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第1章 概要 

1.1 組込み GIS システム紹介 

 地理情報システム（Geographic Information System、GIS）は、空間データを

入力、保存、管理、解析、表現するシステムで、組込み GIS（eMbedded GIS）
はモバイル機器上で実行する GIS です。 

 組込み GIS（eMbedded GIS）が通常の GIS と違う点は、モバイル機器のリソ

ースに制限があるために、いかに合理的にリソースを利用するかについて考慮

していることです。なるべく各種リソースの消耗（例えば、CPU、メモリの占

有量）を抑え、効率を向上させています。 

1.1.1 組込み GIS の発展と応用の前途 

 従来、GIS はしばしば専門的な技術とみなされ、その応用は主に測量、製図、

環境管理などの分野に限られていました。技術の発展と社会の需要の増大に伴

い、GIS アプリケーションは一層広く普及し、設備管理、開発プロジェクト、

ビジネス戦略から一般市民の生活レベルにおいても重要な役割を果たすよう

になっています。GIS の社会的位置づけも明らかな変化があり、データベース、

情報処理、通信などの技術と共に、IT の重要な構成部分となっています。 

 現在の GIS の発展は、一つの方面として 2D から 3D への縦方向の発展、も

う一つの方面としてコンピュータ技術の発展に伴う GIS の絶え間ない横方向

への発展があり、それゆえに WebGIS と eMbedded GIS が登場し、GIS 理論の

発展を促進しています。 

コンピュータのハードウェアがより小型化するにつれ、PDA など、携帯でき

るモバイル機器が登場し、組込み GIS は最も注目された、また重要な研究分野

の中の一つとなっています。組込み GIS は、測量、医療、カーナビ等の分野に

進出し、特にマイカーに設定するカーナビや PDA（あるいは携帯電話）の位置

情報サービス（LBS）の登場と発展は、組込み GIS と人々の日常生活をより緊

密なものに結びつけました。 
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組込み GIS の普及により、システム開発者は各分野の多様なニーズに応えて

いく必要が出てきましたが、多くの従来の組込み GIS ソフトウェアでは二次開

発をサポートしない、あるいは相当限定されたカスタマイズにとどまり、コス

トも下げることができず、各業種からの要求を満たすことが難しい状態でした。

二次開発をサポートする組込み GIS 製品は、業界でも重要な位置を占め、組込

み GIS 製品に対して重要な意義を持たせるものです。 

1.2 eSuperMap 紹介 

eSuperMap は組込み式（eMbedded）SuperMap の意味で、モバイル機器の限

られたリソースという特性を十分に考慮して、機能のポテンシャルを保ちなが

ら、データ構造から計算メソッドまで、できる限りリソースの消耗を抑えるよ

うに設計されています。それゆえに、組込み式の GIS アプリケーションの開発

に多大な利便性を提供します。 

1.2.1 

1.2.2 

eSuperMap の歴史 

組込み GIS 市場の要求を満たし、二次開発に対する異なるモバイルハードウ

ェアとソフトウェアの制約を解決し、組込み GIS アプリケーションの発展を促

進するために、SuperMap シリーズの 1 つとして eSuperMap 組込み式開発プラ

ットフォームがリリースされました。eSuperMap は従来の組込み GIS の限界を

打ち破り、機能の増強を図ると同時に二次開発作業を簡略化しました。 

現在の最新バージョン eSuperMap5 は、従来のバージョンを基に全面的な改

良を加え、データエンジン、マップ表示、検索、解析、GPS ナビゲーションな

ど各方面について実行効率の問題を考慮しています。eSuperMap クラスライブ

ラリ中のクラスレベル関係を調整しており、同時に読み取り専用に適したデー

タファイル PMR を提供し、実行効率の向上を実現しています。 

 

eSuperMap の特長 

 柔軟なアプリケーションシステム開発 
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eSuperMap はクラスライブラリ方式により分かれています。Visual C++、
eMbedded Visual C++などの開発ツールをサポートし、eSuperMap クラス中のレ

ベル関係は簡潔な構造をしており理解しやすく、効率よく開発できるようにな

っています。eSuperMap を使用することで、アプリケーションシステムとハー

ドウェアの違いに基づき、eSuperMap は柔軟な各種オブジェクトの組合せを提

供し、開発をより簡略化しています。 

 データ構造の見直し 

eSuperMapのデータ構造はモバイル機器の限られたリソースに適合するよう

無駄なく適切に設計されています。 

異なるアプリケーションの特長に基づき、eSuperMap では 2 種類のデータ保

存フォーマットを提供しており、それぞれ PMF（Portable Map File）と PMR
（Portable Map Runtime File）です。また同時に複数データソース間のシームレ

ス技術を採用し、データエンジンを通じて異なるデータファイルにアクセスし

ます。eSuperMap 5 バージョンから、PMF は PM2（第 2 代）と名前を変更して

います。PMR は読取専用に使用するデータファイルで、データアクセスの効

率が高いです。 

 複数プラットフォーム実行環境をサポート 

Windows CE3.0 以上（Windows CE.NET 含む）、Windows NT/2000/XP/9X の

OS をサポートし、それぞれのライブラリが対応します。eSuperMap のクラス

ライブラリは、VC6、VC8、EVC3、EVC4 の 4つが用意されています。VC6 の

ライブラリを使用すると Windows NT/2000/XP/9X で実行、EVC3 は Windows 
CE3.0 で実行、EVC4 は Windows CE.NET で実行することができます。 

eSuperMapで開発したアプリケーションシステムは多くのハードウェア上で

実行することができます。IBM PC 互換機、Pocket PC、Pocket PC2002、Pocket 
PC2003、HPC2000 及び Window CE を実行するモバイル機器をサポートします。 

 

 パワフルな機能 

通常のマップ拡大、縮小、移動などの他、マップ回転、マップ編集、マップ

3 

 



 

投影設定、主題図作成をサポートしています。複雑なライン、ベクタシンボル、

ラスタシンボルをサポートしています。テキスト注記、固定サイズ、固定色表

示、フロー表示、テキスト回避をサポートしています。複合クエリ解析、最適･

最短ルート解析、GPS 受信、移動ナビゲーション、SuperMapIS.NET マップサ

ーバーのネットワークリモートアクセス、データのパスワード設定機能などを

サポートしています。 

 応用分野 

eSuperMap の応用分野は広く、以下のようなものがあります。 

交通分野：自動車、船舶のナビゲーション（道路、鉄道、航路など）シス

テム 

政府機関分野：パトロール、商工･税務など専用システム 

環境保護･林地調査･測量等分野：汚染地点と影響の度合い、影響範囲解析

システムなど 

旅行娯楽分野：観光自動ガイドシステム、都市（商業）基礎情報システム、

マルチメディア地理情報システム（都市総合案内など） 
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第2章  eSuperMap アプリケーション基礎 
本章では概念、ツール紹介、実行と開発環境、使用メソッド、クラスライブ

ラリの約束及び開発要求の順序で解説を進め、アプリケーションの開発ができ

るようにガイドします。 

2.1 eSuperMap の関連概念 

1. eSuperMap クラスライブラリ 

eSuperMap クラスライブラリは開発に依拠する SDK で、ヘッダーファイル

と各バージョンのハードウェア（主に CPU）のスタティックライブラリとダイ

ナミックライブラリがあります。 

2. PM2 ファイル（Portable Map File II） 

PM2 は PMF ファイルの次世代データファイルです。従来の PMF ファイル構

造を基に改造を施し、作業環境情報をワークスペース中に記録し、ワークスペ

ースを通じてデータソース、マップ、リソースの管理を実現します。 

3. PMR ファイル（Portable Map Runtime File） 

SuperMap が提供する一種のファイルフォーマットで、データソースの構造

上、特に読取専用として使用するのに適しています。また読取専用方式で使用

する場合、PM2 が持つ特性のほかに大幅に実行効率を向上させます。 

4. ワークスペース （Workspace） 

ワークスペースはユーザーの作業環境を保存するのに用います。現在開いて

いるデータソース（位置、別名、開く方式）、マップ、シンボルライブラリ、

ラインスタイルライブラリなどが含まれます。 

5. データソース （Datasource） 

各データセットから構成されるデータセット集合です。一つのデータソース

には一つあるいは複数の異なるタイプのデータセットを含むことができます。

一つの Datasource 中で、すべてのデータセットの座標システムはデータソース

 



 

の座標システムにより決まります。 

6. データセット（Dataset） 

通常、同タイプのデータから構成されるデータ集合です。ベクタとラスタの

2 種類のデータセットに分けられ、ベクタデータセットはベクタデータを保存

し、ラスタデータセットはラスタデータを保存します。 

7. ベクタデータセット（Dataset Vector） 

ベクタデータセットには 4 種類の通常のデータセットがあり、それぞれ、ポ

イントデータセット、ラインデータセット、ポリゴンデータセット、テキスト

データセットです。さらに 3 種類の特殊なデータセット：複合データセット、

属性テーブルデータセット、ネットワークデータセットがあります。ベクタデ

ータはタイプにより各データセットに保存し、管理しやすく、効率も高くなり

ます。 

8. ラスタデータセット（Dataset Raster） 

ラスタデータセットはラスタデータを保存、管理します。 

9. リンクデータセット（Dataset Link） 

データソース外部のデータと接続します。現在サポートしているのは、BMP、
JPEG、SIT、ECW、PNG の画像フォーマットファイルです。 

10. SIT 画像ファイル 

SuperMap 独自の大量画像の保存、管理を行うファイルフォーマットです。

改良された特殊な計算法を採用しており、非常に高い圧縮比率で、圧縮解凍の

速度も速いです。 

11. ポイントデータセット（Point Dataset） 

ポイントデータセットにはポイントオブジェクトの空間データと属性のみ

を保存でき、他の幾何オブジェクトのデータは存在しません。ラインデータセ

ット、ポリゴンデータセット及びテキストデータセットも同様です。 

12. ネットワークデータセット（Network Dataset） 
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ベクタデータセット中の一種の特殊なデータセットで、2 つのデータセット

から構成され、それぞれ、ネットワークラインデータセットとネットワークノ

ードデータセットです。ネットワークラインデータセットには起点ノードと終

点ノードの 2 つのフィールドが含まれ、これらの値はネットワークノードデー

タセットのノード ID に対応しており、これらの間にはある種のロジック関係

があります。ネットワークデータセットがないとネットワークルート解析は実

行できません。 

13. 複合データセット（Compound Dataset） 

ベクタデータセット中の一種の特殊なデータセットで、異なるタイプの幾何

オブジェクトのデータを保存することができます。また、各オブジェクトには

それぞれのスタイル属性を持たせることができます。 

14. 属性テーブルデータセット（Tabular Dataset） 

ベクタデータセット中の一種の特殊なデータセットで、属性データのみを保

存でき、幾何データは存在しません。 

15. 空間データ（Spatial Data） 

マップ要素の空間位置と空間トポロジ関係を保存するデータです。

eSuperMap は多くの空間データタイプを提供しており、よく使うものとして、

ポイント、ライン、ポリゴン、テキストなどがあります。 

16. 属性データ（Attribute Data） 

マップ要素の属性情報のデータを保存します。ベクタデータセット中には複

数の属性フィールドを持たせることができ、各フィールド内容が具体的な属性

情報です。 

17. マップ（Map） 

表示属性を備えたレイヤーを 1 つあるいは複数重ねて 1 つのマップを形成し

ます。マップは通常、マップ名、マップ中心座標、マップ表示スケール及びマ

ップを構成する各レイヤー名と表示属性を有します。 

18. レイヤー（Layer） 
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マップ中に追加したデータセットには一定の表示属性が付与されています。

例えば、表示スタイル、主題図などがあり、それがレイヤーとなります。1 つ

のマップは 1 つあるいは複数のレイヤーから構成され、各レイヤーは 1 つのデ

ータセットに対応します。 

19. シンボルライブラリ（Symbol Library） 

シンボルを保存管理し、主題図とレイヤースタイルの表示に用います。シン

ボルライブラリ中にはベクタシンボルとラスタシンボルを混在して保存する

ことができます。インターフェースを通じて、ユーザー独自のシンボルを作成

してシンボルライブラリに追加することができます。 

20. ラインスタイルライブラリ（Linestyle Library） 

ラインスタイルを保存管理し、主題図とレイヤースタイルの表示に用います。

インターフェースを通じて、ユーザー独自のラインスタイルを作成してライン

スタイルライブラリに追加することができます。 

21. 選択トレランス（Selection Tolerance） 

選択モードで、選択した位置と選択するオブジェクトの距離が一定値より小

さい場合、そのオブジェクトを選択した状態とします。この一定値が選択トレ

ランスです。 

22. スナップトレランス（Snap Tolerance） 

レイヤーをスナップ可能に設定したとき、選択ツールの位置と目標オブジェ

クトのノードとの距離が一定値より小さい場合、そのノードにスナップします。

この一定値がスナップトレランスです。 

2.2 eSuperMap 製品構成 

eSuperMap 製品はクラスライブラリの形式で分かれています。 

1. ライブラリファイル 

ダイナミックライブラリ：インストールディレクトリ.¥RSFC¥bin 以下にダイ
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ナミックライブラリが保存されています。ダイナミックライブラリのフォルダ

