法、処理方法はそれぞれ異なっています。 

3.1.1.4 保存フォーマットについて 

GIS データは、空間実体(実際の実体あるいはバーチャルな実体)の位置と幾何形状を表現

するだけでなく、同時に空間実体が対応する属性情報も記録します。したがって、GIS デー

タソースには、図形データ(空間データとも呼ぶ)と属性データの両方が含まれます。また

図形データは、さらにラスタデータとベクタデータの 2 種類に分けられます。従来の GIS
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は、通常属性データを関係データベースの中に置き、図形データを専用の図形ファイルの

中に置くようにするので、異なる GIS ソフトは、異なるファイル保存形式を各自採用して

いるのが現状です。 

3.1.2 空間データ統合の必要性 

インターネットの急速な発展と普及にともない、情報の共有は一層求められるようになり

ました。地理情報も例外ではありません。情報技術および GIS 技術の発展により、GIS はす

でに純粋な地理学的な技術システムの範囲を超え、IT 業界と完全に融合しつつあります。

一方、空間情報に対する需要も増加しています。GIS が更に発展を遂げるには、完全に大型

MIS（経営情報システム）に融合する必要があります。しかし、地理情報の共有を実現する

には、地理情報データのフォーマットの多種性、データベース統合形式の多種性等の課題

を解決しなくてはなりません。技術の発展にともない、GIS はすでに純粋な関係データ保存

及び空間データ管理の発展の道を歩み始めており、これにより GIS は完全に MIS とシーム

レスな統合を実現する土台が出来上がったと言えます。しかし、GIS が処理するデータは、

空間オブジェクトであり、独特の時空特性を有し、データ獲得の手段も複雑であるため、

いろいろなフォーマットにわたるオリジナルデータが形成されました。それに加え、GIS ア

プリケーションシステムは、長期にわたり個々のアイテムを中心とした孤立状態の中で発

展してきたので、多くの GIS ソフトは独自のデータフォーマットを有するため、GIS のデー

タ共有問題を更に複雑にしています。 

空間データは、データタイプの一種として、一般のデータと同様に分散から統一へと歩

む必要があります。コンピュータの発展過程において、先にデータがシステムに適応し、

各々のシステムは独自のデータフォーマットを有する傾向がありました。データ量の増加

に対応して、データベースシステムが構築されてきました。時代の発展にともない、情報

共有の要求は増加の一途であり、異なるデータベース間でのデータ交換が課題となってい

ます。SQL 及び ODBC の出現は、この難題に比較的満足のいくソリューションプランを提供

しました。 

 

3.2 マルチソース空間データのシームレスな統合 

SuperMap は、マルチソース空間データシームレス統合（Seamless Intergration of 

Multi-source Spatial-data -- SIMS）と呼ばれる技術を実現しました。SuperMap SDB、

MicroStation DGN、SQL Server(エンタープライズ版)、Oracle Spatial(エンタープライズ

版)、Oracle（8i、9i）などのフォーマットを取り込むことができる能力を提供し、現在の

バージョンアップでは AutoCAD DWG、Arc/Info Coverage 等のデータフォーマットに対する

直接アクセスもサポートしております。 
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SIMS とはデータフォーマットの転換無しに、各種データフォーマットへのアクセスがで

きる空間データ統合技術です。SIMS 技術は具体的に以下の特長を持っています。 

各種フォーマットデータへの直接アクセス：これは SIMS 技術の基本機能です。データフォ

ーマットの変換を必要としない為、フォーマットの異なるデータリソースの総合的な利用

に便利です。 

フォーマットを問わないデータ統合：GIS ユーザーはデータ使用時、データがどのようなフ

ォーマットで保存されているか気にすることなく、各フォーマットにマルチ対応するデー

タ統合を実現できます。 

保存場所を問わないデータ統合：大型データベース（例えば Oracle 及び SQL Server）を使

用し空間データを保存している場合、これらのデータはネットワークサーバー、更には Web

サーバーに保存することも可能です。ファィル形式で空間データを保存するの場合、これ

らのデータは一般的にローカルコンピュータにあります。SIMS 技術を利用してデータにア

クセスする場合、ユーザーはデータの保存フォーマット及びデータの保存場所を気にする

ことなく、ローカルコンピュータのデータを操作するのと同様にネットワークデータを操

作できます。 

マルチソースデータ複合分析：SIMS 技術はフォーマットの異なるデータを使用し、直接的

な結合/複合空間分析を行うことも可能です。SIMS は一種の GIS ソフトの中に内蔵された特

殊なデータアクセスシステム構造を打ち出しています。これは異なるフォーマットのデー

タ管理、スケジューリング、キャッシュ（Cache）を実現する必要があり、併せてフォーマ

ットの異なるデータ間での互換操作能力を提供しています。 

 

3.3 SIMS のシステム構造 

SIMS 技術システムは 3 層構造の形を成しています。データカスタマー(Customer)、デー

タエージェンシー（Agency）、及びデータプロバイダー(Provider)からなり、各層は明確に

分業されています。データプロバイダーは、データファイル或いはデータベースに直接ア

クセスし、併せてデータエージェンシーを通して他のモジュールへの使用を提供していま

す。データカスタマー及びデータを使用するモジュールは、通常データの各種分析、処理、

表現を行います。データエージェンシーは、データカスタマーとデータプロバイダー間を

連係させる仲介をします。プロバイダーから来たデータはエージェンシーの仲介を通して

カスタマーに伝わり、データアクセス(或いはデータ消費)を 1回行います。1回のデータ消

費行為は新しいデータ（例えば：オーバーレイ分析が生成した新しいレイヤー、バッファ

区域分析が生成したバッファ区域ポリゴン等）を生成する可能性があります。これらの新

しいデータもエージェンシーを通してプロバイダーに伝えられ、プロバイダーが保存作業

を完成します。 
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図 3－1 マルチソース空間データシームレス統合の 3層構造 

 

3.3.1 データカスタマー 

データカスタマーとは、GIS ソフトの中のデータを使用や消費する部分であり、それには

トポロジー処理、マップ表示、空間分析、3D 表現、主題図作成、データ変換、製図アウト

プット等のモジュールを含みます。これらのモジュールはデータを使用するデータカスタ

マーです。 

データカスタマーは、データ保存のファイル或いはデータベースと直接関係を持たず、

データへのアクセスはすべてデータエージェンシーを通して行われます。 

 

3.3.2 データエージェンシー 

データエージェンシーは、データカスタマーとデータプロバイダーを連係させる役割をし

ています。エージェンシーは、プロバイダーからのデータをカスタマーに伝え、使用させ

る役割を担っており、またカスタマーが生成した新しいデータをプロバイダーに伝え保存

させます。 

SIMS 技術の中のデータエージェンシーは、バーチャル空間データエンジン (Virtual 

Spatialdata Engine) であり、このエンジンはデータアクセスのフレームを定義していま

す。しかし、具体的なデータアクセス機能を実現していません。したがってこのエンジン

はバーチャルなものです。 
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3.3.3 データプロバイダー 

データプロバイダーとは、データファイルあるいはデータベースに直接アクセスするモ

ジュールを指し、これらのモジュールはデータを獲得し、またエージェンシーを通してカ

スタマーに提供します。また、戻されたデータをファイルやデータベースに保存します。 

SIMS は多種にわたるフォーマットのデータにアクセスする機能を提供しています。各デ

ータフォーマットに対するアクセスは、 終的に空間データエンジン(Spatialdata Engine)

を通して行われます。データプロバイダーは、一組の空間データエンジンから成り立ち、

各エンジンはそれぞれ対応するデータフォーマットにアクセスする役割を担っています。

例えば、SQL ServerエンジンはSQL Serverの中に保存されている空間データにアクセスし、

Oracle Spatial エンジンは Oracle Spatial データベースにアクセスします。 

 

 

3.4 SuperMap における SIMS 技術の応用 

SuperMap は、異なるアプリケーションの需要に対応するため、GIS データを多種にわたる

方法で保存・管理する機能を実現しました。他の GIS ソフトのファイルフォーマット（例

えば：Oracle Spatial）をサポートするほか、SuperMap が独自定義した方式もあります。

例えば、それは Access MDB データベース、SQL Server データベース及び OLE 複合ドキュ

メント（SuperMap SDB ファイル）などです。 

これらの保存形式は、色々な応用に適しています。MDB 及び SDB データは、通常ローカル

に保存され、SQL Server、Oracle データベースはネットワ－クサーバーに保存されます。

したがって SuperMap は、SIMS 技術を使用して分析やデータ処理を行う時、どんなデータフ

ォーマットであるか、またどこに保存されているかということは、問題となりません。 

 

3.4.1 SDB エンジン 

SDB(SuperMap Spatial Database)エンジンは、SuperMap が独自定義したフォーマットの

中で唯一のファイル型空間データエンジンです。このエンジンは、従来のファイル＋デー

タベースという複合保存方式を採用しています。SDB エンジンのデータプロジェクト 1つに

は 2つのファイルが含まれています。SDB のファイルは、OLE コンポジットドキュメント技

術を採用して空間データを保存します。一方 SDD のファイルは、属性データベースであり、

Access の MDB データベースフォーマットを採用しています。SDB ファイルは複合ドキュメ

ント技術を採用しているため、1つの SDB プロジェクトの中で、データセットを多数保存で

きる機能を提供しています。この点において Arc/Info Coverage、MapInfo Table ファイル

等の技術と異なっています。SDB は、主に中型･小型システム及びデスクトップアプリケー
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ションに向いており、効率アップを目的としています。 

 

3.4.2 DGN エンジン 

DGN エンジンもまたファイルに基づく空間データエンジンであり、SuperMap の中で実現

された、他のソフトのデータフォーマットへのアクセスを初めて実現したエンジンです。

DGN エンジンは、MicroStation DGN データファイルに直接アクセスする機能を提供してい

ます。DGN は、CAD データフォーマットであり、保存可能な幾何オブジェクトのタイプは多

種類で、さらに複雑なため DGN エンジンを実現するのは困難なことでした。 

MGE のユーザーの多くは、MicroStation 製図を使用しているので、ユーザーの多くは大量

の DGN データを所有しています。これらのデータを他のフォーマットに変換すると通常デ

ータサイズは巨大になり、多くの情報を損失しやすくなるので、DGN エンジンの開発は非常

に重要な意義がありました。SuperMap 商品の正式リリース前から、すでに多くのユーザー

がこの DGN データエンジンに、大きな関心をもってくれました。 

DGN エンジンは、完璧に DGN フォーマットを解明しており、その上アクセス速度は

MicroStation 自身を超えることができました。 

 

3.4.3 AutoCAD エンジン 

AutoCAD エンジンは、ファイルに対するアクセスエンジンであり、SuperMap の中で次に

実現されたエンジンです。DWG データファイルに直接アクセスする機能を提供しています。

また、CAD 交換ファイルの直接アクセスする機能も提供しています。 

初期段階では、数多くの GIS プロジェクトは AutoCAD を使用して図面作成し、DWG データ

で保管していました。DWG ファイルのバージョンが多く、インポートする場合に面倒な作業

を行い、インポートされないデータもあります。AutoCAD エンジンを使用すると直接に

AutoCAD ファイルをアクセスすることが可能です。 

 