は、開発環境ごとに EVC3、EVC4、VC6、VC8 の 4つのサブフォルダに分かれ

ています。前 2つのサブフォルダには、更にデバイスごと名前のフォルダに分

かれています。その下に CPU のタイプによりサブフォルダに分かれており

（CUP タイプのフォルダ名）、各ダイナミックライブラリが保存されています。

例えば、..¥RSFC¥bin¥EVC3¥PocketPC¥X86EM 以下のダイナミックライブラリ

は、開発環境は EVC3、実行デバイスは PocketPC、CPU のタイプは X86EM の

ものです。 

スタティックライブラリ：インストールディレクトリ.¥RSFC¥Lib 以下にスタ

ティックライブラリが保存されています。ダイナミックライブラリのフォルダ

は、開発環境ごとに EVC3、EVC4、VC6、VC8 の 4つのサブフォルダに分かれ

ています。前 2つのサブフォルダには、更にデバイスごと名前のフォルダに分

かれています。その下に CPU のタイプによりサブフォルダに分かれており

（CUP タイプのフォルダ名）、各ダイナミックライブラリが保存されています。

例えば、..¥RSFC¥Lib¥EVC3¥PocketPC¥x86em 以下のダイナミックライブラリ

は、開発環境は EVC3、実行デバイスは PocketPC、CPU のタイプは X86EM の

ものです。 

ヘッダーファイル：インストールディレクトリ.¥RSFC¥Include¥ 以下にクラス

ライブラリのヘッダーファイルが保存されています。 

2. 補助ツール 

.¥Toolkit 以下に 3 つの eSuperMap 補助ツールがあり、それぞれマップ設定ツー

ル（eSuperMapViewer）、データ変換ツール（eSmTranslator）、エラー情報検索

ツール（eSmErrorInfo）です。 

3. サンプルデータ 

.¥Sample Data 以下にサンプルデータが保存されています。東京都心 3 区

（TokyoCentral）のデータで、開発の学習に、テストに使用できます。 

 

4. サンプルプログラム 
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.¥Sample Code Library 以下にサンプルプログラムが保存されており、それぞれ

VC6、EVC3、EVC4 のサンプルがあります。 

5. ヘルプドキュメント 

. ¥Help 以下に 2 つのヘルプドキュメントが保存されています。1 つはクラスラ

イブラリ関連（eSuperMap ユーザーズガイド）、もう 1 つは補助ツール関連

（eSuperMapViewer ユーザーズガイド）です。 

6. 電子ドキュメント 

.¥Documents 以下に PDF 形式の電子ドキュメントが保存されています。サンプ

ルプログラム説明、eSuperMap5 基本解説書（本書）、eSuperMap5 紹介が含まれ

ます。 

2.3 組込み式開発ツール紹介 

以下は組込み式でよく使われる開発ツールです。 

2.3.1 Microsoft eMbedded Visual C++ 3.0 

Microsoft eMbedded Visual C++ 3.0 は、マイクロソフトが Windows CE アプリ

ケーション開発のため専用に開発した開発環境で、この開発環境を利用するこ

とで、快適にアプリケーションを開発することができます。Microsoft eMbedded 
Visual C++ 3.0 は Microsoft Visual C++と同様、機能が充実した柔軟な開発ツー

ルで、インターフェースも似通っています。Visual C++6.0 と違う点は、Microsoft 
eMbedded Visual C++ 3.0 はマルチドキュメントインターフェースをサポートし

ていない、非 32 ビットの関数をサポートしていない、その他 Windows 以下の

API 関数を完全にはサポートしておらず、Unicode キャラクターのみをサポー

トしています。これ以外に、コンパイルとデバッグのオプションも異なります

（図 2.1）。 
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図エラー! 指定したスタイルは使われていません。.1 Microsoft eMbedded Visual C++ 3.0 ツ
ールバー 

Windows CE システム以下で実行するプログラムのため、デバイスのタイプ

のみならず、デバイスの CPU の型とも関係しています。異なる CUP の型によ

り、異なるコードを組む必要があります。そのためコーディングとデバッグを

行うプロセスで、対応するデバイスのタイプ、CUP の型及び実行環境の選択に

注意を払う必要があります。 

2.3.2 デバイスと関連のある SDK、デバッグ、実行環境 

あるハードウェアの下で開発実行するために、まず相応する SDK（ソフトウ

ェア開発キット）をインストールする必要があります。例えば、Pocket PC の

SDK、HandHeld PC/Pro の SDK、HandHeld 2000 の SDK、Pocket PC 2002 の SDK
など多くの SDK がマイクロソフトのサイトからダウンロードすることができ

ます。その他の SDK は第 3 者が提供しています、例えば Hitachi SDK などがあ

ります。 

PC 上で開発を行うのに便宜を図るため、さらにバーチャルデバッグ環境が

必要です。通常、あるタイプのハードウェアデバイスの SDK をインストール

すると、このデバイスのバーチャル環境も自動でインストールされます。図 2.2
は Pocket PC のバーチャル環境です。 

実行環境はアプリケーションプログラムのハードウェアとソフトウェアの

最終的な環境です。ソフトウェア環境は、ここでは Windows CE を指し、ハー

ドウェア環境は、Pocket PC、Pocket PC2002、HPC2000 などのデバイスやその

デバイス 実行環境CPU 型 
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他の GPS 受信機などです。 

 

図エラー! 指定したスタイルは使われていません。.2  Pocket PC バーチャル環境 

2.3.3 組込み式デバイスと PC の通信 

組込み式デバイスと PC をシリアルポートあるいは USB ポートで接続して

Microsoft ActiveSync を起動すると、組込み式デバイスと PC の通信が実現しま

す。PC 上では、組込み式デバイスはモバイルデバイスのことで、リソースマ

ネージャー中で 1つのディスクとみなすことができ、ファイルのコピー、切り

取り、貼り付けなどすべて便利です。 

Microsoft eMbedded Visual C++ 3.0 開発環境の Tools -- Remote File Viewer メニ

ューでリモートファイルブラウザを提供しており（図 2.3）、これを使用するこ

とで組込み式デバイスあるいはバーチャルモニター上でファイルのコピー、削

除などの操作が実行できます。例えば、File ->Export File メニューを使用する

と使用するデータファイルをバーチャルモニター中に追加することができま

す。 
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注意すべき点は、ダイナミック接続方式でアプリケーションを開発する場合、

バーチャルモニターの対応する eSuperMap ダイナミックライブラリをバーチ

ャルモニターに取り込む必要があることです。例えば、EVC3 中でダイナミッ

ク接続方式で PocketPC バーチャルモニター版をコーディングする場合、CPU
は X86em の Debug 版 の 実 行 プ ロ グ ラ ム で 、 つ ま り ..¥eSuperMap 
5.2¥RSFC¥Bin¥EVC3¥PocketPC¥X86EM¥SeRSFC50D.dll を取り込む必要があり

ます。 

 
図 エラー! 指定したスタイルは使われていません。.3 リモートファイルブラウザ 

Microsoft eMbedded Visual C++ 3.0 開発環境の Tools -- Remote ZoomIn メニュ

ーで、組込み式デバイス上のスクリーン内容をビットマップとしてコピーする

機能を提供しており、実際のデバイス上のプログラム実行状態を保存するのに

便利です。 

2.4 eSuperMap 開発／実行環境の要件 

通常、アプリケーションプログラムはどのような環境で開発したかで、どの

ような環境で実行するかが決まります。例えば Windows の一連のアプリケーシ

ョンのようにです。しかし組込み式デバイス上で実行するアプリケーションプ

ログラムの場合は、別の環境でコンパイルしてから組込み式デバイスに導入し

ます。 
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eSuperMapのクラスライブラリに基づくアプリケーションプログラムの開発

と実行環境は以下のとおりです。 

開発環境： 

ハードウェアシステム：IBM PC 互換機 

ソフトウェアシステム：  

1．Windows2000 / Window NT / WindowsXP。 

2．Microsoft ActiveSync、組込み式デバイスとの通信に使用。 

開発ツール：  

1．Microsoft eMbedded Visual C++ 3.0、Microsoft eMbedded Visual C++ 4.0、
Microsoft Visual C++ 6.0  

2．組込み式デバイスの SDK。例えば Pocket PC、HPC2000 等。 

3．実際のハードウェアデバイスに対応する eSuperMap クラスライブラリ

バージョン。 

実行環境： 

バードウェアシステム：各種組込み式デバイスと PC のハードウェアと接

続。 

GPS 機能が必要な場合、GPS 受信機が必要。 

リアルタイム通信が必要な場合、通信モジュールが必要。 

ソフトウェアシステム：Windows CE 3.0 以上（Windows CE.NET 含む）、

Windows 9x、Windows ME、Windows NT、Windows2000、WindowsXP など

オペレーションシステム 
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2.5 eSuperMap ライブラリの使用 

2.5.1 MFC ライブラリ方式使用の設定 

eSuperMap 5.2¥RSFC¥Lib¥... はスタティック接続方式で MFC を使用するス

タティックライブラリで、アプリケーションが eSuperMap 5.2¥RSFC¥Lib¥... 中
のスタティックライブラリを使用する場合もプロジェクトで使用する MFC の

方式をスタティック接続方式で使用するよう設定する必要があります。 

EVC 開発環境：Project---Settings----General----Microsoft Foundation Classs 

           [ Use MFC in Static Library ] （スタティック接続方式でMFC使用） 

eSuperMap 5.2¥RSFC¥Bin¥... はダイナミック接続方式で MFC を使用するダ

イナミックライブラリで、アプリケーションが eSuperMap 5.2¥RSFC¥Bin¥... 中
のダイナミックライブラリを使用する場合もプロジェクトで使用する MFC の

方式をダイナミック接続方式で使用するよう設定する必要があります。 

EVC 開発環境：Project---Settings----General----Microsoft Foundation Classs 

        [ Use MFC in Shared DLL ]  （ダイナミック接続方式で MFC 使用） 

2.5.2 ヘッダーファイルとライブラリファイルの検索パス

の設定 

1. ヘッダーファイルの検索パス 

以下のパス.....¥eSuperMap 5.2¥RSFC¥Include をヘッダーファイルの検索パ

スに設定します。 

EVC 開発環境：Tools---Options----Directories --- Include files --- 

..... ¥eSuperMap 5.2¥RSFC¥Include 

2. ライブラリファイルの検索パス 

ダイナミック接続方式でコーディングしたプログラムが必要なライブラ
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リファイルは ...¥eSuperMap 5.2¥RSFC¥Bin¥ 以下のパスにあり、実行環境、デ

バイスの種類、CPU のタイプに対応するライブラリファイルを選択します。 

スタティック接続方式でコーディングしたプログラムが必要なライブラ

リファイルは ...¥eSuperMap 5.2¥RSFC¥Lib¥ 以下のパスにあり、実行環境、デ

バイスの種類、CPU のタイプに対応するライブラリファイルを選択します。 

例えば、EVC3 で、ダイナミック接続方式で PocketPC バーチャルモニター

版、CUP は X86em の実行プログラムをコンパイルした場合、...¥eSuperMap 
5.2¥RSFC¥Bin¥EVC3¥PocketPC¥X86em パスをライブラリファイルの検索パス

とします。 

   EVC 開発環境：Tools---Options----Directories---- 

   Library files ---   ... ¥eSuperMap 5.2¥RSFC¥Bin¥EVC3¥PocketPC¥X86em 

注意：ヘッダーファイルとライブラリファイルの設定は 2.5.1 で使用する MFC
のライブラリの方式と関連しています。ダイナミックライブラリを使用する場

合、ダイナミック接続方式を選択し、スタティックライブラリをしようする場

合、スタティック接続方式を選択します。 

2.5.3 実行プログラム 

アプリケーションプログラムがダイナミック接続方式で MFC と eSuperMap
のダイナミックライブラリを使用している場合、アプリケーションプログラム

の実行時には関連のライブラリが必要となります。MFC のダイナミックライ

ブラリでは、主に以下の関連するライブラリがあります（表 2.1）。 

表 2.1 
ライブラリのタイプ Debug 版 Release 版 

Windows 3.1 mfcce300d.dll、olece300d.dll mfcce300.dll、olece300.dll 

Windows 4.0.x mfcce400d.dll、olece400d.dll mfcce400d.dll、olece400d.dll 

eSuperMap 5.0 SeRSFC50D.dll SeRSFC50.dll 

ECW ライブラリ NCScnet.dll 、 NCSEcw.dll 、 
NCSUtil.dll 

NCScnet.dll、NCSEcw.dll、 
NCSUtil.dll 
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eSuperMap 5.2 のライブラリ中では、異なるデバイス、異なる OS により異な

るライブラリが対応し、それぞれのディレクトリに保存されています。 

上記の Debug 版のライブラリにはデバッグ情報が付帯しており、ライブラリ

のサイズは通常 Release バージョンよりも大きいです。そのため実行速度は

Release 版より遅くなります。デバッグの段階で Debug 版でプログラムをデバ

ッグすることはできますが、最終的にシステムをリリースする段階では Release
版をコンパイルします。 

Windows の MFC ライブラリについては、標準版の Windows にはすべて以上

で述べたダイナミックライブラリが付帯しているので、これらのライブラリを

コピーする必要はなく、eSuperMap のライブラリと実行プログラムのみを目標

デバイス上にコピーすれば実行することができます。自分で WindowsCE を設

定する場合、少なくとも上述した Release 版のライブラリを目標デバイス上（各

バーチャルモニターを含む）にコピーする必要があります。 

スタティック接続方式で MFC ライブラリを使用する場合、プログラム実行

時には上記のダイナミックライブラリは必要ありません。 

2.6 eSuperMap クラスライブラリシステム制約 

eSuperMap クラスライブラリの使用には一定の制約があります。たとえば、

座標システム、スケールなどの制約です。 

2.6.1 座標システム 

eSuperMap の中でオブジェクトデータが依拠する座標システムは 3 種類あり、

それぞれ平面直角座標系、緯度経度座標系、投影座標系です。平面直角座標系

と投影座標系については、オブジェクト座標単位は一様に 0.1mm です。緯度経

度座標系については、オブジェクトの座標単位は 0.001 秒です。このほか、座

標システムには座標拡大率があり、非緯度経度座標系にあるオブジェクトの実

際座標の大きさに影響を与えます。 

eSuperMap のマップ表示ウィンドウにはクライアント座標系があり、ウィン

ドウイベントが発生するポイントの座標はすべてこれに依拠します。これとそ
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の他の Windows アプリケーションは一致します。 

実際のアプリケーションでは、場合により地理座標系とクライアント座標系

の間で変換を行う必要があり、eSuperMap では以下のメソッドを提供していま

す。 

1. クライアント座標系  地理座標系： 

BOOL CSeDrawParameters::ClientToMap（CPoint *pPoints， int 
nCount） 
BOOL CSeDrawParameters::ClientToMap（CRect *pRect） 
BOOL CSeDrawParameters::ClientToMap（CSize *pSize） 

2. 地理座標系  クライアント座標系： 

BOOL CSeDrawParameters::MapToClient（CPoint *pPoints，int 
nCount） 
BOOL CSeDrawParameters::MapToClient（CRect *pRect） 
BOOL CSeDrawParameters::MapToClient（CSize *pSize） 

2.6.2 長さと面積 

eSuperMapシステムフィールド中の長さ単位と面積単位はデータソースの座

標システムの単位と一致します。面積単位はデータソースの距離単位の平方で

す。eSuperMap でオブジェクトを作成、使用するとき、その座標単位はデータ

ソースの座標システム単位と座標拡大率とで一致していることに注意する必

要があります。使用者は使用中に座標変換について考慮する必要があります。 

例：データソース座標システムが普通平面座標系、距離単位がメートル、座

標拡大率 10、データソース中のあるデータセットにある、1 つのラインオブジ

ェクトの 2 つのポイント座標をそれぞれ：P1（3000000， 3000000 ）、P2（3100000，
3200000）とすると、実際の長さは： 

SQRT（（（3100000 – 3000000）/ 10000.0 / 10）*（（3100000 – 3000000）/ 10000.0 
/ 10）+ （（3200000 – 3000000）/ 10000.0 / 10）*（（3200000 – 3000000）/ 10000.0 
/ 10 ））メートル 

非緯度経度座標系では座標値はすべて 0.1 ミリメートルとなるため、これを
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メートルにするために 10000 で割る必要があり、座標系の拡大率は 10 のため

10 で割る必要があります。このようにしてメートル単位の長さを求めることが

できます。 

面積計算についてもこれと同様です。 

2.6.3 スケール 

ここのスケールとは、マップウィンドウ範囲内でマップ上の実際の距離に対

応する単位距離です。CSeMapWnd::GetMapScale（）を通じてマップの現在

のスケールを取得することができます。またCSeMapWnd::SetMapScale（）

を通じてマップの現在のスケールを設定することができます。注意点として、

設定した後は、CSeMapWnd::Refresh（）を使用して現在のマップを更新す

る必要があります。レイヤーの最小、最大表示可能スケールとマップのスケー

ルの概念は一致しており、スケールによりレイヤーを表示させるかさせないか

の設定を行うことができます。 

2.6.4 トレランスとその他 

 eSuperMap ではトレランスはクリックトレランスとスナップトレランスの 2
種類に分けられます。CSeMapWnd を通じて設定するトレランスはみなピクセ

ルを単位とし、プログラムが自動でピクセルトレランスを実際のマップトレラ

ンスに変換します。 

CSePathNavigator中の上下トレランスはメートルを単位とします。

CSeDatasetVector::QueryByDistance（CSeGeometry*pGeometry，

double dDistance）中のdDistanceもメートルを単位とします。

2.7 eSuperMap クラスライブラリが開放する一般

要求 

ここで言う一般要求とは、eSuperMap クラスライブラリに基づくプログラム

をより容易に開発するため、また、より強い適応性と高い効率性を持たせるた
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めのものです。 

1. Unicode キャラクターセットと ANSI キャラクターセットを考慮し、

汎用文字列タイプを使用 

Windows CE は Unicode のオペレーションシステムに基づいており、Windows 
NTとWindows 2000はUnicodeとANSIを同時にサポートしており、Windows 9x
は ANSI のオペレーションシステムに基づいています。この状況を考慮し、

eSuperMap クラスライブラリに基づくプログラムの開発では、Windows 9x がサ

ポートしていないために LPWSTR のタイプの Unicode 文字列タイプを使用で

きないだけでなく、Windows CE がサポートしていないために、char、LPSTR
のタイプの ANSI 文字列タイプを使用できません。そのためユニバーサル文字

列タイプを使用する必要があります。ユニバーサル文字列タイプは目標のオペ

レーションシステムの違いにより、プログラムをコーディングするときに、正

確なキャラクターセット（ANSI あるいは Unicode）のマクロとして反映します。

使用できる文字列タイプは以下の通りです：TCHAR、TCHAR*、LPTSTR、

LPCTSTR。また MFC CString クラスも使用可能です。プログラムのハードコー

ド文字列には TEXT マクロ、L マクロ、あるいは_T マクロに含まれている必要

があります。同時に、正確な RTL（ランタイムライブラリ）文字列処理関数を

選択する必要があり、ANSI あるいは Unicode の関数を使用することはできま

せん。表 2.2 には 3種類の RTL 文字列関数をリストしています。 

表 エラー! 指定したスタイルは使われていません。.1  

ANSI 関数 Unicode 関数 
ユニバーサル文字

列関数 
説 明 

strlen（） wcslen（） _tcslen 文字列バイト数を返す 

Atoi（） _wtoi（） _ttoi （） 文字列を整数に変換 

strcmp（） _wcscmp（） _tcscmp 2 つの文字列を比較 

atof（） wcstod（） _tcstod（） 
文 字 列 を フ ロ ー ト 数 に 変 換

（Unicode には atof がなく atod の

み） 
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2. メモリの使用とオブジェクトの解放 

システムを設計する際は、メモリの正確な使用を十分に考慮する必要があり

ます。使用していないメモリを安易に割り当ててはならず、割り当てたメモリ

は使用を終えたら速やかに解放するように注意する必要があります。クラスラ

イブラリのあるクラスのあるメソッドがメソッドの内部でメモリを割り当て

た場合、プログラマが解放するようにしなければなりません。実際に開発を行

っている時、解放すべきものは確実に解放するようにします。そうでないと、

メモリリークが発生し、メモリリークが多いとシステムの正常な実行に影響を

及ぼします。例えば、あるデータセットに対してクエリを実行して生成したレ

コ ー ド セ ッ ト は 、 対 応 す る デ ー タ セ ッ ト の メ ン バ ー 関 数

CSeDatasetVector::ReleaseRecordset（）を使い解放する必要があり

ます。レコードセットからCSeRecordset::GetGeometry（）を使い取得し

た幾何オブジェクトについても、外部で解放する必要があります。そうしない

とメモリリークを引き起こします。

3. ポインタの使用とオブジェクト初期化 

ポインタは使用前は空に初期化し、使用しない場合も空を与え、不必要なポ

インタの出現を回避します。その他のオブジェクトも使用前に初期化するのが

よく、異なる実行環境で異なる初期値が存在することを避けます。 

4. 名前の使用 

 クラスに対する宣言は CSe 接頭語を用いないのが望ましく、テーブル中のフ

ィールド名には SM 接頭語を使用してはいけません。クラスライブラリとの衝

突を避けます。変数の命名はできるだけ一目で分かりやすい効果があるような

ものとします。 

5. CSeWorkSpaceと CSeMapWndクラスの使用 

eSuperMap クラスライブラリに基づく開発のプロジェクトでは、ワークスペ

ースを管理する CSeWorkSpace クラス変数の宣言は、通常アプリケーション

プログラム App クラス中あるいは CMainFrame の中に設定し、CSeMapWnd

クラスは通常、対応するビュークラス CxxxViewの 1つのパブリックメンバー

とし、プログラム中での使用に便宜を図ります。 
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6. ラインスタイルライブラリとシンボルライブラリの使用 

ラインスタイルライブラリとシンボルライブラリのユーザー定義のライン

スタイル、シンボルの ID のコード範囲は 6～60、000、独自のラインスタイル

ライブラリ、シンボルライブラリを作成する場合は、この点を注意してくださ

い。 
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第3章  eSuperMap クラスライブラリ詳細 
eSuperMap では、ロジック関係によりクラスライブラリを以下のように分類

します：データアクセス関連クラス、マップ表現関連クラス、ルート解析ナビ

ゲーションクラス、GPS クラス、幾何オブジェクト関連クラス、マップ投影関

連クラス、その他アプリケーションクラス。ロジック関係図を通じてこれらの

ロジック関係を表現します。クラスライブラリについて正確に理解し、使用す

るために便利で、開発効率を高めることができます。 

アドバイス：まず eSuperMap クラスライブラリについて基本的な理解をしてお

きます。第 3 章の各 1 節の最初にある紹介を把握します。応用の際、実現する

機能から、対応するクラスライブラリの部分を探すことができます。次に、各

クラス間のロジック関係図から、各クラス間がどのような関係になっているか

を明確にしておきます。最後に、クラスを使用する際、各クラスの機能に基づ

き再度詳細に対応するメソッドとプロパティを探します。 

本章では機能の実現に照らし合わせて、各部分のクラスを詳しく紹介します。

重要な機能を 1 つのテーマとして紹介し、さらに各クラス中のメソッドとプロ

パティを表で分かりやすく示します。 

クラスロジック構造図説明： 

各クラスは関連クラスのメソッドを通じて取得することができ、クラス関係

図の間で描画を実行します。例えば、図中で見出すことができ、マップクラス

（CSeMaps）はワークスペースクラス（CSeWorkSpace）のGetMapsメソッ

ドを通じて取得します。

その他の一連のキーワードは、各クラス間の関係を示します。 

Member は次のクラスが前のクラスのメンバー変数であることを示します。  

Inheritance は次のクラスが継承する 1 つ前のクラスのサブクラスであるこ

とを示します。 

Collection は 1 つ前のクラスが次のクラスの集合クラスであることを示し

ます。 

 



 

3.1 データアクセスクラス 

eSuperMapでは、データアクセスに関連するクラスは：CSeWorkSpace、

CSeDataSourceManager 、 CSeDataSource 、 CSeDataset 、

CSeDatasetVector 、 CSeDatasetLink 、 CSeDatasetRaster 、

CSeRecordset、 CSeFieldInfo、 CSeFieldInfos、 CSeResources、

CSeSymbolLib、CSeLineStyleLib、CSeMapDef、CSeMaps等があります。

これらのロジック関係は図エラー! 指定したスタイルは使われていません。.4のと

おりです。 

 
図エラー! 指定したスタイルは使われていません。.4 データアクセス関連構造図 

 データアクセス関連クラス中の各クラスはすべてデータ操作と関係があり、

ワークスペース（CSeWorkSpace クラス）をコアとして、データソース―デ

ータセット―レコードセット、マップ―レイヤー、リソース―ラインスタイル

ライブラリ／シンボルスタイルライブラリ、これら 3つの経路でデータをコン

トロールします。 
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3.1.1 ワークスペース 

eSuperMap では、CSeWorkSpace は eSuperMap クラスライブラリ中の 1 つの

コアのクラスで、ワークスペースを開く、作成、保存、閉じるなどを担います。

またデータソース、マップ及びリソース（ラインスタイルライブラリとシンボ

ルライブラリ）を管理します。 

クラス名： CSeWorkSpace

メソッド： 

―――――――――――――ワークスペース――――――――――――――― 

ワークスペース新規作成：Create 

ワークスペースを開く：Open 

ワークスペース保存：Save 

ワークスペースを閉じる：Close 

―――――――――――――データソース―――――――――――――――― 

データソース追加：AddDataSourceFile 

データソース削除（別名による）：RemoveDataSourceByAlias 

データソース作成：CreateDataSource 

データソース取得（別名による）：GetDataSourceByAlias 

データソース取得（インデックスによる）：GetDataSourceAt 

データソース個数取得：GetDataSourceCount 

―――――――――――――マップ、リソース―――――――――――――― 

マップ取得： GetMaps 

リソース取得： GetResources 

―――――――――――――ワークスペース情報――――――――――――― 

ワークスペースファイル名取得：GetFileName 

パスワード設定：SetPassword 

修正フラグ設定：SetModifiedFlag 
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開いたかどうか：IsOpen 