3.4.4 MDB エンジン 

MDB エンジンは、ある種のデ－タベースエンジンであり、Access の MDB データベースをデ

ータ保存の媒体としており、Microsoft の Jet データエンジンに基づき実現されています。

MDB エンジンは、空間データと非空間データを同一の MDB データベースに保存しており、空

間データと非空間データのシームレスな統合を実現しています。同時にデータの保護にも

便利です。MDB ファイル 1 つの中に多数のデータセットを保存することが可能であり、SDB

と同様に MDB エンジンは、中小型のデスクトップアプリケーションシステムに向いていま

す。1つの MDB 大容量は 1GB です。 
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3.4.5 SQL Server エンジン 

これは大型データベース SQL Server の関係データベースに基づく空間データエンジンで

す。このエンジンは、マイクロソフトが提供した開発キット DB Library を採用して実現し

ています。SDB、MDB エンジン同様、このエンジンは SuperMap 独自定義したデータ構造を採

用しています。SQL Server エンジンは、大型空間データアプリケーションの作成に適して

います。 

 

3.4.6 Oracle Spatial エンジン 

Oracle Spatial もまたある種の純関係データベースに基づく空間データエンジンであり

ます。前述した 3 種のエンジンと異なるのは、Oracle Spatial エンジンのデータ構造は、

Oracle Spatial の空間データ保存形式を採用していることです。Oracle Spatial は現在の

ところ TIN、DEM 等の 3D データ保存に対するサポートをしておらず、機能に制限がありま

す。Oracle Spatial エンジンは、大型空間データのアプリケーション作成に適しています。 

 

3.4.7 Oracle エンジン 

 Oracle Spatial の空間データエンジンは TOPO 関係、TIN、DEM 等の 3D データ保存に対す

るサポートをしておらず、機能に制限があるために、SuperMap は Oracle RDBMS に基づいて

Oracle エンジンを開発しました。Oracle エンジンは、大型空間データのアプリケーション

作成に適しています。 
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4. SuperMap におけるオブジェクト関係 

マップ、ワークスペース、3D、トポロジー、凡例等のコントロール以外に、SuperMap は、

一連のプログラミング可能なオブジェクトを提供しています。コントロール自身もある種

の特殊なオブジェクトです。これらのコントロール、オブジェクト及びインターフェース

によっては、完全な 2 次開発システムが構築されており、複合的オブジェクト指向の 2 次

開発が可能になったのです。 

SuperMap を使用して GIS アプリケーションの開発を行う前に、SuperMap の各オブジェク

ト間の関係を理解する必要があります。SuperMap オブジェクト構造図は、オブジェクト間

の相互関係を記述しています。より分かりやすいように、SuperMap はオブジェクト指向に

よく使われる記号で SuperMap のオブジェクト関係を表しています。 

 

4.1 オブジェクト指向の方法におけるオブジェクト関係図 

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

図 4-1 に示すように、SuperMap における上のクラスと下のクラスとの継承関係を、三角

形シンボルで表します。 

                

図 4-1 SuperMap 幾何オブジェクト間の継承関係 

 

4.1.2 集合関係（Aggregation, Is-Composed-of 関係） 

集合関係は、オブジェクト間の構成関係を表示し、菱形シンボルで表示されます。構成

関係のシンボルは、実際の状況にしたがって、更に 3 種のシンボルに細分化できます。た

とえば A タイプオブジェクトが B タイプオブジェクトとその他のオブジェクトから構成さ

れる場合，下記 3 種のシンボルによって A タイプオブジェクトと B タイプオブジェクト間

における可能な関係を表示することができます。 
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図例 説明 

 1 つの soLayer（レイヤーオブジェク

ト）は 1つの soDataset（データセッ

トオブジェクト）を含みます。

soDataset(データセット)はデータ

保存のオブジェクトであり、soLayer

はマップのレイヤーオブジェクトで

す。2者には密接な関係があり、1つ

のデータセットをマップに加え、表

示する時に、このマップのレイヤー

が 1 つ増えることになります。レイ

ヤーは即ち表示属性を与えられたデ

ータセットなのです。これらの属性

には表示スタイル(Style)と主題図

が含まれています。1つのレイヤーは

1 つのデータセットにのみ対応して

いるのです。 

 1 つの soPJCoordSys（座標系オブジ

ェクト）は 0 個あるいは 1 つの

soPJGeoCoordSys（球面座標系オブジ

ェクト）を含んでいます。もし、普

通の建築平面図・機械組み立て図等、

soPJCoordSys タイプが普通の平面直

角座標系ならば、soPJCoordSys オブ

ジェクトは soPJGeoCoordSys オブジ

ェクトを含みません；もし、 

soPJCoordSys のタイプが球面座標系

ならば、そのデータは地球の形状と

関係があります。したがって投影系

の依拠する球面座標系 

(soPJGeoCoordSys)を指定しなけれ

ばならず、それによって地球の半径、

扁平率などを表します。 

soLayer soDat aset

soPJCoor dSys soPJGeoCoor dSys
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 1 つの soRecordset（レコードセット

オブジェクト）には 0 個或いは複数

の soGeometry（幾何実体オブジェク

ト）を含みます。 

レコードセットはデータセット

（soDataset）の中から Query あるい

は QueryEx 方法を使い検索したレコ

ードセットです。レコードセットは

幾何オブジェクトを含まないかもし

れないが、もし幾何実体オブジェク

トを含むならば、その中の各レコー

ドには幾何実体オブジェクトが 1 つ

あるはずです。したがって 1 つの

soRecordset は 0 個或いは複数の

soGeometry を含みます。 

図 4-2 SuperMap オブジェクト間の 3種の集合関係 

soRecor dset soGeomet r y

 

4.1.3 相関関係（Association） 

相関関係とは、オブジェクト間における論理上及び概念上の関係を表し、実線で表示さ

れます。例えばスポーツ選手とバスケットボールとの関係、サーバーコンピュータとクラ

イアントコンピュータとの関係などです。 

 

 

図 4-3 SuperMap 幾何オブジェクト間の相関関係 

soDat aset Vect or soOver l ayAnal yst

 

 

4.2 SuperMap ActiveX コントロールオブジェクトの主要機

能 

OCX コントロール方式により提供される SuperMap の強力な GIS 機能は、専門家と非専門

家のどちらにもに通用する GIS ソリューションです。下にそれらの基本機能を簡単に紹介
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します。 

4.2.1 SuperMapLib ライブラリ 

SuperMapLib ライブラリは、SuperMap コントロールと SuperWorkSpace コントロールの、

2 つのコントロールが含まれています。この他にも多くのオブジェクトが含まれています。

このライブラリに含まれる機能は下記の通りです。 

 SuperWorkSpace コントロールはデータソース、データセット及びマップを管理する

機能を持っています。ワークスペースは、新規作成、開く、閉じる及び保存、デー

タセットの新規作成、開く、削除、名前の変更、データセットのコピー、クリッピ

ング、インポート、エクスポート機能を実行します。 

 SuperMap コントロールは豊富で便利な投影座標系を提供しています。様々なレベル

のニーズに応えられるように、投影系を持たない平面座標系や直接経度緯度座標を

使う球面座標系も提供しています。 

 SuperMap コントロールは強力なデータフォーマット変換機能を持ち、市場で流通し

ている GIS データ交換ファイルに対する変換や、リモートセンシング画像処理ソフ

トの画像フォーマットを変換する機能を提供しています 。 詳細については下記 5.1

節の機能紹介の部分をご参照ください。 

 SuperMap コントロールはスマートスナップと強力なマップ編集機能を持っています。

SuperMapLib ライブラリはポイント、ライン、ポリゴン、テキスト等に対する編集機

能を提供し、同時にベクタレイヤー、3D レイヤー、画像などに対してアクティブな

編集機能を持っています。 

 SuperMap コントロールの GRID 解析装置は強力なモデリングと解析能力を有し、ポイ

ント、ライン、ポリゴン及び TIN よりグリッド（GRID）モデルを生成させることが

できます。GRID モデルは数値標高モデル、つまりグリッド DEM を含む 3D ビジュアル

化の方法を通じて表現することができます。同時に GRID 解析装置は GRID より等直

線、ポリゴン及び 3D 正射画像を生成する能力を持っています。 

 SuperMap コントロールの空間解析では GIS で良く使う各種基本機能を提供していま

す。これは、幾何解析、バッファ解析、オーバーレイ解析及びネットワーク解析な

どです。 

 SuperMapLib ライブラリのラインスタイル編集は数十種の基本ラインスタイルを提

供します。これを基にユーザーは新しいラインスタイルの編集と作成が可能です。

ユーザーはまた、外部のファイルから既存のラインスタイルを直接読み込むことも

可能であり、ラインライブラリの中から不要なラインスタイルの削除もできます。

以上の操作結果は全てラインスタイルライブラリの中に保存できます。 

 SuperMapLib ライブラリのシンボル編集はシンボル作成と編集機能を提供し、シンボ

ル編集を利用してユーザーが必要とする形状のシンボルを作成できます。 
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 SuperMapLib ライブラリの主題図作成オブジェクトは、個別値主題図、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

などの様々な形式の主題図作成方法を提供し、ユーザーは必要に応じて自由に選択

して使用することができます。 

 SuperMapLib ライブラリにおける大容量画像データ処理オブジェクトは，数千ギガ

（G）サイズの画像データの読み取りをし、拡大や縮小そして移動ができます。この

オブジェクトは、MrSID と ECW の 2 種類のフォーマットをサポートします。ECW フォ

ーマットの画像に対しては、更に圧縮を行うこともできます（SoToolKit オブジェク

トの CompressECW 方法を使います）。プロジェクトを実行する中で常用する画像とベ

クタマップ、画像と画像のレジスタは全て SuperMapLib ライブラリで完成できます。 
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図 4-4 SuperMap データアクセスと空間解析オブジェクト構造図 
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図 4-5 SuperMap データビジュアル化オブジェクト構造図 
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図 4-6 SuperMap 幾何実体オブジェクト構造図 
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図 4-7 SuperMap 投影オブジェクト構造図 

 

4.2.2 SuperLegend コントロール 

SuperLegend は、凡例コントロールであり、関連するマップコントロールの中のレイヤー

構造および主題図などのビジュアル化の配置を正確に表現するだけではなく、マップウィ

ンドウの中のデータセットに対して優れた管理能力を提供しています。例えば表示、編集、

選択及び背景等のスタイルをコントロールするなどです。ユーザーはマップ表示ウィンド

ウのオブジェクトのスタイル(ラインの太さ、色、ラインスタイル、ポリゴンのフィルカラ

ーとフィルパターンなど)を設定できます。SuperLegend コントロールは、主題図ウィザー

ドも提供しています。 

 

4.2.3 SuperTopo コントロール 

このコントロールは自動トポロジーと段階別トポロジーの 2 種類の状況を区別して処理

することができます。自動トポロジーとはユーザーが一括でトポロジー処理を行うことで

あり、段階別トポロジーとはトポロジー関係の確立をステップごとに処理し完成させるこ

とです。また部分的トポロジー処理のみ必要とする操作にも用います。トポロジー処理機

能は、アークのインターセクション、冗頂点除去、隣接ノード結合、完全オーバーラップ

 35



ライン削除、Overshoots 除去、Undershoots 延長、false ノード結合、ネットワークトポロ

ジー作成、ポリゴントポロジー作成、トポロジーのエラー情報生成などを含みます。 

 

4.2.4 Super3D コントロール 

このコントロールにおいて、3DAnalys は 2D ポイント、3D ポイント及び等値線より TIN

を生成する能力を有し、また TIN より等値線を生成する能力も持っています。この他にも、

このコントロールは 3D 画像に対し、拡大、縮小、移動、反転、高度さ設定、及び全図復元

表示等の機能も提供し、可視化域分析、洪水・浸水のシミュレーションとデザイン設定等

の 3D 機能を持っています。 

 