修正したかどうか：IsModified 

3.1.1.1 ワークスペース新規作成 
bool Create （const CString &strWorkSpaceName， 

const CString &strPassword = _T（""））； 

メソッド説明：ワークスペース新規作成。成功すると true、そうでないと false
を返す。 

パラメータ： 

strWorkSpaceNameワークスペースファイル名。拡張子*.pmwのファイ

ル名で、ファイルのフルパス。 

strPassword       ワークスペースパスワード 

サンプル： 

//ワークスペースを新規作成 
extern CSeWorkSpace  m_WorkSpace； 
ASSERT （m_WorkSpace）； 
 
CFileDialog dlgFile （ false ，  _T （ "pmw|pmw|*.*" ） ，  NULL ， 
OFN_HIDEREADONLY |  
OFN_OVERWRITEPROMPT，_T（"WorkSpace Files （*.pmw）|*.pmw|All Files 
（*.*）|*.*||"） ）； 
if（ dlgFile.DoModal（） = = IDOK ） 
{ 
 //新規作成するワークスペースのフルパスを取得 
 CString strWorkSpaceName = dlgFile.GetPathName（）； 
 //ワークスペース作成 
 bool bResult = m_WorkSpace.Create（strWorkSpaceName）；   
 if（ bResult ） 
 { 
 //Do Something here… 
 } 
} 

3.1.1.2 ワークスペースを開く 
bool Open（ const CString &strFileName， 
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const CString& strPassword = _T（""）， 
DWORD dwOptions = 0， 
CProgressCtrl *pProgressCtrl = NULL ）； 

メソッド説明：ワークスペースを開く。成功すると true、そうでないと false
を返す。 

パラメータ： 

strFileName    ワークスペースファイル名。拡張子*.pmwのファイ

ル名で、ファイルのフルパス。 

dwOptions     パラメータオプション（現在、読取専用の設定のみサポ

ート）。 

strPassword    ワークスペースパスワード。パスワードがない場合

はこの文字列はデフォルト設定。 

pProgressCtrl  プログレスバー。URLデータを開いて作用、データ

ダウンロードの進捗を表示。 

サンプル： 

//ワークスペースを開きマップを表示 
extern CSeWorkSpace  m_WorkSpace； 
ASSERT （m_WorkSpace）； 
extern CSeMapWnd m_MapWnd 
ASSERT （m_MapWnd）； 
 
CFileDialog dlgFile （ true ，  _T （ "pmw|pmw|*.*" ） ，  NULL ， 
OFN_HIDEREADONLY |  
OFN_OVERWRITEPROMPT，_T（"WorkSpace Files （*.pmw）|*.pmw|All Files 
（*.*）|*.*||"） ）； 
if（ dlgFile.DoModal（） = = IDOK ） 
{ 
 //ファイルのフルパスとファイル名を取得 
 CString strFileName = dlgFile.GetPathName（）； 
 //ワークスペースを開く 
 if （m_WorkSpace.Open（ strFileName ） ）   
 { 
  //マップウィンドウを初期化 
  m_MapWnd.OnInitialUpdate（ &m_WorkSpace， this ）；  
  CSeMapDef mapdef； 
  CSeMaps *pMaps= m_WorkSpace.GetMaps（）；  
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  if （ pMaps ） 
  { 
   if （ pMaps->GetMapAt（0，mapdef） ）  //1 番目のマップを取

得 
   { 
    if （ m_MapWnd.OpenMap（mapdef） ）  //マップを開く 
    { 
     m_MapWnd.ViewEntire（）； 
     m_MapWnd.Refresh（）；   //マップ更新 
    } 
   } 
  } 
 } 
} 

3.1.1.3 ワークスペース保存 
bool Save（）； 

メソッド説明：ワークスペース保存。成功すると true、そうでないと false を返

す。 

サンプル：    3.1.1.8 データソースを削除を参照してください。 

3.1.1.4 ワークスペースを閉じる 
bool Close（ bool bAutoSave = true ）； 

メソッド説明：ワークスペースを閉じる。成功すると true、そうでないと false
を返す。 

パラメータ： 

bAutoSave      ワークスペースを閉じる時自動で保存するかどうか。 

サンプル： 

//ワークスペースを保存して閉じる 
extern CSeWorkSpace  m_WorkSpace； 
ASSERT （m_WorkSpace）； 
m_WorkSpace.Close（ true ）； 

3.1.1.5 データソース追加 
AddDataSourceFile（const CString &strFileName，  
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CSeDataSource::Type nEngineType， 
const CString &strDataSourceAlias， 
const CString & strDataSourcePassword， 
DWORD dwOptions = 0 ）；  

メソッド説明：データソース追加。成功すると true、そうでないと false を返す。 

パラメータ： 

strFileName              追加するデータソース名（フルパス） 

nEngineType              データソースエンジンタイプ（PM2 または

PMR） 

strDataSourceAlias      データソースの別名 

strDataSourcePassword   データソースのパスワード 

dwOptions                 パラメータオプション（現在、読取専用の

設定のみサポート）。 

サンプル： 

//データソース追加 
CFileDialog dlgFile （ true ， _T （ "pm2|pmr|*.*" ） ， NULL ，
OFN_HIDEREADONLY|  
OFN_OVERWRITEPROMPT，_T（"PM2 Files （*.pm2）|*.pmf 
|PMR Files （*.pmr）|*.pmr|All Files （*.*）|*.*||"） ）； 
 
if（ dlgFile.DoModal（） = = IDOK ） 
{ 
 //図形ファイルのフルパスとファイル名を取得 
 CString strfileName = dlgFile.GetPathName（）； 
 CString strFileExName = dlgFile.GetFileExt（）； 
 CString strAlias = dlgFile.GetFileTitle（）； 
 CString strPassword = _T（""）； 
 //データソースファイルを追加、自動で開く 
 BOOL bResult = FALSE； 
 if （ strFileExName = = _T（"pm2"） ） 
 { 
  bResult = theApp.m_WorkSpace.AddDataSourceFile 
（ strfileName， CSeDataSource::PMF， strAlias， strPassword， 0 ）；
  } 
else  if （ strFileExName = = _T（"pmr"） ） 
{ 
  bResult = theApp.m_WorkSpace.AddDataSourceFile 
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（ strfileName， CSeDataSource::PMR， strAlias， strPassword， 0 ）；
  } 
 
 if （ bResult ）  
 {   
lCount = theApp.m_WorkSpace.GetDataSourceCount（）； 
CString strMSg； 
strMsg.Format（"The WorkSpace has %d DataSources"， lCount ）； 
::AfxMessageBox（ strMsg， MB_OK ）； 
 } 
} 

3.1.1.6 データソース作成 
CSeDataSource* CreateDataSource 

（const CString &strFileName， 
CSeDataSource::Type  nEngineType， 
const CString &strDataSourceAlias， 
const CString &strDataSourcePassword= _T

（""）， 
DWORD dwOptions = 0， long nBlockSize = 

4096 ）； 

メソッド説明：データソース作成。成功すると新データソースのポインタを返

し、そうでないと NULL を返す。 

パラメータ：  

strFileName          作成するデータソースファイル名（フルパス） 

nEngineType          データソースエンジンタイプ（PM2または PMR） 

strDataSourceAlias      データソースの別名 

strDataSourcePassword   データソースのパスワード 

dwOptions    パラメータオプション（現在、読取専用の設定のみサ

ポート） 

nBlockSize       データブロックのサイズ、PM2 エンジンに対して有

効（デフォルト値を推奨） 

付記：PMR エンジンに対してデータソース作成はできない。 

サンプル： 
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CFileDialog dlgFile（false， _T（"pm2|*.*"）， NULL， OFN_HIDEREADONLY 
|  
OFN_OVERWRITEPROMPT，_T（"PM2 Files （*.pm2）|*.pm2|All Files （*.*）
|*.*||"） ）； 
  
 if（ dlgFile.DoModal（） = = IDOK ） 
 { 
  CString strFileName = dlgFile.GetPathName（）；//図形ファイ

ルのフルパスとファイル名を取得 
  CString strFileExName=dlgFile.GetFileExt（）； 
  if （ strFileExName = = _T（"pm2"） ） 
  { 
   CSeDataSource *pDataSource = 
CSeDataSourceManager::CreateDataSource 
        （ strFileName，CSeDataSource::PMF，
2，_T（""），0）； 
   If( pDataSource ) 
   { 
   //DoSomething Here 
   } 
  } 
} 

3.1.1.7 データソースを取得 
CSeDataSource* GetDataSourceByAlias 

（const CString &strDataSourceAlias）； 
CSeDataSource* GetDataSourceAt（int nIndex）； 

メソッド説明：これら 2 つのメソッドは共にデータソースを取得するもので、

前者はデータソースの別名から取得、後者はデータソースのインデックスから

取得する。取得に成功するとデータソースのポインタを返し、そうでないと

NULL を返す。 

パラメータ： 

strDataSourceAlias        データソースの別名 

nIndex                      データソースのインデックス 

サンプル： 

//ワークスペースのデータソース別名リストを表示 
extern CSeWorkSpace  m_WorkSpace； 
ASSERT （m_WorkSpace）；  
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extern CListBox m_cmDatasource；  //リストボックス変数 
ASSERT （m_ cmDatasource）； 
 
long lCount = m_WorkSpace .GetDataSourceCount（）；  //データソー

ス個数を取得 
CString strAlias； 
for （long i=0；i<lCount；i++） 
{ //データソースを取得 
  CSeDataSource* pDataSource = m_WorkSpace .GetDataSourceAt
（i） ；  
  if （pDataSource） 
  { 
   strAlias = pDataSource->GetAlias（）；  //データソースの

別名を取得取得 
   m_cmDatasource.InsertString（i， strAlias）； //別名をリ

ストボックスに追加 
  } 
} 

3.1.1.8 データソース削除 
bool RemoveDataSourceByAlias（ const CString &strAlias ）； 

メソッド説明：データソース削除。削除に成功すると true、そうでないと false
を返す。 

パラメータ：  

strAlias                データソース別名 

サンプル： 

//ワークスペースから指定した別名のデータソースを削除してワークスペースを保

存する 
extern CSeWorkSpace  m_WorkSpace； 
ASSERT （m_WorkSpace）； 
extern CString strDatasourceName； 
ASSERT （ strDatasourceName）；    
//データソース削除 
bool bResult = m_WorkSpace.RemoveDataSourceByAlias
（strDatasourceName）； 
if （ bResult ） 
{ 
 m_WorkSpace.Save（）；  //削除成功、ワークスペースを保存 
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} 

3.1.1.9 マップ取得 
CSeMaps* GetMaps（）； 

メソッド説明：マップセットを取得。成功するとマップセットのポインタを返

し、そうでないと NULL を返す。 

付記：外部はこのポインタを削除できず、使用できるのみ。 

サンプル：3.1.1.2 ワークスペースを開くを参照してください。

3.1.1.10 リソース取得 
CSeResources* GetResources（）； 

メソッド説明：リソース取得。成功するとリソースポインタを返し、そうでな

いと NULL を返す。 

付記：外部はこのポインタを削除できず、使用できるのみ。 

サンプル： 

//リソースのシンボルの個数と各シンボルの IDを取得 
extern CSeWorkSpace  m_WorkSpace； 
ASSERT （m_WorkSpace）； 
CSeResources *pResources = m_WorkSpace. GetResources （）； 
long lSymbolCount； 
if（pResources ） 
{//シンボルライブラリのシンボル個数を取得 
  lSymbolCount= pResources ->m_SymbolLib.GetSymbolCount（）； 
  for（int i=0；i<lSymbolCount；i++ ） 
  { 
   long lSymbolID = 0； 
   //シンボルの IDを取得 
   lSymbolID= pResources ->m_SymbolLib.GetSymbolID（i）； 
  } 
} 

3.1.1.11 その他 

ワークスペースクラスライブラリでは更にその他のメソッドを提供してい

ます。ワークスペースのパスワードを設定する SetPassword、修正フラグを
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設定する SetModifiedFlag、ワークスペースを開いたかどうか判断する

IsOpenなどがあります。 

3.1.2 データソースマネージャー 

CSeDataSourceManagerはデータソースマネージャーで、データソースを

開くことと作成を実現します。ユーザーは直接このクラス中のメソッドを用い

ることができます。 

クラス名：CSeDataSourceManager 

メソッド： 

データソースを開く：OpenDataSource  

データソース作成：CreateDataSource 

3.1.2.1 データソースを開く 
static CSeDataSource * OpenDataSource 

（const CString& strFileName， 
CSeDataSource::Type nEngineType， 
const CString &strPassword = _T（""）， 
DWORD dwOptions = 0 ）； 

メソッド説明：データソースを開く。開くのに成功するとデータソースポイン

タを返し、そうでないと NULL を返す。 

パラメータ：  

strFileName            開くデータソースのファイル名（フルパス） 

nEngineType            データソースエンジンタイプ（PM2 または

PMR） 

strPassword            データソースのパスワード 

dwOptions              オプションパラメータ（現在、読取専用の設定

のみサポート） 
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サンプル： 

//データソースを開き、データソースの 1 番目のデータセットを表示する 

extern CSeWorkSpace  m_WorkSpace； 
ASSERT （m_WorkSpace）； 
extern CSeMapWnd m_MapWnd； 
ASSERT （m_MapWnd）； 
 