4.2.5 SuperLayout コントロール 

このコントロールは、マップの新規作成、開く、閉じる、保存、印刷などができ、また

ライン（線分）、アーク、ポリライン、矩形、丸角矩形、楕円、ポリゴンなどを描くことも

できます。更にテキスト注釈、表の挿入も可能です。特殊なラインやシンボルを作成した

い場合、SuperMapLib ライブラリのシンボル編集で必要なシンボルを作成した後、更に作成

するマップの中に加えます。ラインスタイル編集を用いてラインスタイルを変更し、必要

な任意のラインスタイルを作成することもできます。 
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図 4-8 SuperMap レイアウトオブジェクト構造図 

作成した図形に対しては、コピー、切り取り、選択及び削除等の操作ができ、図形の組

み合わせ及び分解もできますし、マップに対して拡大、縮小及びスクロール操作も行うこ

とができます。更に、マップに対してレイアウト設定もできます。 
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5. SuperMap システム機能紹介 

5.1 SuperMap 投影座標系 

5.1.1 なぜ投影を使用するのか？ 

地球という楕円体の表面は曲面ですが、地図は通常平面の紙の上に描かれます。したが

って、製図の時、先ず曲面を平面に広げなくてはなりませんが、球面は広げることができ

ない曲面です。言い換えれば、これを直接平面に広げる場合、必ず亀裂又はしわが生じる

ことになります。このような亀裂又はしわのある平面から地図を作成するのは、明らかに

実用的ではありません。したがって、特殊な方法を用いてこの曲面を広げ、亀裂又はしわ

のない平面にしなければなりません。そこで、地図投影理論が生まれたのです。その基本

原理は次の通りです。つまり球面上のあるポイントの位置はその経緯度によって決められ

るので、実際投影する時に、先ず経緯線の交点の一部を広げて平面に描き、更に同じ緯度

経度のポイントをつなげて子午線とし、同じ緯度のポイントをつなげて平行圏として、子

午線平行圏網を構築します。下図に示すように、この子午線平行圏網があれば、経緯度に

基づき、球面上のポイントを経緯線網上の相応する位置に描くことができます。 

 

 

 

 

 B’ 

                    B n3 

 C’ 

       A C  n3 n2 

 A’ 

 n2 

m4 n1 

m3 n1 

 m2 

 m1 m4  m3  m2      m1 

 

。したがって、

図 5-1 経緯度に基づき球面上のポイントを平面上にシフトする。 
(a) (b) 

         

多くの分析技術とデータは 2 次元又は平面座標に対し設計されています
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地

5.1.2 どのように投影するのか？ 

5.1.2.1 投影の相関概念 

、地図の投影方式、投影パラメータ、座標ユニットと球面座標より構成さ

れ

図の投影を利用して 3 次元の地理座標を平面座標に変換する必要が往々にして出てきま

す。いわゆる地図投影とは、特定の数学方程式によって、経緯座標（λ，φ）を平面座標

（X，Y）に変換することです。3次元座標を 2次元座標に変換する場合は、ねじれて変形す

ることになりますが、地図投影はこのような変形を軽減する為に利用されています。 

 

（1）座標系 

投影座標系は

ます。SuperMap はユーザーが直接使用できるように、多くの投影系を提供しているばか

りでなく、またユーザー自ら投影系を作成することもできます。 

（2）球面座標 

球面座標は、地球表面に存在する 3D オブジェクトの位置を表記するために使います。オ

ブ

れ、ゼロ度緯線でもあります。垂直軸のゼ

ロ

）とされ、これにより地球は 4つのコッド

は、通常球体又は楕円体によって表されます。計算の利便性を図る

た

ジェクトの具体的位置は、その経緯座標によって決まります。経緯線は、普通｢度｣で表

示し（必要な場合はラジアンで表示）、経緯度は地球の中心から地球表面までの相応する位

置の角度の大きさで表示されます。球面座標において、水平の平行線は東西方向を表し、

平行圏と呼ばれ、垂直の平行線は南北方向を表し、子午線と呼ばれます。地球を囲むこれ

らの網の目は子午線平行圏網と呼ばれます。 

両極間の中間位置にある水平軸は赤道と呼ば

度経線はグリニッジ子午線と呼ばれます。大部分の座標系において、グリニッジ子午線

とはロンドンのグリニッジを通過する経線を指しています。その他一部の国が使用する子

午線には Bem, Bogota, Paris 等があります。 

 グリニッジ子午線と赤道との交点は起点（0,0

ラント（Quadrant）に分けられます。グリニッジ子午線の左右両側は東西半球であり、赤

道両側は南北半球です。 

（3）楕円体と球体 

地球の形状と大きさ

め、場合によって地球は球体と見なされることもあるが、ほとんどの場合それを橢円体

と見なします。通常、地図の縮尺が 1：1,000,000 を下回る時は、地球の形状を球体と仮定

しています。というのは、このスケールにおいては、球体と楕円体との相違を殆ど区別で

きないからです。しかし、1：1,000,000 以上の高精度が要求される場合、地球に近い楕円

体を使用しなければなりません。楕円体は楕円を基礎にするので、地球は 2 つの軸をもっ

て球体の大きさを表します。すなわち、長軸（赤道半径）と短軸(極地半径)です。通常は、

地球の長軸と地球の扁平率により地球楕円体を表示します。地球の扁平率は地球の扁平度

を表し、その値は地球の長半径と短半径の差を長半径で割ったものです。つまり値が大き
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いほど地球はより偏平で、値が小さいほど地球は球状に近いことになります。 

人々はこれまで数え切れない程多くの測量を重ねてきましたが、地球の形状は不規則な

た

半軸 6,378,206.4

メ

地球のサイズと形状を表しているだけです。地球上のオブジェクトの具体

的

利

1.2.2 地図投影の定義 

は地球楕円球面上における子午線平行圏網を一定の数学的法

則

め、いままでに様々な形状の楕円体が出現してきました。しかし、地球全体の形状を精

確に表現できる球体は 1 つもありません。したがって、応用する時には各国或いは地域の

具体的状況に基づき、適切な地球楕円体を選択する必要があります。 

例えば、北米大陸では一般にクラーク 1866 橢円体 (Clarke 1866: 長

ートル，短半軸 6,356,583.8 メートル) を使用しております。 

（4）測地系 

地球楕円体は

な位置を更に正確に描くために、測地系を取り入れなければなりません。測地系は地球

上の原点の緯度、経度および現方位を天文観測から、また、ジオイドからの高さを平均潮

位測定から求めて、地球楕円体の位置を地球に結びつけ、この楕円体に基づいて任意の地

点の緯度、経度を、またジオイドからの高さによってその地点の標高を表記しています。 

地表オブジェクトの座標はいずれもその橢円体の中心に相対しています。現在広範囲に

用されるのは WGS84 であり、これは測地系の基本とみなされています。AD27 が北米大陸

に適用され、ED50 がヨーロッパ大陸に適用されるように、異なる測地系が各国、各地域に

適用され、1つの測地系がすべての地域に適するわけではありません。 

 

5.

端的に言うと、地図投影と

に基づき経緯線網にシフトすることです。具体的に説明すると、球面上のあるポイント

の位置は球面座標（緯度ϕ 、経度λ ）で表示されますが、平面上のポイントの位置は平面

直角座標（縦座標 χ 、横座標 y）或いは極座標（極径 ρ 、極角δ ）で表示されます。した

がって、地球表面上のポイントを平面にシフトしようとする場合は、数学的方法を用いて

球面座標と平面直角座標又は極座標との関係を確定しなければなりません。この球面と平

面の間にポイント間の関数関係を確立するという数学的方法を地図投影と言います。 

5.1.2.3 地図投影の分類 

地図投影は、下図のように投影面の相違により、方位投影、円筒投影、及び円錐投影に

分けることができ、投影軸が地軸と一致する場合を正軸法、直交する場合を横軸法、斜交

する場合を斜軸法と言います。 
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 正軸法 横軸法 斜軸法 

方
位 

 
 

円
錐 

  

円
筒 

 

 

 

図 5-2   地図投影の分類例 

 

5.1.3 地図投影の選択と設計 

5.1.3.1 製図区域の大きさ、形状と地理的位置の影響 

区域では、どのような投影

方

一般に対象区域が大きいほど投影の選択は複雑になり、小さい

法を採用しても変形は少なくなります。例えば中国の 大地域、新疆ウイグル自治区を

例にすると、その地域の大きさは、地球の表面全体に比べれば、「大きくない」ので、この

地域のためにどのような投影法を選択しても問題ありません。しかし、世界地図、半球地

図、各大陸及び海洋地図等は、その範囲が非常に広いので、投影による変形も極めて大き

くなります。このため考慮が必要な投影法は非常に多く、投影の選択を複雑にしています。
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対象区域の大きさは、投影による 大変形値に基づいて確定します。 

一般には、対象区域の面積が 500 万～600 万平方㎞を超えない、或いは投影で使用される

長

に対し影響を及ぼすほか、対象区域の形状、地理的位置も、

各

用に

適

 

5.1.4 SuperMap の地図投影 

5.1.4.1 投影系 

影系は明確な定義によって、開放された C++言語 API を利用して、地

図

系の作成や相互間の転換、さらにこれらを完全なシステムの

中

テムは以下のモデルを採用しています。このモデルは座標系を

構

さの変形が 0.5%以内は許容範囲とし、対象区域における投影の長さの変形が 3%を超える

時は許容範囲外としています。 

対象区域の大きさが投影の選択

地域が適用すべき投影法を決定づける要素になります。方位図法では、円形の輪郭であ

る区域を表示するのが も適しています。したがって、両極及びその付近の地域は正軸法

を採用し、赤道地域は横軸法を採用し、中緯度地域の場合は斜軸法を採用します。 

例えば、東西方向に沿って伸びる中国、米国等の中緯度地域の場合、正軸円錐法の採

しています。また、インドネシアのように、対象地域が赤道付近に置かれる場合、正軸

円筒法、南米アルゼンチンのように、南北方向に沿って延伸する地域の場合は、一般に、

横軸円筒法と多円錐投影を採用します。さらに、任意の方向へ延伸する地域は斜軸円筒法

を選択します。 

SuperMap の地図投

投影とデータの操作を簡単で一元管理しやすい座標系に分割しています。全ての空間デ

ータは座標系を持っていますが、投影システムには座標系定義と 2 種座標系間の交換とい

う 2 つの用途があります。空間データソースが広汎なため、応用時に適切な座標転換をし

てはじめてデータを正確に表示したり、データベースに保存したりすることができます。

投影システムはいくつか定義済みの座標系を含むだけでなく、ユーザーは自分の座標系を

作成することもできます。 

投影系確立の目標は、座標

に整合させることができるマネージャーエンジンを作り出すことです。このエンジンに

よって、必要となるすべてのデータ構造が受入れられ、そして機能します。 

5.1.4.2 データモデル 

SuperMap の地図投影シス

成する各モジュールを簡素化したものです。 
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投 影 シ ス テ ム

球 面 座 標投 影 ﾊ ﾟﾗ ﾒｰ ﾀ

経 緯 度 原 点測 地 系

準 拠 楕 円 体

座 標 単 位投 影 法

 
図 5-3  SuperMap 投影系のデータモデル 

 

5.1.4.3 SuperMap の地図投影機能 

SuperMap の投影サブシステムは国内外で一般に使用されている基本投影タイプを含んで

おり、これらはユーザーが既存の各種座標系のデータソースを十分利用できるように、球

面座標から投影法に基づき転換され、平面を投影した平面座標及び逆計算して得られた機

能インターフェースを全て持っています。 

現在のところ、ユーザーのために SuperMap は数多くの投影タイプを提供しています。参

考として以下に 21 種を挙げました。 

 