CFileDialog dlgFile （ true ，  _T （ "pm2|pmr|*.*" ） ，  NULL ， 
OFN_HIDEREADONLY |  
OFN_OVERWRITEPROMPT，_T（"PM2 Files （*.pm2）|*.pm2|PMR Files 
（*.pmr）|*.pmr 
|All Files （*.*）|*.*||"） ）； 
if（ dlgFile.DoModal（） = = IDOK ） 
{ 
 //マップウィンドウを初期化 
 m_MapWnd.OnInitialUpdate（ &m_WorkSpace， this ）； 
 
 CSeDataSource *pDataSource = NULL； 
 //データソースのフルパスとファイル名を取得 
 CString strFileName = dlgFile.GetPathName（）； 
 CString strFileExName=dlgFile.GetFileExt（）； 
 if （ strFileExName = = _T（"pm2"） ）   
 {//pm2データソースを開く 
  pDataSource =CSeDataSourceManager::OpenDataSource 
（strFileName，CSeDataSource::PMF）； 
 } 
 else if （ strFileExName = = _T（"pmr"） ） 
 {//pmrデータソースを開く 
  pDataSource = CSeDataSourceManager::OpenDataSource 
（ strFileName，CSeDataSource::PMR）；  
 } 
 if （pDataSource） 
 {  
  //1 番目のデータセットを取得 
  CSeDataset *pDataset = pDataSource->GetDatasetAt（ 0 ）； 
  if（ pDataset ） 
  { 
   //データセットをマップ中に追加 
   m_MapWnd.AddLayer（ pDataset ）； 
   m_MapWnd.Refresh（）；     
  } 
 } 
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} 

3.1.2.2 データソース作成 
static CSeDataSource * CreateDataSource 

（const CString& strFileName， 
CSeDataSource::Type nEngineType， 
const CString &strDataSourceAlias = _T（""）， 
const CString &strPassword = _T（""）， DWORD dwOptions 

= 0， 
long nBlockSize = 4096 ）； 

メソッド説明：データソース作成。作成に成功するとデータソースポインタを

返し、そうでないと NULL を返す。 

パラメータ： 

strFileName              開くデータソースのファイル名（フルパス） 

nEngineType              データソースエンジンタイプ（PM2 または

PMR） 

strDataSourceAlias      データソース別名 

strPassword              データソースのパスワード 

dwOptions                オプションパラメータ（現在、読取専用の設

定のみサポート） 

nBlockSize               データブロックのサイズ、PM2 エンジンに

対して有効（デフォルト値を推奨） 

付記：PMR データエンジンに対しては、作成は成功しない。 

サンプル： 

//データソース作成 
CFileDialog dlgFile（false， _T（"pm2|*.*"）， NULL， OFN_HIDEREADONLY 
|  
OFN_OVERWRITEPROMPT，_T（"PM2 Files （*.pm2）|*.pm2 |All Files （*.*）
|*.*||"） ）； 
if（ dlgFile.DoModal（） = = IDOK ） 
{ 
 //作成するデータソースのフルパスとファイル名を取得 
 CString strFileName = dlgFile.GetPathName（）； 
CSeDataSource *pDataSource = 
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CSeDataSourceManager::CreateDataSource 
（ strFileName，CSeDataSource::PM2）； 
 if （pDataSource） 
 {  
  ::AfxMessageBox（_T（"successful"），MB_OK）； 
 }  
} 

3.1.3 データソース 

データソースには複数のデータセットが含まれ、そのデータセットに対する

管理を行います。CSeDataSource クラスを通じて全てのデータセット

（CSeDataset）中の空間データと属性データにアクセス、操作することがで

きます。データソースは一連の関連情報を記録しており、例えば、座標系、バ

ージョン情報などです。データソースには 2 種類の保存タイプ―PM2 と PMR

があり、PM2は読取と書き込み操作が可能で、PMRは読取専用で実行時の使用

に適しています。 

 データソースはワークスペース CSeWorkSpace を通じて取得することも、

データソースマネージャーCSeDataSourceManager を通じて取得すること

もできます。 

クラス名：CSeDataSource 

メソッド： 

――――――――――――――データセット――――――――――――――― 

データセット取得：GetDatasetAt、GetDataset 

データセット作成：CreateDataset 

データセット削除： DeleteDataset 

データセット個数取得：GetDatasetCount 

データセット名が有効かどうか判断：IsAvailableDatasetName 

――――――――――――――データソース――――――――――――――― 

データソースを閉じる：close 

開いているかどうか判断：IsOpen 
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―――――――――――――データソース情報―――――――――――――― 

データソースエンジンタイプ：GetEngineType 

バージョン番号取得：GetVersion 

座標単位取得：GetCoordUnits 

座標単位取得：GetDistUnits 

拡大縮小比率取得：GetCoordRatio 

座標系取得：GetPJSysInfo 

座標系設定：SetPJSysInfo 

データソース別名取得：GetAlias 

データソース別名設定：SetAlias 

データソース名取得：GetName 

データソース名設定：SetName 

データソース記述情報取得：GetDescription  

データソース記述情報設定：SetDescription 

パスワード取得：GetPassword          

パスワード設定：SetPassword 

修正したかどうか判断：IsModified        

修正フラグ設定：SetModifiedFlag 

読取専用で開いているかどうか判断：IsReadOnly 

3.1.3.1 データセット取得 
CSeDataset* GetDatasetAt（ long nIndex ） const； 
CSeDataset* GetDataset（ const CString &strDatasetName） 
const； 

メソッド説明：2 つのメソッド中、前者はデータセットのインデックスを通じ

て取得、後者はデータセット名を通じて取得。成功するとデータセットポイン

タを返し、そうでないと NULL を返す。 

パラメータ： 

nIndex                   データセットインデックス 

strDatasetName         データセット名 
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サンプル：3.1.2.1 データソースを開くを参照してください。 

3.1.3.2 データセット作成 
CSeDataset* CreateDataset（const CString &strDatasetName， 

CSeDatasetInfo::Type nType， 
DWORD dwOptions， 
const CSeRect2D& rcBounds ） ； 

メソッド説明：データセット作成。成功するとデータセットポインタを返し、

そうでないと NULL を返す。 

データセットのタイプは以下のとおり。 

CSeDatasetInfo::Point      = 1，  ポイントデータセット 

CSeDatasetInfo::Line       = 3，   ラインデータセット 

CSeDatasetInfo::Network    = 4，  ネットワークデータセ

ット 

CSeDatasetInfo::Region     = 5，  ポリゴンデータセット 

CSeDatasetInfo::Text        = 7，  テキストデータセット 

CSeDatasetInfo::SimpleText   = 8， シンプルテキスト

データセット 

CSeDatasetInfo::Compound   = 11，   複合データセット 

CSeDatasetInfo::Image      = 81，   ラスタデータセット 

CSeDatasetInfo::ImageOuter   = 201，  ホットリンク

ラスタデータセット 

CSeDatasetInfo::ImageIS   = 202，   ISデータセット 

パラメータ： 

strDatasetName       データセット名 

nType                  データセットタイプ 

rcBounds             データセットの座標範囲 

dwOptions             パラメータオプション。許容値: 

CSeDataset::Default 

CSeDataset::HasStyle 
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付記：PMR データエンジンにはデータセットを作成できない。ベクタデータ

セットを作成し幾何オブジェクトを追加した後は、インデックスを作成する必

要があります。そうしないと幾何オブジェクトの選択と編集操作に失敗するこ

とがあります。 

サンプル： 

//データセットの名前、タイプ、オプションを指定 
CString strName = _T（"Region"）；       
CSeDatasetInfo::Type nType = CSeDatasetInfo:: Region； 
long nOptions = CSeDataset::Default；     
//先にデータセットの範囲を指定 
CSeRect2D rcBounds = CSeRect2D（0，0，200，200）；   
 
//データソースポインタ取得、theApp グローバル変数、m_WorkSpace は
CSeWorkSpaceクラス変数 
//1 番目のデータソースを取得 
CSeDataSource *pDataSource=theApp.m_ WorkSpace.GetDataSource（0）；  
if （pDataSource） 
{ 
   CSeDatasetVector *pDtV = pDataSource-> 
   CreateDataset（strName ，nType， nOptions ，rcBounds）； 
} 

3.1.3.3 データセット削除 
bool DeleteDataset（ const CString &strDatasetName ） ； 

メソッド説明：データセット削除。削除に成功すると true を返し、そうでない

と false を返す。 

パラメータ：  

strDatasetName    データセット名 

サンプル： 

extern CSeDataSource *m_pDataSource； 
ASSERT （m_pDataSource）； 
 
//削除するデータセット名を指定 
CString strName = _T（"Region"）； 
//成功すると true、そうでないと false を返す 
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Bool bResult =m_pDataSource->DeleteDataset（strName）； 
//失敗した場合、エラーコードを検索できる 
DWORD dwError = SeGetErrorMsgObj（）->GetLastError（）； 

3.1.3.4 座標系 
CSePJSysInfo* GetPJSysInfo（） const； 
bool SetPJSysInfo（ const CSePJSysInfo* pSePJSysInfo ）； 

メソッド説明：2 つのメソッドのうち前者は座標系取得、後者は座標系設定。

前者は取得に成功すると座標系ポインタを返し、そうでないと NULL を返す。

後者は設定に成功すると true、そうでないと false を返す。 

パラメータ： 

pSePJSysInfo         座標系ポインタ 

サンプル： 

//マップ上で 2 点間の距離を取得（point1，point2）、point1，point2はクラ

イアントエリア座標 
extern CSeMapWnd* pMapWnd； 
ASSERT（pMapWnd）； 
CArray<CPoint，CPoint> arPoints； 
arPoints.SetSize（2）；  
arPoints[0] = point1； 
arPoints[1] = point2； 
pMapWnd->GetDrawParam（）->ClientToMap（arPoints.GetData（），2）；  
//ポイントをマップ座標に変換 
 
//ラインオブジェクトを作成 
CSeGeoLine geoLine； 
geoLine.Make（arPoints.GetData（），2，false）； 
 
//マップ投影系情報オブジェクト取得 
double dDistance = 0； 
double dRadio = 1； 
long nDisUnits = 1； 
long nUnits = 10000； 
if （ pMapWnd->GetLayerAt（0）  
&& pMapWnd->GetLayerAt（0） ->GetDataset（）->GetDataSource（） ） 
{ 
CSePJSysInfo sysInfo； 
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 pMapWnd->GetLayerAt（ 0） ->GetDataset（） ->GetDataSource（）

->GetPJSysInfo（sysInfo）； 
 dRadio = sysInfo.dRadio； 
 nUnits = sysInfo.nUnits 
nDisUnits = sysInfo.nDisUnits； 
} 
If（ nUnits ！= 0 ） 
{ 
 dDistance = geoLine.GetLength（ false ）；   //2 点間の距離を計算、

平面座標系 
} 
else 
{ 
 dDistance = geoLine.GetLength （ true ）  //2 点間の距離を計算、緯

度経度座標系 
} 

3.1.3.5 単位、拡大縮小比率 
long GetCoordUnits（）const；  
long GetDistUnits（）const； 
double GetCoordRatio（）const； 

メソッド説明：座標系の座標単位、距離単位、座標単位の拡大縮小比率を取得 

サンプル： 

//m_pDataSourceは有効なデータソース 
double dRatio = 0； 
long nUnits = 0， nDistUnits = 0； 
if （ m_pDataSource ） 
{ 
   dRatio = m_pDataSource->GetCoordRatio（）； 
nUnits = m_pDataSource->GetCoordUnits（）； 
nDistUnits = m_pDataSource->GetDistUnits（）； 
} 

3.1.3.6 その他 

データソースクラス中のメソッドは多数あり、データソースの名前、別名、

パスワード及び基本情報を取得、設定することができます。また、データソー

スのエンジンタイプとバージョン情報などを取得することができます。 

サンプル： 
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//ネットワークレイヤーを検索 
extern CSeDataSource* pDataSource； 
ASSERT（pDataSource）； 
 
CSeDatasetVector* pDatasetNetwork = NULL； 
for（int i = 0；i < pDataSource->GetDatasetCount（）；i++） 
{ 
 CSeDataset* pDataset = NULL: 
 pDataset = pDataSource->GetDatasetAt（i）； 
 if（pDataset && pDataset->GetType = =CSeDatasetInfo::Network） 
 { 
  pDatasetNetwork = （CSeDatasetVector*）pDataset； 
  return； 
 } 
} 

3.1.4 データセット 

データセットクラスは、ベクタデータセット CSeDatasetVector、データ

セット接続CSeDatasetLink及びラスタデータセット CSeDatasetRaster

の親クラスです。データセットの基本情報―データセットのタイプ、名前、範

囲、記述情報などを保存します。ここでは主なメソッドについて紹介します。 

データセットはデータソース CSeDataSource を通じて取得したものです。 

クラス名：CSeDataset 

メソッド： 

――――――――――――データセット情報―――――――――――――― 

データセットの次元を取得：GetDimension 

データセットのタイプを取得：GetType 

データセット名を取得：GetName 

データセット名を設定：SetName 

データセット範囲を取得：GetBounds 

データセット範囲を設定：SetBounds 

現在のデータセット範囲が指定の矩形に含まれるかチェック：CheckBounds 
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データセット記述情報文字列を取得：GetDescription 