 正角円錐図法 

 正距円錐図法 

 正積円錐図法 

 平射図法 

 正距方位図法 

 正積方位図法（ランベルト正積方位図法） 

 正射図法 

 心射図法 

 正距円筒図法    

 正角円筒図法（メルカトル図法）    

 正積円筒図法  

 横正角円筒図法（横メルカトル図法） 

 横正距円筒図法   
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 横正積円筒図法   

 ガウス＝クリューゲル図法  

 ユニバーサル（Universal）横メルカトル図法（UTM）   

 擬円錐図法（ボンヌ図法）    

 サンソン図法    

 エケルト図法    

 モルワイデ図法    

 多円錐図法 

 

5.1.4.4 SuperMap 地図投影系使用紹介 

異なる次元、異なるニーズのユーザーに対応するため、SuperMap の投影系は、豊富で便

利な投影座標系を提供するだけでなく、投影系を持たない平面座標系及び直接経緯度座標

を使用する球面座標系も提供します。 

 SuperMap の投影系はユーザー定義系と定義済系という 2 大基本機能をユーザーに提供し

ます。定義済投影系は投影法、投影による球面座標、座標単位及び使用する投影パラメー

タを既に設定していますが、ここではこれ以上の説明は省略します。ここでは、東経 120

度を中央経線とする中国のガウス＝クリューゲル図法を例とし、SuperMap のユーザー定義

システムの使用及び機能を紹介します。 

第 1ステップとして、投影ウィザード・ダイアログ・ボックス（図を参照）を開きます。

その中に下記のような 3つのオプションがあります。 

平面系システム：CAD 図形など、投影と座標変換を必要としないマップに適します。 

経度/緯度システム：経緯度により表示されます。 

投影系（投影システム）：平面座標系で表示と操作を必要とするマップに適します。ま

た、異なる投影方式の多種にわたるデータ・ソースに対し、投影系間の相

互変換を行うこともできます。 

Projected System を選択し、投影タイプからユーザー定義投影を選択し、「次へ」をクリ

ックします。 
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図 5-4 投影システムタイプを選択  

 

第 2 ステップとして、図のように、投影方式 で Gauss_Kruger を選択します。 

図 5-5 投影法の選択 

座標単位と球面座標系（地球座標システム）を選択します。 
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図 5-6 球面座標タイプを選択設定 

 

「次へ」をクリックし、図のように、パラメータ設定ダイアログボックスへ進みます。 

図 5-7 投影パラメータを設定 

さらに、図 5-7 のようにユーザー定義の投影法の基本パラメータを設定します。さらに「次

へ」をクリックし、図のようにユーザー定義投影系のプレビュー・ウィンドウへ進みます。 
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4 ステップとして、完成ボタンをクリックし、ユーザー定義投影を作成します。 

5.2 データの出力と入力 

5.2.1 データセット作成 

データセット、属性テーブルデ

タセット及び Traverse データセット等が含まれます。 

 

図 5-8 投影プレビュー 

第

 

 

ユーザーが新たに構築できるデータセットのタイプには、ポイントデータセット、3D ポ

イントデータセット、ラインデータセット、ネットワークデータセット、ポリゴンデータ

セット、テキストデータセット、MrSID データセット、ECW

ー
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図 5-9  新規作成するデータセットのタイプ 

 

5.2.2 他のデータへの対応 

ベクタデータ： 

ファイル名 拡張子 インポート/エクスポート 

AutoCADのDWGファイル *.dwg インポート 

AutoCADの交換ファイル *.dxf 両方 

ArcInfoのCoverageデータ - 両方 

ArcInfoの交換ファイル（ベクタ）*.e00 両方 

ArcViewのShapeファイル *.shp 両方 

MapInfoのTABファイル *.tab インポート 

MapInfoの交換ファイル *.mif 両方 

MicrostationのDGNファイル *.dgn 両方 

Idrisiのベクタファイル *.vec 両方 

GMLファイル *.gml インポート 

G-XMLファイル *.gxml インポート 

 

上記のように、SuperMap は AutoCAD DXF、Arc/Info E00、MapInfo MIF 等のファイルを
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サポートするだけでなく、同時に流行の GIS/CAD ソフトのバイナリをもサポートしていま

す。例えば、表 5-1 の通り Arc/Info Coverage(NT/PC/UNIX)、ArcView SHP ファイル、MapInfo 

TAB、MicroStation DGN 等です。 

 

図 5-10  SuperMap が変換をサポートするベクタデータタイプ 

 

ラスタファイル： 

ファイル名 拡張子 インポート/エクスポート 

ArcInfoのGRIDデータ - インポート 

ArcInfoの交換ファイル（ラスタ）*.grd 両方 

ERDASのラスタファイル *.img インポート 

ビットマップ画像ファイル *.bmp 両方 

JPG画像ファイル *.jpg 両方 

TIFF画像ファイル *.tif 両方 

ECW画像ファイル *.ecw 両方 

MrSID画像ファイル *.sid インポート 

 

上記のように、SuperMap は一般の画像方式をサポートするだけでなく、Erdas IMG、GeoTiff

等プロフェッショナルなリモートセンシング画像方式をもサポートすることができます。

また、ECWと MrSIDの 2種の Wavelet理論に基づいた画像圧縮技術もサポートしています（表

5-1 を参照）。 

 49



 

 

図 5-11  SuperMap がインポート可能なラスタデータ 

 

 

また、SuperMap にも独自の保存方式があり、拡張子名はそれぞれ Sdb と Sdd です。その

うち Sdd ファイルは、MicroSoft Access のデータベースにより直接開くことができます。 
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表 5-1  SuperMap がサポートするデータ方式一覧表 

タイプ 
フォーマ

ット 
ソフト 会社/部門 

DXF AutoCAD AutoDesk 

E00 Arc/Info ESRI テキスト方式 

MIF MapInfo MapInfo 

Coverage Arc/Info ESRI 

SHP ArcView ESRI 

TAB MapInfo MapInfo 

DGN MicroStation Bentley 

ベ

ク

タ 

 バイナリ方式 

VEC IDRISI IDRISI 

BMP -- MicroSoft 

JPG -- 
JPEG (The Joint Photographic 

Experts Group ) 

一般用画像方

式 

TIFF -- Adobe 

Geo-tiff -- -- プロフェッシ

ョナル画像方

式 IMG ERDAS ERDAS 

ECW ErMapper ErMapper 

画

像 

Wavelet 圧縮

方式 MrSID -- LezardTech 

 

 

5.3 マップ編集 

SuperMapはマップウィンドウに表示されているポイント、ライン、ポリゴン、テキスト

に対する編集機能を提供しています。同時にベクタレイヤー、3Dレイヤー及び画像レイヤ

ー等に対して、アクティブな編集もできます。 

マップウィンドウでオブジェクトを追加したり、ノードを編集する時、ユーザーは

SuperMapのスマートスナップ機能の優れた利便性を感じるはずです。追加しようとするポ

イントを既存のポイントと重ならせたり、追加しようとするラインを既存のラインと平

行・垂直に、そのライン上、あるいは延長線上に移動させる際、それ自体の水平、垂直等

の特性が満たされていれば、システムはアイコンによりユーザーに機能を提示します。こ

うして、マップ編集の精度と効率を大幅に向上させ、煩雑で細かい操作も簡素化したため、

ユーザーは迅速に業務を行うことができます。 
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SuperMapのマップ編集の基本機能は以下の通りです： 

 ポイントを増やす。 

 ラインを増やす（ライン（線分）、ポリライン、アーク、曲線）。 

 ポリゴンを増やす（矩形、丸角矩形、平行四辺形、円、楕円、斜楕円、ポリゴン）。 

 注釈テキスト（飾り文字を含む）。 

 特殊なラインを作成する。ライン編集を使用して既存のラインスタイルを変更す

ることもできるし、任意に新しいラインを作成することもできる。 

 特殊なシンボルを作成する。SuperMapLibライブラリのシンボル編集で必要なシン

ボルを作成した後、作成するマップの中に加える。 

 選択（矩形、円選択）、コピー、切り取り（矩形・ポリゴン・円形クリップ）及び

オブジェクト削除。 

 オブジェクトのコピー、インターセクト(Intersect)、ユニオン(Union)、差し引

き、XOR、ラインによる分割及び複素オブジェクトの分解。 

 オブジェクト・タイプ変換（ポリゴン⇒ライン、ライン⇒ポリゴン） 

ラインの構造タイプは多種多様であるので、ラインからポリゴンへの変換は、

トポロジー処理されたラインにのみ適用され、一部のライン（例えばNon-Closure 

Line）はポリゴンに転換できません。具体的には、自動トポロジー又は段階的ト

ポロジー処理を使用します。自動トポロジーを使用する場合、ダイアログボック

スで、「トポロジー作成」を選択します。段階的トポロジー処理を使用する場合、

先ず上記の「アーク交点」等のステップを行い、 後に「トポロジー作成」のス

テップを実行します。但し、トポロジー処理はオリジナル･データを変更すること

があります。この場合の変更は、ユーザーが指定した許容誤差内（即ちデータセ

ット許容）になります。 

 オブジェクトイメージ（水平、垂直、左上角、右上角）。 

 

 

図 5-12 ポリゴンオブジェクト・ユニオン(Union) 
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図 5-13 ポリゴンオブジェクト・インターセクト(Intersect) 

 

 

図 5-14 幾何オブジェクト座標の精確編集 

 

 

5.4 スマートスナップ 

ユーザーがマップの編集及び作成を行う時、特定の要求に基づき、ポイントやラインな

どの図形を描きたいということが多々あります。しかし、こうした要求を満たすことは、

いままで容易なことではありませんでした。もし、コンピュータにより自動的にチェック

され、拡大表示されれば、大いに負担が軽減されることになると考え、SuperMapは実際の

プロジェクトにおけるこれらのニーズを考慮に入れ、ユーザーにスマートスナップ機能を

提供することにしました。具体的な機能は以下の通りです。 

 

◆ 追加するポイントを他のポイントと重ね合わせる 
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◆ 追加するポイントを他のポイントの上に合わせる 

◆ 追加するラインを他のポイントと交差（Cross）させる 

◆ 追加するラインをラインの中間点に置く 

◆ 追加するポイントをラインの延長線上に置く 

◆ 追加するポイントを他のオブジェクトと水平及び鉛直にする 

◆ ラインとラインの間を任意の角度にする（例えば 90 度、60 度） 

◆ 追加するラインを水平又は垂直にする 

◆ 追加するラインを他のラインと垂直にする（延長線を含む） 

◆ 追加するラインを他のラインと平行にする 

◆ 追加するラインの長さを任意の長さにする 

 

これらの機能により、ユーザーは煩わしい作業を簡単に行うことができます。ユーザー

は自由にスナップのオプションを設定でき、また各オプションに対し、優先レベルを設定

できます。 

例えば、追加するポイントを既存のポイントと重ね、追加するラインを既存のラインと

平行・垂直に、あるいはその延長線上に移動させる場合、それ自体の水平、垂直等のある

特性が満たさせていれば、使われるスナップ機能がアイコンにより提示されます。こうし

て、マップ作成の正確性と効率を大幅に高めることができます。SuperMapがサポートする

スナップ機能を表5-2に示しました。 

 

表 5-2  SuperMap スナップ機能一覧表 

追加オブ

ジェクト 
スナップタイプ アイコン表示 

他のポイントに合わせる 

 