データセット記述情報文字列を設定：SetDescription 

データセットパラメータを取得：GetOptions 

――――――――――データセットプロパティ――――――――――――― 

データセットが更新できるかどうか：CanUpdate 

データセットが開いているかどうか：IsOpen 

ベクタデータセットかどうか：IsDatasetVector 

ラスタデータセットかどうか：IsDatasetRaster 

リンクデータセットかどうか：IsDatasetLink 

データセットが修正されたかどうか：IsModified 

修正フラグを設定：SetModifiedFlag 

データセットが圧縮保存かどうか：IsZipped 

データセットを圧縮保存に設定：SetZippedFlag 

―――――――――――――データソース――――――――――――――― 

データセットがあるデータソースポインタを取得：GetDataSource 

3.1.4.1 データソース取得 
CSeDataSource* GetDataSource（） const； 

メソッド説明：データセットに対応するデータソースを取得。成功するとデー

タソースポインタを返し、そうでないと NULL を返します。 

サンプル： 

//データソース名を取得 
extern CSeDataset* pDataset； 
ASSERT（ pDataset ）； 
 
CString strDatasourceAlias；  //データソース別名 
if （pDataset ） 
{ 
  CSeDataSource *pDatasource = pDataset-> GetDataSource（）； 
  if （ pDatasource ） 
  { 
  strDatasourceAlias = pDatasource->GetAlias（）； 
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  } 
} 

3.1.4.2 データセットタイプ 
CSeDatasetInfo::Type GetType（） const； 

メソッド説明：データセットのタイプを取得します。 

データセット（あるいは対応するレイヤー）のタイプは以下のとおり。 

CSeDatasetInfo::Point      = 1，  ポイントデータセット 

CSeDatasetInfo::Line      = 3，   ラインデータセット 

CSeDatasetInfo::Network   = 4，  ネットワークデータセット 

CSeDatasetInfo::Region    = 5，  ポリゴンデータセット 

CSeDatasetInfo::Text      = 7，  テキストデータセット 

CSeDatasetInfo::SimpleText = 8， シンプルテキストデータセット 

CSeDatasetInfo::Compound   = 11，  複合データセット 

CSeDatasetInfo::Image        = 81，  ラスタデータセット 

CSeDatasetInfo::ImageOuter  = 201，ホットリンクラスタデータセ

ット 

CSeDatasetInfo::ImageIS  = 202， ISデータセット 

サンプル： 

//マップの全てのテキストレイヤーに対して操作 
extern CSeMapWnd *m_pMapWnd； 
ASSERT （m_pMapWnd）； 
long nCount = m_pMapWnd->GetLayerCount（）； 
for（int i=0； i<nCount； i++） 
{ 
 //レイヤーを取得してテキストレイヤーかどうか判断 
CSeDataset *pDataset = m_pMapWnd->GetLayerAt（i）->GetDataset（）； 
if （ pDataset ） 
{ 
if （pDataset ->GetType（）= =CSeDatasetInfo::Text）   
   { 
    … …  //テキストレイヤーに対して操作 
   } 
 } 
} 
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3.1.4.3 その他 

このクラスのメソッドを通じてベクタデータセット（IsDatasetVector）

であるかラスタデータセット（IsDatasetRaster）であるか判断できます。

また、関連情報―データセット記述情報、データセット名、修正及び圧縮のフ

ラグなどを取得、設定することができます。 

3.1.5 ベクタデータセット 

ベクタデータセットは CSeDataset に属し、ベクタデータを保存、管理し

ます。複数の幾何オブジェクト集合から構成され、データには幾何データと属

性データが含まれます。 

データセットにはみな座標範囲がありますが、ベクタデータセットでは座標

の範囲は特に重要です。検索やインデックスの操作を行う際はこの座標範囲を

必要とするため、範囲が不正確な場合は検索結果にも影響が出ます。そのよう

な場合、再度座標範囲計算して、インデックスを再作成する必要があります。

ベクタデータセット中には、システムデフォルトの属性フィールドのほか、ユ

ーザー定義のフィールドを作成することができ、属性情報を追加することがで

きます。また、必要なくなった場合はユーザー定義フィールドを削除すること

もできます。 

データセットのクエリで取得した結果はレコードセットとなります。ベクタ

データセットのクエリモードは以下の種類があります。指定のレコード ID で

検索する QueryByIDs、指定区域範囲から検索する QueryByBounds、属性

条件から検索する QueryByGeneral、あるオブジェクトとの距離から検索す

る QueryByDistance、複合条件で検索する QueryByCompound。 

クラス名：CSeDatasetVector 

メソッド： 

―――――――――――――クエリ―――――――――――――――― 

指定オブジェクトから一定距離範囲内にあるレコード：QueryByDistance 

指定範囲内あるいは外枠と交差するレコード：QueryByBounds 
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SQLクエリ：QueryByGeneral 

IDsによるオブジェクト検索：QueryByIDs 

複合クエリ：QueryByCompound 

レコードセットリリース：ReleaseRecordset 

―――――――――――――フィールド―――――――――――――――― 

フィールドセットとフィールド作成：CreateFields、CreateField 

フィールド削除：DeleteField 

フィールド数取得：GetFieldCount 

フィールド情報取得：GetFieldInfo、GetFieldInfoAt、GetFieldInfos 

フィールドインデックス取得：GetFieldIndexbyName 

フィールド極値計算：CalculateExtremum 

―――――――――――ネットワークデータセット―――――――――――― 

最も近いノードの検索：FindNearestNode 

データセットのサブデータセット取得：GetChildDataset 

データセットの親データセット取得：GetParentDataset 

――――――――――――その他――――――――――――――――― 

データセットが更新可能かどうか：CanUpdate 

データセットの空間インデックス再作成：RebuildIndex 

データセット中のオブジェクト数取得：GetObjectCount 

3.1.5.1 クエリ 
CSeRecordset* QueryByGeneral（const CString &strFilter = _T
（""））； 
 
CSeRecordset* QueryByIDs（long* pIDs， long nIDCount）； 
 
CSeRecordset* QueryByBounds（const CSeRect2D &rc2Bounds）； 
 
CSeRecordset* QueryByDistance（CSeGeometry* pGeometry， 

double dDistance）； 
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CSeRecordset* QueryByCompound（const CSeRect2D &rc2Bounds， 
CString &strFilter）； 
 

CSeRecordset* QueryByCompound（CSeGeometry* pSeGeometry， 
double dDistance， 
const CString &strFilter）； 
 

bool ReleaseRecordset（CSeRecordset* &pRecordset）；  

メソッド説明：クエリモードには次の種類があります。指定するレコード ID

で検索（QueryByIDs）、指定区域範囲による検索（QueryByBounds）、属性

条件で検索（QueryByGeneral）、指定オブジェクトとの距離で検索

（QueryByDistance）、複合条件で検索（QueryByCompound）します。 

パラメータ： 

pGeometry 幾何オブジェクト 

dDistance クエリ距離 

strFilter クエリのフィルター条件。空の場合は全てのレコードを検

索 

pIDsID 配列ポインタ 

nIDCountID 個数 

rc2Bounds クエリ範囲 

pRecordset メモリ解放が必要なレコードセットポインタ 

付記： 

1. dDistanceの単位はメートル。 

2. レコードセットを使用後、ReleaseRecordでメモリの解放が必要。 

3. strFilter は SQL クエリ文で、演算子と関係演算子のクエリをサポ

ート。 

サンプル： 

//データセット pDataset中の pGeometryオブジェクトから 10m 以内のレコード

（非緯度経度座標） 
extern pDataset； 
extern pGeometry； 
ASSERT（pDataset）； 
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ASSERT（pGeometry）； 
 
CSeRecordset* pRecordset = NULL； 
double dRadius = 10； 
if（ pDataset && pGeometry ） 
{ 
 pRecordset = pDataset-> QueryByDistance （ pGeometry， dRadius ）； 
 if（pRecordset） 
 { 
  …………//レコードセットに対して操作 
  pDataset->ReleaseRecordset（pRecordset）； 
 } 
} 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
//SQLクエリ 
extern CSeDatasetVector* pDataset； 
ASSERT（pDataset）； 
 
CSeRecordset * pRecordset = NULL； 
CString strFilter = _T（“smuserID > 50”）； 
pRecordset = pDataset->QueryByGeneral（ strFilter ）； 
if（pRecordset） 
{ 
 pRecordset->MoveFirst（）； 
 while（!pRecordset->IsEOF（）） 
 { 
  ……//レコードセットに対して操作 
  pRecordset->MoveNext（）； 
 } 
pDataset->ReleaseRecordset（pRecordset） 
} 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
//範囲クエリ 
extern CSeDatasetVector* pDataset； 
extern CSeRect2D bound； 
 
CSeRecordset * pRecordset = NULL； 
ASSERT（pDataset）； 
pRecordset = pDataset-> QueryByBounds （bound）； 
if（pRecordset） 
{ 
   pRecordset->MoveFirst（）； 
   while（!pRecordset->IsEOF（）） 
   { 

49 

 



 

       …… 
       pRecordset->MoveNext（）； 
    } 
   pDataset->ReleaseReocrdset（pRecordset）； 
} 

3.1.5.2 フィールド作成 
bool CreateFields（ CSeFieldInfos &FieldInfos ）  ； 
bool CreateField（ CSeFieldInfo &FieldInfo ） ； 

メソッド説明：2 つのメソッドのうち、前者はフィールドセット、後者はフィ

ールドの作成します。 

パラメータ： 

FieldInfos   フィールドセット情報 

FieldInfo   フィールド情報 

付記：SM 接頭辞の名前はシステム内部のフィールドのため、フィールド名に

SM接頭辞のものは作成できません。 

サンプル： 

extern CSeDatasetVector* pDataset； 
ASSERT（pDataset）； 
 
CSeFieldInfo fieldInfo； 
fieldInfo.m_strName = _T（"width"）； 
fieldInfo.m_lFieldType = seLong； 
fieldInfo. m_strDefaultValue = _T（“50”）； 
fieldInfo. m_lAttributes = seRequired； 
pDataset->CreateField（fieldInfo）； 

3.1.5.3 フィールド削除 
bool DeleteField（ long nFieldIndex ） ； 
bool DeleteField（const CString &strName） ； 

メソッド説明：2 つのメソッドはいずれもフィールド削除のもので、前者はフ

ィールドインデックスで削除、後者はフィールド名で削除します。 

パラメータ： 

50 

 



 

nFieldIndex   フィールドインデックス 

strName       フィールド名 

付記：SM接頭辞のシステムフィールドは削除できません。 

サンプル： 

extern CSeDatasetVector* pDataset； 
ASSERT（pDataset）； 
pDataset-> DeleteField （_T（“width”））； 

3.1.5.4 フィールド情報取得 
bool GetFieldInfo（const CString& strFieldName，  

CSeFieldInfo& FieldInfo ） const； 
 
bool GetFieldInfo（ long nIndex， CSeFieldInfo& FieldInfo ） 
const； 
 
bool GetFieldInfos（CSeFieldInfos& FieldInfos， 

bool bSystemFieldExcluded ） const； 
 
CSeFieldInfo GetFieldInfoAt（ long nIndex ） const； 

メソッド説明：これらのメソッドはみなフィールド情報を取得できます。1 つ

目のメソッドは、フィールド名からフィールド情報を取得し、FieldInfos変

数中に保存します。2つ目のメソッドは、フィールドインデックスから取得し、

FieldInfo に保存します。3 つ目のメソッドは、フィールド情報セットを取

得し、FieldInfos変数中に保存します。4つ目のメソッドは 2つ目と同じで

すが、パラメータと返す値が異なります。 

パラメータ： 

strFieldName     フィールド名          【入力】 

nIndex       フィールドインデックス     【入力】 

bSystemFieldExcluded   システムフィールドを排除するか  【入力】 

FieldInfo      フィールド情報         【出力】 

FieldInfos      フィールド情報セット       【出力】 

サンプル： 
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extern CSeDatasetVector* pDataset； 
ASSERT（pDataset）； 
long nFieldCount = pDataset->GetFieldCount（）； 
for （long i = 0； i < nFieldCount； i++） 
{ 
 CSeFieldInfo fieldInfo； 
 pDataset->GetFieldInfo（ i， fieldInfo ）； 
 …….//フィールド情報に対してその他の処理を実行 
} 

3.1.5.5 関連するレコードを解放 
bool ReleaseRecordset（ CSeRecordset* &pRecordset ）；  

メソッド説明：クエリで検索したレコードセットを使用後、このメソッドを用

いてレコードを解放する必要があります。解放に成功すると pRecordset は

NULL に変化し、true を返します。そうでないと false を返します。 

パラメータ： 

pRecordset  解放するレコードセットポインタ【入力/出力】 

サンプル：3.1.5.1 クエリを参照してください。 

3.1.5.6 最近ノード検索 
CSeDatasetVector* GetChildDataset（） const ；  
long FindNearestNode（ const CSePoint2D& pntHitTest，  

CSePoint2D& pntNearestNode ）； 
 
CSeDatasetVector* GetParentDataset（） const ； 

メソッド説明：ベクタデータセットの一種にネットワークデータセットがあり、

ネットワークデータセットのみにサブデータセットがあります。1 つ目のメソ

ッドにより、ネットワークデータセットのサブデータセット（ネットワークデ

ータセットに対応するノードデータセット）を取得することができます。この

時、2 つ目のメソッドにより、クリック地点の最も近いポイントを検索し、結

果を pntNearestNode 中に保存することができます。3 つ目のメソッドはノ

ードデータセットを通じて対応するネットワークデータセットを取得します。 

パラメータ：  
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pntHitTest      ヒットテストポイント   【入力】 

pntNearestNode    取得した最も近いノード   【出力】 

サンプル： 
//テストポイントから最も近いノードを検索 
extern CSeDatasetVector* pSeDatasetNetwork； 
ASSERT（pDataset）； 
extern CPoint pntMouse； 
ASSERT（pntMouse）； 
 