ポイント 

他のライン上に合わせる 
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他のラインの中点に合わせる 

 

他のラインの延長線上に合わせる 

 

他のポイントと水平又は垂直の位置

に合わせる 

 

ポリライン追加の際、任意の角度を設

定する 

 

他のポイントに合わせる 

 

ライン 

水平、垂直に追加する 
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他のラインと平行にする 

 

他のラインと垂直（延長線を含む）に

する 

 

任意の長さに設定する 

 

 

SuperMap はまたスナップのオプション設定を提供しています。スナップの優先レベルを

定義し、特定のスナップを許可又は禁止することができます。（図 5-15）  

 

図 5-15 
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図 5-16 

  

図 5-17 

 

5.5 マルチ・ソース空間データベースの保存と管理 

SuperMap は異なるデータベース（例えば、Microsoft Access MDB、SQL Serve、Oracle

等）の空間データの保存と管理をサポートし、1つのデータベースファィルの中に空間デー

タ、属性データ、マルチメディア・データとその他の関係データを同時に保存する能力を
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提供しており、空間データと属性データの真の意味でのシームレスな統合を実現しました。 

   

図 5-18 SuperMap コンポーネントが他のコンポーネントと結合して応用システムを集成する

 

SuperMap のデータ・アクセスは、マルチソース空間データ・シームレス技術（Seamless 

Integration of Multi－source Spatial－data,SIMS）を採用し、複数の形式（例えば、

SuperMap SDB ファイル、Access MDB データベース、SQL Serve、Oracle 等）で空間データ

を保存・管理することができ、また、異なるデータソースから来た複数のデータセットを

使用して複合的な解析をも行うことができます。 

 

SuperMapのSIMS技術の特徴は： 

■マルチフォーマットデータの直接アクセス 

■フォーマットを問わないデータ集成 

■保存場所を問わないデータ集成 

■マルチソースデータの複合解析 

 

SIMS 技術により、ユーザーは異なるタイプ、異なるソースのデータを使用する時、まる

で同一のデータソース中のデータを使用するのと同じように、タイプ、ソース及び保存場

所の違いを全く感じません。 

 

 

5.6 トポロジー関係の確立と処理 

SuperMap は、実体間の空間トポロジー関係を構築する機能を内蔵し、ユーザーが地理空

間データに対してトポロジーエラーのチェックと処理を行うための完全なトポロジー編集

と処理能力を提供しています。 
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◆ダングル、重複ライン、ポリゴンのチェック、表示とクリア 

◆ノードタイプの識別（一般ノード、仮ノード、ダングルノード） 

◆アークのインターセクション 

◆ロングダングルの延伸 

◆仮ノードの結合 

◆ポリゴン作成 

◆ネットワーク作成 

 

5.6.1 トポロジー処理の基本概念 

トポロジー関係とは空間位置上における地理的対象の相互関係で、隣接（touch）、内包（in）、

交差（cross）、部分オーバーラップ（overlap）、分離（disjoint）の 5 種類の基本的なト

ポロジー関係を含みます。これらのトポロジー関係は常に異なるタイプのデータセットに

またがる作業（例えば空間解析）に係わりますが、基本的にはネットワーク・ラインデー

タセット内における各対象のトポロジー関係を主に処理します。これにより、データセッ

トのトポロジーの一致性を確保し、その後の様々なクエリ（Query）と解析に役立たせるこ

とができます。 

 

ノード：1本のポリライン或いはラインの端点をノードと言う。ノードはダングル（Dangle）

ノード、仮（False）ノードと一般ノードに分けられます。 

1 本のポリラインあるいはラインの端点が、その他のいかなるポリラインあるいはライン

の端点とも重複していない場合、この端点はダングルノードと呼びます。また、1本のポリ

ラインあるいはラインの端点が、その他のポリラインあるいはラインの端点と重複し、そ

の重複箇所にこの 2 つの端点が同時に存在する場合、この端点は仮ノードと呼びます。さ

らに、1本のポリラインあるいはラインの端点が、その他の少なくとも 2本のポリラインあ

るいはラインの端点と重複し、且つその重複箇所に 1 つの端点しかない場合、この端点を

一般ノードと呼びます。 

ダングルノード、仮ノード及び一般ノード間の主な区別は、ダングルノードには 1 本の

アーク（ポリラインあるいはラインセグメント）があり、仮ノードには 2 本のアークがあ

ります。一方、一般ノードには少なくとも 3本のアークあります。 

頂点：1本のポリラインの中間回帰点を頂点といいます。注意すべきは、ポリラインのエン

ドは頂点ではなく、ノードであることです。 

ダングル ライン：ダングルノードを有するポリラインあるいはラインセグメントがダング

ルラインです。 

Small Polygon：あるポリゴンの面積がとても小さい場合は、一定の精度の許容範囲内でこ

れを除去することができます。このようなものを Small Polygon と呼びます。 
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ポリゴンレイヤー作成：一般のラインデータセット或いはネットワークラインデータセッ

トからポリゴンデータセットを作成する過程のことです。 

ダングル許容値：ダングル許容値は、トポロジー関係の確立時に、除去できる Overshoots

の 大サイズを指定します。システムデフォルトはレイヤーの範囲の 1/10000 です。 

Fuzzy 許容値：Fuzzy 許容値とは、レイヤーの精度（解像率）であり、頂点（Vertex）とノ

ード（Node）間の 短距離を意味します。つまり、この範囲内の 2 つのポイントは重複し

ていると見なすことができます。Fuzzy 許容値は普通、レイヤー範囲の 1/10000～1/1000000

の間です。マップの精度を確保するため、このシステムのデフォルト Fuzzy 許容値は

1/1000000 です。この値はトポロジーの関係確立に適しています。Fuzzy 許容値は隣接ポイ

ントの結合操作と冗長頂点除去操作に使用されます。 

Grain 許容値：Grain 許容は円、アーク、曲線をポリラインに転換する場合のドット密度取

得のコントロールに使用され、マップの編集に適しています。システムデフォルトはレイ

ヤーの範囲の 1/10000 です。 

Node Snap 許容値：Node Snap 許容はマップの編集に適しています。現在、編集中のポイン

ト或いはラインをレイヤー内の既存のライン（対象のノード）につなげることができます。

この許容値はポリゴンのクローズ及び Overshoots と Undershoots の除去に対し、非常に重

要です。システムデフォルトはレイヤー範囲の 1/10000 です。Node Snap 許容値は

Undershoots の延長操作に使用されます。 

Small Polygon 許容値：Small Polygon 許容値はトポロジー関係の確立をする場合、除去

できる 大の small Polygon を指定するのに使用されます。この許容値は面積単位を使用

します。 
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図5-19  SuperMap トポロジー処理機能 

 

5.6.2 トポロジー処理 

5.6.2.1 アークのインターセクション 

トポロジー関係を確立するには、まずラインオブジェクト交差の計算を行い、交点によ

って順序ごとにラインオブジェクトを多数のラインオブジェクトに分解します。図 5-20 の

通り、一般的に言えば、2次元座標システムの中では、その他のラインと交点を持つライン

オブジェクトは全て交点のところで切断することになります。しかし、実際には状況が違

ってくる可能性があります。例えば、鉄道が道路を横切る時、2次元座標上から見れば、交

差する 2 つのラインオブジェクトですが、実際には、交点のところで分断することはあり

ません。こういう場合には、なんらかの処理を行う必要があります。つまり、2つのオブジ

ェクトにそれぞれ両者の Z 軸方向における位置の属性を付け加えます。海抜高度値や相対

的位置を代表する数値です。2つのラインオブジェクトの高度属性値が異なる場合は、交点

の計算は行われないようになります。 
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図 5-20  アークのインターセクション 

5.6.2.2 冗長点の除去 

ポリライン上のあるポイントの近くに、2つのポイントの頂点が存在し、且つ 2つの頂点

間の距離が Fuzzy 許容値以下の場合、この 2 つの頂点を冗長点と言います。このような冗

長点を識別し消去します。冗長点除去と仮ノード結合の相違点に注意が必要です。冗長点

除去は簡単ですが、この操作によりデータ量を有効に減少させ、データの表示速度と計算

速度をアップすることができます。 

5.6.2.3 重複したラインの消去 

2 つのラインオブジェクトのノードを含む全ての頂点が重なり合う（座標が同じ）場合、

ラインが重複していることになります（オーバーラップ）。ラインの重複の判断には方向は

考慮されません。ラインの重複は、一部重複する 2 つのラインオブジェクトが交差して生

じます。トポロジー確立時に「面積ゼロ」のオブジェクトの発生を回避するため、重複す

るラインオブジェクトについては、その中の 1つのみを留保し、残りは削除します。 

5.6.2.4 ダングルライン処理 

ダングル（Dangle）ラインは、ダングルノードの個数によってsingle dangle-nodeとdouble 

dangle-nodeの2つに分けられ、長さによって、OvershootsとUndershootsに分けられます。

Overshootsは、長さが指定のダングル許容値を下回るラインを指します。Overshootsは、

ダングル許容値の範囲内で、除去することができます。 

Undershootsとは、長さが指定のダングル許容値を上回り、且つdangle-node方向に沿って、

Node Snap許容値が指定した長さを延長した後、その他のラインオブジェクトと交差できる

ラインを指します。Undershootsは、その他のライン（ラインの中間、或いはノードのとこ

ろ）まで延長することができます。 

注意：ロングダングル（長懸垂線）を 1 つの隣接ノードまで延長する場合は、隣接ノード

結合操作を行うことが必要です。SuperMap はバッチ（batch）処理で Undershoots を延長す

ることができます。 
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図 5-21 Undershoots の延長 

5.6.2.5 仮ノード結合 

2つの仮（False）ノードを1つの一般ノードに結合（マージ）することを仮ノード結合と

呼びます。この操作により得られた結果は1つの頂点（仮ノードのところにある2本のライ

ンが明らかに同じ直線上にない）の可能性もあるし、1つのノード（仮ノードにある2本の

ラインが同じ直線上にある）である可能性もあります。 

仮ノードは事実上意味のない場合削除することができ、この仮ノードと接続する 2 つの

ラインを 1 つに結合します（図 5-22）。SuperMap の仮ノードの結合機能は、データセット

中のすべての仮ノードを結合することができます。 

 

図 5-22 仮ノード結合 

5.6.2.6 隣接ノード結合 

ノード間の距離が Fuzzy 許容値を下回る 2 つ以上のノードを隣接ノードと呼びます。隣

接ノードを識別し、それを 1 つに結合する操作を隣接ノード結合と言います。隣接ノード

結合の操作時には、仮ノードが得られることもあるし、一般ノードが得られることもあり

ます。 
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図 5-23 隣接ノード結合 

SuperMap トポロジー・コントロールは、隣接ノード結合のバッチ・プロセス（Batch 

process）処理方法を提供します（図 5-23）。 

注意：アーク交差操作により得られるのは一般ノードです。しかし、隣接ポイント結合操

作を行った場合、仮ノードを得る場合があります。その場合は、隣接ポイント結合操作を

行った後、さらに仮ノード結合の操作を行う必要があります。 

5.6.2.7 トポロジーエラーチェック 

トポロジーエラー情報：SuperMapのラインデータセット属性データ表の中に、「トポロジ

ーエラー（SmTopoError）」というフィールドがあります。その内容は、①ラインオブジェ

クトのスタート・ポイントをダングルノードと表示する。②ラインオブジェクトのエンド・

ポイントをダングルノードと表示する。③ラインオブジェクトの2つの端点をダングルノー

ドと表示する。以上の3つです。 

トポロジーエラー情報は、全てのラインオブジェクトにおけるトポロジーエラー情報の

発生時に使用されます。 

注意：SuperMapはポリゴンタイプのオブジェクトについてはトポロジー関係を確立してい

ないため、トポロジーエラー情報も発生しません。SuperMapトポロジー・コントロールが

提供するCheckErrorsは、トポロジーエラーのチェックに使用されます。CheckErrorsは、

自動的に現在のラインデータセットのためにSmTopoErrorフィールド（SmTopoErrorフィー

ルドが存在しない場合）を作成し、トポロジーエラーコードをSmTopoErrorフィールドの中

に書き込みます。データオペレーターの変更作業に便利なように、単一値主題図確立の方

式により、ライトアップでトポロジーエラーのラインオブジェクトを表示できます。 

SuperMapデスクトッププログラムでは、メニューボックスをクリックするだけでこの操

作を完了できます。 
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5.6.2.8 ポリゴン・トポロジー関係の構築 

上記のトポロジー編集作業を完了した後、トポロジー・コントロールの BiuldPolygons

メソッドを呼び出して、ポリゴンデータセットを生成できます。前述の通り、SuperMap は

オブジェクト指向データ（Object Oriented Data）構造を採用しており、そのポリゴンデ

ータセットの構造は Arc/Info の全トポロジー関係構造と完全に異なっています。したがっ

て、ポリゴントポロジー生成の方式も異なります。SuperMap は一定の方法に従い、ライン

オブジェクト間の関係によってポリゴンオブジェクトを構築し、指定したポリゴンデータ

セットに保存します。 

5.6.2.9 ネットワーク・トポロジー関係の構築 

ネットワーク・トポロジー関係とは、ラインデータセットあるいは、ネットワークライ

ンデータセットを計算し、ラインデータセットのラインオブジェクト間のトポロジー関係

を保存することです。その結果として、新しいネットワークデータセットを生成し、既存

のネットワークラインデータセットを修正、更新します。 

ラインデータセットからトポロジー関係を生成する場合は、データセットにスタート・

ノード（SmFNode）、エンド・ノード（SmTNode）、フォワード抵抗力（SmResistanceA）、逆

方向抵抗力（SmResistanceB）の 4つのトポロジー性質とネットワーク性質を有するフィー

ルドが増加します。ネットワークラインデータセットからトポロジー関係を生成する場合

は、当初のトポロジー関係の更新と修復を行いますが、新しいフィールドは増加しません。 

 ネットワーク・トポロジー関係確立後、新しいネットワーク(Network)データセットが生

成されると同時に、ノードテーブルも生成されます。ノードテーブルは、ネットワークデ

ータセットのサブデータセット(Subdataset)として存在します。 

 ネットワークデータセットは、特殊なラインデータセットであり、ポリ・ポリライン

（Poly-polyline）オブジェクトの存在を認めませんが、一般のラインデータセットは認め

ます。 

 SuperMap のデータ構造は、オブジェクト指向（Object Oriented）パターンにも関わらず、

ライン・オブジェクト間のネットワーク・トポロジー関係を含んでいます。SuperMap はあ

らかじめ Parcel データセットタイプを留保し、ポリゴン、ライン、ノードの 3者間のトポ

ロジー関係を保存することによって、バッチ（Batch）プロセス管理問題の 終解決のため

に技術的基礎を提供しています。 

段階的トポロジー処理を行う時、ユーザーは、まずアークのインターセクションを行う

必要があります。アークのインターセクションは、その他のトポロジー関係処理の前提で

あり、このステップを完了してはじめて、その他のステップに進むことができます。アー

クのインターセクションを先に完了しなければならない以外は、その他のトポロジー処理

の順序は、任意に決めることができます。またトポロジー処理は、グラフィックレイヤー

が編集可能かどうかには関係ありません。 
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5.7 大容量画像処理 

大容量画像処理は、一般の画像処理ソフトウェアの機能だけでなく、以下の様な画像処

理機能を有しています。 

■画像幾何変換：回転、反転、多項式変換やインターラクティブに位置を指定し、ベ

クタデータとラスタデータを合わせてレジスタ画像を作成する。 

■イメージ・ヒストグラム、輝度調整、コントラスト調整、係数計算、画像レイヤー

間の計算、スムージング、シャープネス、エッジ検出等。 

■カラー調整：画素形式変更、カラー合成・分解、リモートセンシング画像のための

カラー色彩調合パレット等。 

その他、SuperMap は、ディスクリート（Discrete）ウェーブ（Wave）トランス（DWT）に

基づく高解像度シームレス・イメージデータベース技術を集成し、大容量イメージデータ

のシームレス統合能力を有しています。しかも高圧縮率、解凍率の選択、早い復元・表示

等の特長を有し、画像のデータ処理量は数千メガ／数万メガまで拡大してあります。 

また SuperMap は、わずかなクオリティの損失だけで、例えば 2.7GB の画像を 90MB に圧

縮し、SuperMap 上で他のイメージレイヤーと重ね合わせたり、それをすばやく表示するこ

とができます。 

 

 

5.8 空間解析 

5.8.1 幾何解析 

A 距離計測 

SuperMap はマップ上で任意のポイント間の距離を直接計測する機能を提供します。実際

にに計測する時、ユーザーはスマートスナップ機能を活かし、計測したい位置（例えば、

ポイント上やライン上で、任意の角度をとったり、水平線や垂直線にする等）を正確に獲

得できます。この機能により、ユーザーは自分の測りたい距離を正確に計測できます。 

 

B 面積計測 

SuperMap は、マップ上で任意のポイントから構成されるポリゴンの面積を直接計測する

機能を提供します。実際に計測する時、ユーザーはスマートスナップ機能を活かし、計測

したい位置を正確にプロットでき、この機能によりユーザーは自分の測りたい面積を正確

に計測できます。 
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図 5-24 マップウィンドウでスナップ機能を利用し

て正確な距離計測を行う 

 

図 5-25 マップウィンドウでスナップ機能を利用し

て正確な面積計測を行う 

 

5.8.2 バッファ解析 

  バッファ（Buffer）解析は、指定された距離に基づき、ポイント、ライン及びポリゴン

オブジェクトの周囲に一定幅のエリア範囲を自動的に確立する解析方法です。例えば、環

境保全等では、汚染されている河川周囲に一定幅の範囲を指定し、汚染されたエリアを表

示します。また空港周辺では、健康への影響を配慮し、一定エリアを非居住区ゾーンに指

定することなどができます。 

バッファ解析をするオブジェクトの幾何形態に従い、ポイント、ライン及びポリゴンの

バッファエリアに分けて、解析を行うことができます。SuperMap は、単一オブジェクトの

ためにバッファを確立して解析できる他、1組のオブジェクトを選択してバッファ解析がで

きます。この場合には 2種類の分析を提供します。1つは各々のオブジェクトのために、そ

れぞれのバッファゾーンを確立します。もうひとつはこの 1 組のオブジェクトを 1 つのイ

ンテジャ（Integer）として、それのバッファゾーンを確立します。以下はポイントバッフ

ァリング、ラインバッファリング、ポリゴンバッファリング解析の例です。 
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図 5-26 ポイントバッファ解析 図 5-27 ラインバッファ解析 

図 5-28 ポリゴンバッファ解析 

 

                             

5.8.3 オーバーレイ解析 

オーバーレイ（Overlay）解析とは 2つのデータセットの間で一連の集合処理を行うもの

です。SuperMap は Clip、Erase、Union、Intersect 及び Identity の 5 種類のオーバーレイ

（Overlay）解析を提供します。 

5.8.3.1 Clip 処理 

Clip 処理は、あるデータセットから一部の特徴（ポイント、ライン、ポリゴン）を取り

出して処理を行います。この場合 Clip データセットは必ずポリゴンデータセットでなけれ

ばなりません。Clip 処理後の出力結果は、ポイントデータセット、ラインデータセット及

びポリゴンデータセットになります。 

Clip 処理を行ったデータセットの属性は、切取られたデータセットのものです。したが

って、データセット内における各特徴の属性は切取られたデータセットの特徴の属性と同

じになります。 
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Clip 処理はオーバーレイ（Overlay）を通じて、新しいデータセットを作り出します。 

この新しいデータセットは、Clip データセットが、切取られたデータセット内の特徴を、

包囲、分割して得られたものです。切取られたデータセットの中では、全ての特徴が切取

り・分割され、結果データセットの中に出力されるのではなく、Clip データセット内に落

ちた特徴のみ、結果データセットの中に出力することができます。 

5.8.3.2 Erase 処理 

Erase 処理は、Clip 処理とは反対に、Clip 処理によりのこされた特徴（ポイント、ライ

ン、ポリゴン）を保留し、Clip 処理された部分を除去します。 

Erase 処理とは、データセットの中にある Erase データセットの特徴と重複する部分を除

去するための操作です。 

Erase 処理の出力結果は、切取られたデータセットから来ています。したがって、ポイン

トデータセット、ラインデータセット及びポリゴンデータセットになります。 

Erase データセットは、切取られたエリアを定義します。切取られたデータセット中の特

徴（ポイント、ライン、ポリゴン）（全部或いはその一部分）は全て除去され、切取られな

かった（特徴ポイント、ライン、ポリゴン）（全部或いはその一部分）は、全て Erase デー

タセットの中に出力されます。 

5.8.3.3 Union 処理 

Union 処理は、2 つのデータセットの結合操作であり、この処理は、2 つのポリゴンデー

タセットの間で使われます。実際に実行する場合、2つのポリゴンデータセット内にあるポ

リゴンは全て結果のデータセットの中に出力され、交差するポイントでポリゴンが分裂し、

Union 処理は、操作上、結合か非結合の 2つの選択をユーザーに提供します。 

結合のオプションを採用する時、Union 処理にかかわった 2つのデータセットの属性テー

ブルにおけるフィールドは、いずれも操作結果の属性テーブルの中に加えられます。 

非結合オプションを採用する場合は、新規に構築した属性テーブルの中で、出力データ

セットの中におけるポリゴンの内部識別記号、ユーザー識別記号、周囲の長さ（Perimeter）、

面積属性及び、2つのポリゴンを生成した旧データセットにおけるそれぞれの内部識別記号

を記録します。その他の属性は、このポリゴンを生成した 2つの対象の属性テーブル（2つ

の旧データセットの中にある）を使用します。 
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1） 結合オプションを採用する場合 

表 5-3 結合属性時の Union 処理後のフィールド表 

フィール

ド番号 
フィールド名 

0 データセットのメイン ID（内部 ID）を出力 

1 データセットのユーザーID を出力 

2 面積 

3 周囲の長さ 

4 結合待ち（あるいは第 1）データセットの内部

ID 

5 結合待ち（あるいは第 1）データセットのユー

ザーID 

… … 

… …結合待ち（あるいは第 1）データセットの全

てのフィールド 

… … 

… 結合（あるいは第 2）データセットの内部 ID 

… 結合（あるいは第 2）データセットのユーザー

ID 

… … 

… 結合（あるいは第 2）データセットの全てのフ

ィールド 

… … 

 

2）非結合オプションを採用する場合 

表 5-4 非結合属性時の Union 処理後のフィールド表 

フィール

ド番号 
フィールド名 

0 データセットのメイン ID（内部 ID）を出力 

1 データセットのユーザーID を出力 

2 面積 

3 周囲の長さ 

4 結合待ち（あるいは第 1）データセットの内部

ID 

5 結合（あるいは第 2）データセットの内部 ID 
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5.8.3.4 Intersect 処理 