CPoint pntNode； 
long nNodeID = pSeDatasetNetwork ->FindNearestNode（ pntMouse， 
pntNode ）； 
if （nNodeID>=0） 
{ 
  … …  //ルート解析実行、pntNodeに対して操作 
} 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
//取得データセットのノードデータセット 
extern CSeDatasetVector* pDataset； 
ASSERT（pDataset）； 
 
CSeDatasetVector* pDatasetNode = NULL； 
if（pDataset->GetType（） = = CSeDatasetInfo::Network） 
{ 
 pDatasetNode = pDataset-> GetChildDataset （）； 
} 
else 
{ 
 pDatasetNode = NULL； 
} 

3.1.5.7 フィールド極値の計算 
bool CalculateExtremum（ const CString &strFieldName， 

double &dMin， double &dMax ）； 

メソッド説明：フィールド名からフィールドの極値を計算します。計算結果の

最小値は dMin に、最大値は dMax に保存します。 

パラメータ： 

strFieldName  フィールド名  【入力】 
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dMin     最小値    【出力】 

dMax     最大値    【出力】 

付記：このメソッドは数値型のフィールドのみに有効です。 

サンプル： 

// FieldInfoは数値型フィールド情報 
extern CSeDatasetVector* pDataset； 
ASSERT（pDataset）； 
 
double dMin = 0， dMax = 0； 
pDataset ->CalculateExtremum（FieldInfo.m_strName，dMin，dMax）； 

3.1.5.8 その他 

この他、フィールド名でフィールドのインデックス番号を取得する関数、デ

ータセットが開いているか判断、データセット中のオブジェクト個数を取得す

るなどのメソッドがあります。 

3.1.6 データセット接続 

画像ファイルを外部データとして接続してマップ表示することができます。

また、SuperMapIS.NET マップサーバーのマップを 1 つのレイヤーとして他の

レイヤーと重ねて表示することができます。現在サポートしている画像フォー

マットは BMP、JPG、PNG、SIT(SuperMap Image Tower)及び ECW 画像圧縮デ

ータを外部接続画像データとすることができます。そのうち、ECW の SDK は

CPU が ARM あるいは x86 の PocketPC、PocketPC2002、HPC2000 の 3種類のデ

バイスタイプのみをサポートします。 

3.1.7 ラスタデータセット 

ラスタデータを保存します。 

CSeDataset は親クラスです。 
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3.1.8 レコードセット 

 レコードセットはレコードの集合で、ベクタデータセットから一定の条件に

より検索されたレコードの集合です。検索条件により検索される結果も異なり

ます。検索結果はデータセットのすべてのレコードでも、一部のレコードでも

構いません。レコードセットではレコード中のフィールド情報CSeFieldInfo

にアクセスして管理することができます。検索メソッドや内容など条件により

1つのデータセットに対して複数のレコードセットを持つことができます。 

 レコードセットを取得してから、オブジェクトの幾何データと属性データに

アクセスすることができます。具体的なメソッドは GetGeometry / 

SetGeometry、GetFieldValue / SetFieldValue、AddNew / Delete

等です。あるレコードの属性フィールドを修正する前に、編集状態に設定

（Edit）して、修正が完了したら更新（Update）する必要があります。レコ

ードに対して操作する前に、先にレコードポインタの位置を考慮する必要があ

ります。 

クラス名：CSeRecordset 

メソッド： 

――――――――――――――レコード―――――――――――――――― 

1 つの新しいレコードを追加：AddNew 

現在のレコードを削除：Delete 

レコードセット中のレコード数を取得：GetCount 

現在のレコードの IDを取得：GetID  

レコードポインタを最初のレコードに移動：MoveFirst    

レコードポインタを次のレコードに移動：MoveNext 

レコードポインタを一つ前のレコードに移動：MovePrev    

レコードポインタを最後のレコードに移動：MoveLast 

レコードポインタを指定 IDのレコードに移動：SeekID 

現在のレコードポインタがレコードセットの最初のレコードの前にあるか判断： 

IsBOF 
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現在のレコードポインタがレコードセットの最後のレコードの後にあるか判

断：IsEOF 

――――――――――――幾何オブジェクト――――――――――――――― 

現在のレコードの幾何オブジェクトを取得：GetGeometry 

現在のレコードの幾何オブジェクトを編集：SetGeometry 

現在のレコードの幾何オブジェクト範囲を取得：GetGeometryBounds 

――――――――――――――フィールド―――――――――――――――― 

フィールド情報あるいはフィールド情報セットを取得：GetFieldInfo、

GetFieldInfos 

現在のレコードのフィールド値を取得：GetFieldValue 

現在のレコードのフィールド値を設定：SetFieldValue 

―――――――――――――その他操作――――――――――――――― 

レコードセットと関連するデータセットポインタを取得：GetDataset 

編集モードに設定しデータ編集を開始：Edit 

現在の編集モードを取得：GetEditMode 

更新できるかどうか：CanUpdate 

修正をキャンセル：CancelUpdate 

レコードセットを閉じる：Close 

3.1.8.1 レコード追加 

新しいレコードの追加には 2つの関数を用います。 

long AddNew（CSeGeometry *pGeometry ）； 
bool Update（）； 

メソッド説明：幾何オブジェクトを追加します。成功するとオブジェクトの

ID番号を返します、失敗すると-1を返します。さらに属性データの設定を行

う場合、AddNewの後に SetFieldValueを用い、最後に Updateを用いて更

新します。更新に成功すると trueを返し、そうでないと falseを返します。 

パラメータ：  
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pGeometry  追加する幾何データオブジェクト 

 

サンプル： 

//テキストオブジェクト追加 
//m_strLayerNameを取得するテキストレイヤーの名称、seTextは追加する有効

なテキスト幾何オブジェクト 
// m_mapWndは CSeMapWndクラス変数 
 
CSeDatasetVector*pDtV= 
（ CSeDatasetVector* ） m_mapWnd.GetLayer （ m_strLayerName ）

->GetDataset（）；  
if（pDtV） 
{ 
CSeRecordset *pRecordset=pDtV->QueryByGeneral（）；  
if （pRecordset != NULL） 
{      
CSeGeoPoint  seGeoPoint； 
seGeoPoint.SetPoint( 10000, 2000 ); 
long nID = pRecordset->AddNew（ &seGeoPoint ）；     //ポイントオブ

ジェクト追加 
if( nID > -1 ） 
{ 
CString strValue = _T（"test"）；           
pRecordset->SetFieldValue（"strName"，strValue）；  //strNameフィ

ールドに値を付与 
pRecordset->Update（）；                       //レコード更新 
} 
m_mapWnd.Refresh（）； 
} 
pDtV->ReleaseRecordset（pRecordset）；          //レコードを解放 
} 

3.1.8.2 レコード削除 
bool Delete（）； 

メソッド説明：このメソッドを用いて現在のレコードを削除することができま

す。削除に成功すると true を返し、そうでないと false を返します。 

サンプル： 
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//選択セットのすべてのオブジェクトを削除、m_mapWnd は CSeMapWnd クラス変

数 
CSeRecordset *pRecordset=NULL  
CSeRandomSelection *pRandomSelection =m_mapWnd.GetSelection（）；  
if（ pRandomSelection ） 
{ 
  pRecordset=pRandomSelection->ToRecordset（false） 
  if（pRecordset && pRecordset->MoveFirst（）） 
   { 
     while（!pRecordset->IsEOF（）） 
     { 
       pRecordset->Delete（）  
     } 
    m_mapWnd.Refresh（）  
    } 
  pRandomSelection-> ReleaseAll() 
} 

3.1.8.3 レコードの移動 
bool MoveFirst（）； 
bool MoveNext（）； 
bool MovePrev（）； 
bool MoveLast（）； 

メソッド説明：レコードの移動は上記 4つのメソッドがあり、それぞれレコー

ドポインタを最初のレコードに移動、次のレコードに移動、1 つ前のレコード

に移動、最後のレコードに移動があります。移動に成功すると true を返し、そ

うでないと false を返します。 

サンプル：3.1.8.8 幾何オブジェクト取得、3.1.8.2 レコード削除、3.1.8.10 その

他を参照してください。 

3.1.8.4 レコード定位 
bool SeekID（ long nID ） ； 
bool IsBOF（） ； 
bool IsEOF（） ； 

メソッド説明：1 つ目のメソッドはレコードを指定 ID に定位します。成功す

ると true を返し、そうでないと false を返します。後 2 つのメソッドはレコー

ドポインタ位置を判断します。IsBOF は、現在のレコードポインタが最初のレ
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コードの前あるかどうか、IsEOF は最後のレコードの後にあるかどうかを判断

します。 

パラメータ： 

nID   レコード ID  

サンプル：3.1.8.8 幾何オブジェクト取得、3.1.8.1 レコード追加、3.1.8.2 レコー

ド削除、3.1.8.10 その他を参照してください。 

3.1.8.5 フィールド情報取得 
bool GetFieldInfos（ CSeFieldInfos &fieldInfos ）； 
 
bool GetFieldInfo（ const CString &strFieldName， 

CSeFieldInfo &fieldInfo ）； 
bool GetFieldInfo （ LONG nFieldIndex ， CSeFieldInfo 
&fieldInfo）； 

メソッド説明：3 つのメソッドは、いずれもフィールド情報を取得するもので

す。1つ目のメソッドはフィールド情報を集合の形式で保存 CSeFieldInfos、

後の 2 つのメソッドはフィールド情報を保存 CSeFieldInfo します。後の 2

つには違いがあり、前者はフィールド名から、後者はフィールドインデックス

からフィールド情報を取得します。取得に成功すると trueを返し、そうでな

いと falseを返します。 

パラメータ： 

fieldInfos   フィールド情報セット  【出力】 

fieldInfo   フィールド情報    【出力】 

strFieldName  フィールド名    【入力】 

nFieldIndex  フィールドインデックス   【入力】 

サンプル： 

//フィールド情報を取得 
ertern CSeRecordset *pRecordset； 
ASSERT （ pRecordset ）； 
long lCount = pRecordset->GetFieldCount（）； 
for （long i=0； i<lCount； i++） 
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{ 
 CSeFieldInfo  FieldInfo； 
 if （pRecordset->GetFieldInfo（ i， FieldInfo ）） 
 { 
  CString strName = FieldInfo.m_strName； 
  … …//フィールドの他の情報に対して処理を実行 
 }  
} 

3.1.8.6 フィールド値取得 
bool GetFieldValue（ const CString &strFieldName， 

CSeVariant& varValue ） ； 
 
bool GetFieldValue （ long nFieldIndex ， CSeVariant& 
varValue ） ； 

メソッド説明：2 つのメソッドはいずれも現在のレコードのフィールド値を取

得するものです。前者はフィールド名から、後者はフィールドインデックスか

らフィールド値を取得します。取得に成功すると trueを返し、そうでないと false
を返します。 

パラメータ： 

strFieldName  フィールド名         【入力】 

nFieldIndex  フィールドインデックス   【入力】 

varValue   取得したフィールド値     【出力】 

サンプル： 

//レコードセットのフィールド、フィールド名 width、タイプ long に対して、現

在のレコードのフィールド値を取得 
extern CSeRecordset* pRecordset； 
ASSERT（pRecordset）； 
 
CSeVariant var； 
long nFieldValue； 
pRecordset->GetFieldValue（_T（“width”），var）； 
if（var.vt = = VT_I4） 
{ 
    nFieldValue = var.lVal； 
} 
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3.1.8.7 フィールド値設定 
bool SetFieldValue（ const CString &strFieldName， 

const CSeVariant& varFieldValue ） ； 
 
bool SetFieldValue（long nFieldIndex， 

const CSeVariant& varFieldValue ） ； 
 
bool SetFieldValue（const CString &strFieldName，  

const CString &strFieldValue ） ； 
 
bool SetFieldValue（long nFieldIndex，  

const CString &strFieldValue ） ； 

メソッド説明：これらのメソッドはいずれもフィールド値を設定するものです。

設定するフィールド値はバリアント型、テキスト型が可能で、指定フィールド

名またはフィールドインデックスにより設定することができます。設定に成功

すると true を返し、そうでないと false を返します。 

パラメータ： 

strFieldName  フィールド名    

varFieldValue  フィールド値（バリアント型）  

nFieldIndex  フィールドインデックス  

strFieldValue  フィールド値（テキスト型） 

 

サンプル： 

//現在のレコードのフィールド名“width”のフィールド値を設定。このフィールド

は long型 
extern CSeRecordset* pRecordset； 
ASSERT（pRecordset）； 
 
CString strValue = _T（"10"）； 
pRecordset-> SetFieldValue （_T（"width"）， strValue）； 

3.1.8.8 幾何オブジェクト取得 
bool GetGeometry（ CSeGeometry *&pGeometry ） ； 
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メソッド説明：このメソッドにより幾何オブジェクトを取得することができま

す。成功すると true を返し、そうでないと false を返します。 

 