Intersect 処理は 2つのデータセットの交差を処理する作業です。2つのデータセットの

共通部分は結果データセットの中に出力され、その他の残る部分は除外されます。 

これら 2つのデータセットの中で、1つは Intersect 処理待ちデータセットであり、もう

1つは Intersect 処理データセットです。Intersect 処理待ちデータセットのタイプはポイ

ントタイプ、ラインタイプ、ポリゴンタイプで構いませんが、Intersect 処理データセット

は必ずポリゴンデータセットタイプでなければなりません。 

Intersect 処理の結果は、2 つのデータセットの重複部分です。Intersect 処理待ちデー

タセットの特徴対象（ポイント、ライン、ポリゴン）は Intersect 処理データセットにお

けるポリゴンと交差するところで分解され（ポイント対象は除外）、分解結果は結果データ

セットの中に出力されます。 

Intersect 処理結果の属性テーブルは、Intersect 処理待ちのデータセットの属性フィー

ルドを含むだけでなく、Intersect 処理データセットの属性フィールドも含みます。 

これも Intersect 処理と非 Intersect 処理という 2つの選択を提供します。Intersect 処

理を採用する場合は、Union 処理にかかわった 2つのデータセットの属性テーブルにおける

フィールドが、操作結果の属性テーブルの中に加えられます。非 Intersect 処理を採用す

る場合は、新規に構築した属性テーブルの中で、データセット出力における各特徴対象（ポ

リゴンとポイントデータセットに対して）の内部識別記号、ユーザー識別記号、周囲の長

さ、面積属性（一般のラインデータセット：長さなどの属性、トポロジー関係を含むネッ

トワークデータセット：スタートノード、エンドノード、左多角形、右多角形の 4 つの属

性を加えます。）及び、元のそれぞれのデータセットにおける内部識別記号を記録します。 

その他の属性は、このオブジェクトを作成する 2 つのオブジェクトに含まれる元の属性

テーブル（2つの元データセットの中）を使用します。 

1）結合オプションを採用する場合 

     

表 5-5 Intersect 処理待ち（あるいは第 1）データセットが 

ポイント又はポリゴンタイプの場合の出力属性テーブル 

フィール

ド番号 
フィールド名 

0 データセットのメイン ID（内部 ID）を出力 

1 データセットのユーザーID を出力 

2 面積 

3 周囲の長さ 

4 交点処理待ち（あるいは第 1）データセットの内部 ID 

5 交点処理待ち（あるいは第 1）データセットのユーザー
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ID 

… … 

… …交点処理待ち（あるいは第 1）データセットの全ての

フィールド 

… … 

… 交点処理（あるいは第 2）データセットの内部 ID 

… 交点処理（あるいは第 2）データセットのユーザーID 

… … 

… 交点処理（あるいは第 2）データセットの全てのフィー

ルド 

… … 

 

表5-6  Intersect処理待ち（あるいは第1）データセットが 

ラインタイプの場合の出力属性テーブル 

フィール

ド番号 
フィールド名 

0 データセットのメイン ID（内部 ID）を出力 

1 データセットのユーザーID を出力 

2 長度 

3 交点処理待ち（あるいは第 1）データセットの内部 ID 

4 交点処理待ち（あるいは第 1）データセットのユーザー

ID 

… … 

… …交点処理待ち（あるいは第 1）データセットの全ての

フィールド 

… … 

… 交点処理（あるいは第 2）データセットの内部 ID 

… 交点処理（あるいは第 2）データセットのユーザーID 

 面積 

 周囲の長さ 

… … 

… 交点処理（あるいは第 2）データセットの全てのフィー

ルド 

… … 
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2）非結合オプションを採用する場合 

表 5-7 Intersect 処理待ち（あるいは第 1）データセットが 

ポイント又はポリゴンタイプの場合の出力属性テーブル 

フィール

ド番号 
フィールド名 

0 データセットのメイン ID（内部 ID）を出力 

1 データセットのユーザーID を出力 

2 面積 

3 周囲の長さ 

4 交点処理待ち（あるいは第 1）データセットの内部 ID 

5 交点処理（あるいは第 2）データセットの内部 ID 

 

表5-8 Intersect処理待ち（あるいは第1）データセットが 

ラインタイプの場合の出力属性テーブル 

フィール

ド番号 

フィールド名 

0 データセットのメイン ID（内部 ID）を出力 

1 データのユーザーID を出力 

2 長度 

3 交点処理待ち（あるいは第 1）データセットの内部 ID 

4 交点処理待ち（あるいは第 2）データセットの内部 ID 

 

5.8.3.5 Identity 処理 

Identity 処理は Union 処理と類似しており、2 つのデータセットに対し、交点処理を行

います。ただ、異なるところは、Union 処理が 2つのデータセットにおける全ての部分を保

留するのに対し、Identity 処理は第 1 データセットの全ての部分を保留するだけで、第 2

データセット（Identity データセットと呼ばれる）における、第 1 データセットと重複し

ない部分を除去します。また、Union 処理にかかわる 2つのデータセットは全てポリゴンデ

ータセットでなければなりませんが、Identity 処理は Identity データセットが、ポリゴン

データセットでさえあればよく、第 1 データセットのタイプはポイントタイプ、ラインタ

イプ及びポリゴンタイプのデータセットのいずれでも構いません。 

Identity 処理の結果属性テーブルは、2つのデータセットの属性テーブルから来ており、

結合か非結合かという 2 つの選択を提供します。結合のオプションを採用する場合は、

Identity 処理にかかわる 2 つのデータセットの属性テーブルにおけるフィールドは、全て
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操作結果の属性テーブルの中に加えられます。非結合オプションを採用する場合は、新規

属性テーブルの中で、出力データセットにおける各特徴対象（ポリゴンとポイントのデー

タセットにとって）の内部識別記号、ユーザー識別記号、周囲の長さ、面積属性（普通の

ラインデータセットにとっては、長さ等の属性ですが、トポロジー関係を有するネットワ

ークデータセットにとっては、更にスタート・ノード、エンド・ノード、左多角形、右多

角形の 4 つの属性を加える）及び旧データセットにおける、これを作成する 2 つのオブジ

ェクトにおけるそれぞれ内部の識別記号を記録します。その他の属性は依然としてこの対

象を生成する 2つの対象の属性テーブル（2つの旧データセットの中で）を使用します。 

1）結合オプションを採用する場合 

表 5-9  第 1データセットがポイントあるいはポリゴン 

タイプの場合の出力属性テーブル 

フィール

ド番号 

フィールド名 

0 データセットのメイン ID（内部 ID）を出力 

1 データセットのユーザーID を出力 

2 面積 

3 周囲の長さ 

4 第 1 データセットの内部 ID 

5 第 1 データセットのユーザーID 

… … 

… …第 1データセットの全てのフィールド 

… … 

… Identity（あるいは第 2）データセットの内部 ID 

… Identity（あるいは第 2）データセットのユーザーID 

… … 

… Identity（あるいは第 2）データセットの全てのフィー

ルド 

… … 

 

    表5-10 第1データセットがラインタイプの場合の出力属性テーブル 

フィールド番

号 
フィールド名 

0 データセットのメイン ID（内部 ID）を出力 

1 データのユーザーID を出力 

2 長さ 
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3 第 1 データセットの内部 ID 

4 第 1 データセットのユーザーID 

… … 

… …あるいは第 1データセットの全てのフィールド 

… … 

… Identity（あるいは第 2）データセットの内部 ID 

… Identity（あるいは第 2）データセットのユーザー

ID 

 面積 

 周囲の長さ 

… … 

… Identity（あるいは第 2）データセットの全てのフ

ィールド 

… … 

 

2）非結合オプションを採用する場合 

表 5-11 第 1データセットがポイントあるいはポリゴン 

タイプの場合の出力属性テーブル 

フィールド番号 フィールド名 

0 データセットのメイン ID（内部 ID）を出力 

1 データセットのユーザーID を出力 

2 面積 

3 周囲の長さ 

4 第 1 データセットの内部 ID 

5 Identity（あるいは第 2）データセットの内部 ID 

 

表5-12 第1データセットがラインタイプの場合 

の出力属性テーブル 

フィールド番号 フィールド名 

0 データセットのメイン ID（内部 ID）を出力 

1 データセットのユーザーID を出力 

2 長さ 

3 第 1 データセットの内部 ID 

4 Identity（あるいは第 2）データセットの内部 ID 
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5.8.3.6 各オーバーレイ処理の比較 

 ユーザーの理解を深めるために、ここで上述した数種類のオーバーレイ（Overlay）方式

の混同しやすいポイントに対し比較を行い、主にその違いを述べることにします。 

Clip と Intersect：Clip は非結合の属性を持ち、Intersect には結合と非結合という 2 つ

のオプションがあります。第 2 データセットがポリゴンを含む場合、Clip が行う処理は、

外側のポリゴンを取得してクリッピングするだけですが、Intersect は全てについて

Intersect 処理を求めます。 

Identity と Intersect：Intersect は 2つのデータセットの共有部分しか取得しませんが、

Identityは第1データセットにおける全ての要素を保留し、第2データセットに対しては、

その内の、第 1データセットと重複する部分しか取得しません。 

Union と Intersect、Identity：上述の通り、Intersect と Identity の 2 つの処理はいずれ

も一部のデータしか保留しませんが、Union は 2 つのデータセットの全てを保留します。 

後に、これらの共通点をまとめると、それぞれのオーバーレイ（Overlay）処理で、第

2データセットは全てポリゴンデータセットでなければなりません。処理にかかわる 2つの

データセットの交点処理対象に対し、いずれも分解し、新しいサブ・オブジェクトを形成

します。 

もう 1 つ注意すべきところは、SuperMap のラインデータセットにおける対象の属性テー

ブルは、普通の状況では以下の 4 つのフィールド、すなわちスタート・ノード、エンド・

ノード、左多角形、右多角形を加えませんが、ネットワーク・トポロジー・データセット

の場合は、この 4 つのフィールドを加えます（“長さ”のフィールドの前に）。これは、普

通の状態ではトポロジー関係を必要とせず、トポロジー関係を必要とする時だけ、システ

ムの保存、クエリ（Query）及び解析効率を高めるために、これらのフィールドが盛り込ま

れる必要があるからです。 

 

5.8.4 ネットワーク解析 

ネットワークシステムとは、たくさんのラインが分岐したり交差したりして構成される

網状のシステムです。ネットワーク・データ・モデルは現実世界におけるネットワークシ

ステムに対する抽象的表現です。そのうち、ラインの間の接続はネットワーク接続と呼び、

ラインとラインの間の交差点をネットワークノードと呼びます。ネットワーク・モデルの

中で、リソース(resource)と情報は 1 つのノードからもう 1 つのノードへと到達すること

ができます。 

ネットワーク解析はこのネットワークモデルをベースにし、一連の解析を行うのです。

例えば、 適ルート解析や 短ルート解析がこれに該当します。 
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図5-29 短ルート解析 

 

 

5.9 GRID モデリングと解析 

GRIDモデルは、地理的空間分布を表したある種の格子（グリッド）状のモデルです。こ

の格子のすべての交点に値が存在し、交点の属性を代表しています。交点の平面空間の位

置は、行・列座標に従っています。 

5.9.1 GRID モデリング 

SuperMap の GRID モデルの構築方法には、3D 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 からグリッドを生成する方法

の 3種類があります。 

ポイント、ライン及びポリゴンデータセットから GRID を生成する方法では、GRID 交点の

属性値を、ユーザーが指定することができるため、必要に応じて GRID モデルを構築するこ

とができます。例えば、属性が土壌のタイプ、密度値、標高、温度、湿度などとすることが

できます。さらに属性が、オブジェクトの識別記号、トポロジーエラー、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

題ありません。 

もし属性が標高の場合、得られる GRID モデルはある種の数値標高モデル（DEM：GRID モ

デルの他に TIN、等値線やトレンド・サーフェースなどのモデルを示す場合もある）です。 

実際の作業において、観察と解析がしやすいように行う処理方法は、まず色々な数値挿

入方法（逆距離加重[IDW]、1 次方程式、2 次方程式、サンプルバーコード、クリギング

[Kriging]数値挿入）を用いて GRID の交点の属性値を取得し、それから 3D 可視化技術を利

用して GRID モデルをコンピュータ上で表示させる方法です。 
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5.9.2 GRID による等値線、ポリゴン、3D 正射画像データの生成 

GRIDを等値線に生成する方法は、まずGRID DEM(グリッドモデルの一種)を生成し、そし

てGRID DEMから等値線を生成します。次のインターフェースは、ポリゴンデータからDEMデ

ータセットからDEMを生成するときに使われるものであり、パラメータの設定によってDEM

データセットが生成されるようになっています。GRIDデータセット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も等値線の生成方法と似ているため、こ

こでは省略させて頂きます。 

 

 

5.10 SQL クエリ（Query） 

SQL とは、構造化照会言語（Structured Query Language）の略称であり、元々、関係デ

ータセットのクエリに使用されています。SuperMap はその空間データセットの中に、SQL

クエリ・オペレーター（演算子）へのサポーティングを内蔵しています。例えば、=，>，<，

>=，<=，<>，+，-，*，/，^，[]，”，in，between，like，is NULL，is TRUE，is False，

AND，OR，NOT などの演算符号は、ユーザーの為に多くのクエリ機能を提供しています。 

例えば、世界各国の中で、工業成長率が 2%以上の全ての国をクエリする為には、クエリ

の公式、Indust＿Growth＞＝2をインプットします。すると条件を満たした国が、ハイライ

ト表示されます。 

属性と空間グループ・クエリは soDatasetVector オブジェクトの拡張したインターフェ

ース QueryEx により行われます。QueryEx は、ユーザーの幾何オブジェクトの読込みを許可

し、空間クエリ・オペレーター（演算子）を指定します。また、属性条件（SQL サブフィー

ルド）を指定してグループ・クエリすることもできます。QueryEx がサポートする空間クエ

リ演算子には下記のものが含まれます。 

表 5-13  SuperMap 空間クエリ演算子リスト 

空間クエリ演算子 値 記述 

ScqExtentOverlap 0 

バウンド矩形が検索オブジェクトのバウンド

矩形とオーバーレイする全てのオブジェクト

を返します。 

scsCommonPoint 1 
検索オブジェクトと共有のポイントを持つ全

てのオブジェクトを返します。 

scsLineCross 2 
検索オブジェクトのバウンド・ラインと交差す

る全てのオブジェクトを返します。 

scsCommonLine 3 検索オブジェクトと共有の辺を持つ全てのオ
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ブジェクトを返す 

scsCommonPointOrLineCross 4 

検索オブジェクトと共有のポイントを持つ、又

は検索オブジェクトのバウンド･ラインと交差

する全てのオブジェクトを返します。 

scsEdgeTouchOrAreaIntersect 5 

検索オブジェクトを全部または一部含むオブ

ジェクト、又は検索オブジェクトに全部又は一

部含まれる全てのオブジェクトを返します。バ

ウンドラインに接触するオブジェクトも条件

に符合します 

scsAreaIntersect 6 

検索オブジェクトがポリゴンの場合、検索オブ

ジェクトに全部又は一部含まれるオブジェク

トを返します。検索オブジェクトがポリゴンで

ない場合、検索オブジェクトを全部又は一部含

むオブジェクトを返します。 

ScsAreaIntersectNoEdgeTouch 7 

scsAreaIntersect と同じですが、隣接/バウン

ド・ラインと接触するオブジェクトは条件に符

合しません。 

scsContainedBy 8 

検索オブジェクトを完全に含むオブジェクト

を返します。もし、ポリゴンの場合、リターン

オブジェクトは全て検索オブジェクトを含ま

なければなりません。ラインの場合、リター

ン・オブジェクトは検索オブジェクトとオーバ

ーレイしなければなりません。また、検索オブ

ジェクトは如何なるセグメントでもリターン

したオブジェクトを超えてはなりません。ポイ

ントの場合、検索オブジェクトはリターンした

ポイントオブジェクトの中に含む頂点（トップ

ポイント）と重ならなければなりません。 

scsContaining 9 
検索オブジェクトに完全に含まれるオブジェ

クトを返します。 

scsContainedByNoEdgeTouch 10 

検索オブジェクトを完全に含むオブジェクト

を返し、且つバウンドライン又はポイントの接

触は、ありません。したがって、クエリされる

オブジェクトはポリゴンオブジェクトでなけ

ればなりません。 

scsContainingNoEdgeTouch 11 検索オブジェクトに完全に含まれるオブジェ
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クトを返し、バウンドライン又はポイントの接

触はありません。 

scsPointInPolygon 12 
検索オブジェクト中の 1つ目のポイントを含む

ポリゴンオブジェクトを返します。 

scsCentroidInPolygon 13 
内部を持つセントロイド（Centroid）ポリゴン

オブジェクトを返します。 

ScsIdentical 14 

検索オブジェクトと完全に同じオブジェクト

を返す。オブジェクト・タイプと座標データを

含め、全て同じです。 

 

 

5.11 3D モデリング、可視化と解析 

3Dモデリングとは、一定のモデルによってシミュレーションを行い表現することです。

地形表面の高低起伏を表現するモデルは、数値標高モデルと呼ばれます。数値標高モデル

（Digital Elevation Model）は一般的にDEMと呼ばれ、標高値を属性とするモデルです。

標高属性を温度、植物分布密度、土壌属性等へ押し広めると、数値地形モデル（Digital 

Terrain Model、DTM）が得られます。したがって、地理空間の位置に関係する分布状況は、

全てDTMで表現できます。つまり、DEMはDTMの一種ということになります。 

DEMがしばしば用いられるモデリング方法には、TIN、GRID及び等値線（Isoline）の3つ

があります。その中でGRID（標高を属性とする）をメッシュ（Mesh）DEMと呼びます。一般

的に呼ばれているDEMとは、メッシュDEMのみを指していますが、これは標高を属性とする

GRIDモデルなのです。 

3D可視化とは、上記モデルの可視化の方法により表現されたものです。 

3D解析とは、3Dモデリングと3D可視化を基礎に行われる一連の解析のことです。例えば、

メッシュDEMを3D正射画像に変換、切断面解析、可視性解析、充填・掘削解析などです。こ

のうちメッシュDEMの3D正射画像変換機能は、保存、処理と解析の利便性をはかるため、GRID

交点の属性を一定の規則に基づき、カラー画像へ転換します。このように、画像が3Dのよ

うに見えるので、3D正射画像と呼ばれますが、実際は2D（2次元）画像になります。 

SuperMapはディスパーサル・ポイント、等値線、TIN、GRIDという4種のデジタル地面モ

デル構築の機能を提供し、これらの間の互換を実現します（表 5-14）。 
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表 5-14  SuperMap がサポートする各種デジタル地面モデル間の変換 

モデル 

ソース・モデル 

ディスパーサル・ポ

イント 
等値線 TIN GRID 

ディスパーサル・ 

ポイント 

 ★ ★ ★ 

等値線 ★  ★ ★ 

TIN ★ ★  ★ 

GRID  ★   

 

以下にいくつかの例を示します。 

 

図5-30 オリジナル等値線 

 

 

図5-31  TIN の2次元表示 
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図 5-32  TINの3D表示 

 

 

図5-33 ディスパーサルポイントにより生成されたグリッドDEM 
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図 5-34   ラインにより生成されたグリッド DEM 

 

図 5-35 正射 3D 画像図 

 

 

図 5-36 都市建築群の 3D ビジュアル化 

 

 

 83



5.12 ライン･スタイル設計 

 

 5-37 SuperMapのライン･スタイル編集機能 

 

SuperMapは、ラインスタイル編集機能があり、ラインスタイル編集によって、ユーザー

は、自らライン･スタイルを設計し、ライン･スタイル･ライブラリに保存できます。そして

使用時には、これらを用いてデータセットの中のラインを設定することができます（ポリ

ゴンを構成するラインを含む）。 
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5.13 シンボル設計 

図 5-38  SuperMap シンボル編集機能 

 

SuperMapのシンボル・ライブラリは、強力なシンボル作成能力を提供します。ユーザー

はポイント、ポリライン、アーク、ポリゴン、楕円、矩形、丸角矩形、注釈及び星印、ヘ

キサゴン、菱形など特殊なストロークを使用して、シンボルを作成できます。また、コピ

ー、貼り付け、切り取り、削除、元に戻す、ライン・スタイル設定（カラー、パターン、

幅）、ポリゴンパターン設定（ボーダー・カラー、幅、パターン、フィル域カラー、パタ

ーン）、テキスト設定（カラー、文字）、ポイント編集、ノード増加、原点設定、シンボ

ルファイルの読込みなど多くの補助機能も提供します。 

SuperMapのシンボル・ライブラリは、ベクタシンボルとラスタシンボルを混合して管理

する能力を提供し、そのシンボル編集にアイコンシンボルを挿入することができます。ア

イコンシンボルは、サイズが固定されており、回転表示をサポートしませんが、大量の作

成済みアイコンのリソースを利用することができます。ベクタシンボルは、ズームや回転

をサポートし、非常に精緻なものとなっています。 
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5.14 主題図作成 

SuperMap は、理想的なビジュアル化解析ツールであり、これにより提供される主題図の

設計機能は、ユーザーのデータにさらに説得力を与えることができます。SuperMap がサポ

ートする主題図のタイプには、個別値、段階区分、点密度、ラベル、連続的比例記号、カ

スタム、曲線図、面積図、勾配図、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 ローズグラフがあります。 

 

図 5-39 SuperMap 主題図ウィザード 

 

 

図 5-40 個別値(Unique Values)主題図 
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図 5-41 段階区分主題図 

 

図 5-42 点密度主題図 
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図 5-43  連続的比例記号の主題図 

 

 

図 5-44  統計グラフ主題図 
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図 5-45  ラベル主題図 

 

 

5.15 レイアウト 

SuperMapは強力なマップ作成機能を提供し、ユーザーはライン（線分）、アーク、ポリラ

イン、矩形、丸角矩形、楕円、ポリゴン等の図形要素を描くことができます。また、注釈、

表及び飾り文字をも付けることができます。その他、ユーザーはマップウィンドウに表示

されているマップを保存し、これらの既存データセットをマップ形式でアウトプットする

ことができます。 

 マップを作成する時、枠、スケール、目的とする地域の位置等を設定することができま

す。 
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図 5-46 マップの作成 

 

 

5.16 まとめ 

SuperMap Objects は、単なるデスクトップ GIS ソフトウェアではなく、強大な機能がそ

ろったコンポーネント式 GIS 開発ツールです。この「入門編」では、SuperMap Objects の

特性を十分に理解するのに便利なように、SuperMap の技術的背景や知識及び一連の構造を

紹介しました。さらに、SuperMap コンポーネント式 GIS ソフトウェアについて熟知するに

は、ユーザー自身で直接開発、実践することが一番の近道です。 
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