パラメータ： 

pGeometry   取得する幾何オブジェクトポインタ【出力】 

付記：関数内部でメモリを分配、関数外部で削除。そうでないとメモリリーク

します。 

サンプル： 

//テキスト幾何オブジェクトを取得 
extern CSeRecordset * pRecordset； 
ASSERT （pRecordset ）； 
 
CSeGeometry *pGeometry = NULL； 
while（ !pRecordset->IsEOF（） ） 
{ 
 if（ pRecordset->GetGeometry（ pGeometry ） ） 
 { 
  if（ pGeometry ） 
  { 
   if（ pGeometry->GetType（） = = CSeElement::Text ） 
   { 
    … … // テキストオブジェクトに対して操作を実行 
   } 
   delete pGeometry； 
   pGeometry = NULL； 
  } 
 } 
 pRecordset->MoveNext（）； 
} 

3.1.8.9 レコードセットと関連のデータセットポインタ取得 
CSeDatasetVector* GetDataset（）； 

メソッド説明：このメソッドにより現在のレコードセットに関連するデータセ

ットポインタを取得することができます。取得後、データセットに対して各種

操作を実行することができます。成功するとデータセットポインタを返し、そ
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うでないと NULL を返します。 

サンプル： 

//現在レコードを選択状態にする 
extern CSeRecordset* pRecordset； 
extern CSeMapwnd* pMapWnd； 
ASSERT（pRecordset）； 
ASSERT（pMapWnd）； 
 
LONG  nID = pRecordset->GetID（）； 
CSeRandomSelection* pSelection = pMapWnd->GetSelection（）； 
pSelection ->ReleaseAll（）； 
pSelection ->pDataset  = pRecordset->GetDataset（）； 
pSelection->Add（nID）； 
pMapWnd->Refresh（）； 

3.1.8.10 その他 

レコードセットクラスライブラリ中ではさらにその他のメソッドを提供し

ています。例えば現在のレコードの ID を取得、フィールドの数とレコードの

数を取得、現在の編集モードを取得、幾何オブジェクト編集、幾何オブジェク

ト範囲を取得、レコードセットを閉じるなどがあります。 

サンプル： 

//レコードセット全体の範囲を取得 
extern CSeRecordset* pRecordset； 
ASSERT（pRecordset）； 
 
CSeRect2D rcBoundUnion； 
bool bFirstGeometry； 
if（pRecordset->MoveFirst（）） 
{ 
 bFirstGeometry = true； 
 while（!pRecordset->IsEOF（）） 
 { 
  CSeRect2D rcBound； 
  pRecordset-> GetGeometryBounds （ rcBound ）； 
  if（bFirstGeometry） 
  { 
   rcBoundUnion = rcBound； 
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   bFirstGeometry = false； 
  } 
  else 
  { 
   rcBoundUnion.UnionRect（ rcBoundUnion， rcBound ）； 
  } 
  pRecordset->MoveNext（）； 
 } 
} 

3.1.9 マップ 

CSeMapsはマップを管理するクラスで、CSeMapDefの集合クラスです。主

にマップの作成、保存、修正、削除、追加、取得などの操作を行います。 

 1つのマップ中のレイヤーは異なるデータソースのデータセットを対応させ

ることができます。複数の投影系のデータソースから構成されるマップの座標

系と投影情報を取得する場合、1つ目のデータソースのものとなります。 

このクラスはワークスペース CSeWorkSpaceから取得します。 

クラス名：CSeMaps 

メソッド： 

――――――――――――――マップ――――――――――――――― 

マップ追加：AddMap 

MapDefを用いて指定名称のマップを上書き、ワークスペースに保存： SetMap 

指定したマップ内容を取得：GetMap、GetMapAt 

現在のワークスペースからマップ総数を取得：GetMapCount 

指定インデックスのマップ名を取得：GetMapNameAt 

マップ名を修正：RenameMap 

ワークスペース中のすべてのマップを削除：RemoveAll 

指定名称のマップを削除：RemoveMap 

―――――――――――――マップ集合データ―――――――――――――― 

マップ集合ロード：Load  
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マップ集合保存：Store  

3.1.9.1 マップ追加 
bool AddMap（ CSeMapDef& pMapDef ）； 

メソッド説明：ワークスペース中にマップを追加します。成功すると trueを

返し、そうでないと falseを返します。 

パラメータ： 

pMapDef    追加するマップオブジェクト 

サンプル： 

//マップを追加して表示；m_WorkSpace は応用クラスメンバー変数、m_MapWnd
はビュークラスメンバー変数 
 
extern CSeMapDef mapdef；  
CSeMaps *pMaps= theApp.m_WorkSpace.GetMaps（）； 
if （ pMaps ） 
{ 
 //マップを追加して開く 
 if （ pMaps->AddMap（ mapdef ） ） 
 { 
  m_MapWnd.OpenMap（ mapdef ）； 
  m_MapWnd.Refresh（）； 
 } 
} 

3.1.9.2 マップ削除 
bool RemoveMap（ const CString& strMapName ）； 
bool RemoveAll（）； 

メソッド説明：2 つのメソッドの中、前者はワークスペースから指定した名前

のマップを削除し、後者はワークスペースのすべてのマップを削除します。削

除に成功すると true を返し、そうでないと false を返します。 

パラメータ： 

strMapName   マップ名 
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サンプル： 

//指定した名前のマップを削除。m_WorkSpace は応用クラスメンバー変数、

m_MapWndはビュークラスメンバー変数 
 
extern CString strMapName；  
CSeMaps *pMaps= theApp.m_WorkSpace.GetMaps（）； 
if （ pMaps ） 
{ 
 if （ pMaps->RemoveMap （ strMapName ） ） 
 { 
  m_MapWnd.Refresh（）； 
 } 
} 

3.1.9.3 マップ取得 
bool GetMap（const CString &strMapName， CSeMapDef &MapDef）； 
bool GetMapAt（ long nIndex， CSeMapDef &MapDef ）； 

メソッド説明：2 つのメソッドはいずれもマップを取得するもので、前者はマ

ップ名から取得、後者はマップインデックスから取得し、結果は MapDef中に

保存します。取得に成功すると true を返し、そうでないと false を返しま

す。 

パラメータ： 

strMapName   マップ名【入力】 

nIndex    マップインデックス【入力】 

MapDef    マップオブジェクト【出力】 

サンプル： 3.1.1.2 ワークスペースを開く のサンプルプロジェクトの

CMainFrame::OnFileOpenを参照してください。 

3.1.9.4 マップ名変更 
bool RenameMap（ const CString& strOldName， 

 const CString& strNewName ）； 

メソッド説明：マップ名を修正します。修正に成功すると true を返し、そうで
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ないと false を返します。 

パラメータ： 

strOldName   元のマップ名 

strNewName   新しいマップ名 

 

サンプル： 

//ワークスペース中の第 nIndex のマップ名を修正します。m_WorkSpace 応用ク

ラスメンバー変数 
extern CString strNewMapName；  
extern long nIndex；  
 
CSeMaps *pMaps= theApp.m_WorkSpace.GetMaps（）； 
if （ pMaps ） 
{ 
    CString strOldMapName = pMaps->GetMapNameAt（nIndex ）； 
 pMaps-> RenameMap （strOldMapName， strNewMapName ）； 
} 

3.1.9.5 マップ上書き 
bool SetMap（ const CString& strMapName， const CSeMapDef& 
MapDef）； 

メソッド説明：MapDefを用いて指定した名称のマップを上書きします。成功

すると true を返し、そうでないと false を返します。 

パラメータ： 

strMapName  マップ名 

MapDef   保存するマップオブジェクト 

サンプル： 

//マップ保存。m_WorkSpace は応用クラスメンバー変数、m_MapWnd はビューク

ラスメンバー変数 
if （m_MapWnd.GetLayerCount（）） 
{  
 CSeMapDef MapDef； 
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 m_MapWnd.SaveToMap（ MapDef ）； 
  
 CSeMaps *pMaps = theApp.m_WorkSpace.GetMaps（）； 
    if （pMaps ） 
  pMaps->SetMap（ MapDef.m_strMapName， MapDef ）； 
} 

3.1.9.6 マップ定義クラス 

CSeMapDef はマップの定義クラスで、マップに関する基本情報と操作を含

みます。以下の項目があります：マップ名、マップ中心点、マップスケール、

マップ回転角度、マップ背景スタイル及びマップを構成するレイヤー。 

このクラスはマップ集合 CSeMapsにより取得します。 

クラス名：CSeMapDef 

プロパティ： 

マップ名：m_strMapName  

マップのオプション（例、テキスト回避）：m_dwOptions 

マップの背景色：m_nBackgroundColor 

マップのスケール：m_dCoordRatio 

マップ中心点：m_pntCenter 

マップ回転角度：m_dRotationAngle 

レイヤー集合：m_LayerDefs 

メソッド： 

マップロード：Load 

マップ保存：Strore 

直接 m_LayerDefs中のすべての内容を削除しメモリを解放：RemoveAll 

マップのテキスト自動回避を設定：SetTextAvoid 

マップがテキスト自動回避かを判断：IsTextAvoid 

3.1.9.7 その他 

マップ集合中には他のメソッドとして、マップの個数、マップ名称を取得す

68 

 



 

るものがあります。 

また、マップ集合とマップクラスにはいずれも Load と Store メソッドがあ

ります。機能は図表に示すとおりです。この 2つメソッドは CSeByteArrayEx

クラスと関係があります。 

CSeByteArrayEx は拡張された ByteArray クラスで、この中で文字列の保

存は UNICODE 方式を使用するよう強制されます。このクラスと Load と Store
メソッドを通じて、直接マップデータをファイルに作成する、あるいはファイ

ルからマップをインポートすることが実現できます。CSeByteArrayEx クラ

スの詳細内容については、ヘッダーファイル“SeByteArrayEx.h”を参考にして

ください。 

3.1.9.8 リソース 

CSeResources リソースクラスは、シンボルライブラリとラインスタイル

ラ イ ブ ラ リ を 管 理 し 、 対 応 す る メ ン バ ー 変 数 は m_SymbolLib、

m_LineStyleLibで、それぞれ CSeSymbolLibと CSeLineStyleLibクラ

スが対応します。開く、閉じる、リソース作成などの操作があります。

CSeSymbolLibと CSeLineStyleLibはシンボルライブラリあるいはライン

スタイルライブラリの作成を主な役割とし、実際のシンボルやラインスタイル

を追加、削除します。一連のインターフェースを提供しており、プログラミン

グを通じてシンボルとラインスタイルを作成し、シンボルライブラリあるいは

ラインスタイルライブラリに追加することができます。 

新規のシンボルとラインスタイルの作成は、プログラミングにより実現する

ことができますが、SuperMap Deskpro 等のデスクトップ製品を使用すると簡単

で便利です。 

リソースはワークスペース CSeWorkSpaceより取得します。 

クラス名：CSeResources 

プロパティ： 

ラインスタイルライブラリ：m_LineStyleLib 
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シンボルライブラリ：m_SymbolLib 

メソッド： 

リソースをクリア：Clear 

配列からリソースをロード：Load 

リソースを配列に保存：Store 

3.1.9.9 シンボルライブラリ 

CSeSymbolLib はシンボルライブラリ管理クラスで、ライブラリ中のシン

ボルに対して管理を行うことができます。 

CSeSymbol はシンボルオブジェクトクラスで、具体的なシンボルオブジェ

クトを設定します。 

CSeSymbolStrokeはシンボルシンボルストローククラスで、シンボルスト

ロークのカラー、幅、数、タイプや属性について管理を行います。 

クラス名：CSeSymbolLib 

メソッド： 

―――――――――――――ライブラリの操作―――――――――――――― 

構造関数：CSeSymbolLib 

配列からシンボルライブラリをロード：Load 

シンボルライブラリをバイト配列に保存：Store  

シンボルライブラリをクリア：Clear 

――――――――――――――シンボル管理―――――――――――――― 

ライブラリ中のシンボルの個数を取得：GetCount 

新規シンボルを追加：AddSymbol 

指定 IDのシンボルを取得：GetSymbol 

指定位置のシンボルの IDを取得：GetIDAt 

使用可能なシンボルの IDを取得：GetValidID 
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指定 IDのシンボルが存在するか判断：IsIDExisted 

ラスタシンボルをライブラリに追加：AddRasterSymbol 

3.1.9.10 ラインスタイルライブラリ 

CSeLineStyleLibはラインスタイルライブラリ管理クラスで、ラインスタ

イルを取得、追加、削除、交換、挿入などの操作ができます。ラインスタイル

ライブラリと関連するクラスは他に以下のものがあります。 

CSeLineStyleObj：ラインスタイルオブジェクトクラスで、ラインスタイ

ルオブジェクト描画、ラインスタイルオブジェクト管理、ラインスタイルオブ

ジェクトのパラメータ設定及びラインスタイルオブジェクトの拡充処理等に

用います。 

CSeLineStyleBase：ラインスタイルサブオブジェクトクラスで、

CSeLineStyleObjラインスタイルオブジェクトを構成します。 

CSeLineStyleEngine：ラインスタイルエンジンクラスで、自分で必要な

ラインスタイルを描くことができます。 

クラス名：CSeLineStyleLib 

メソッド： 

―――――――――――――ライブラリの操作―――――――――――――― 

構造：CSeLineStyleLib 

コピー：CopyFrom 

代入演算子：operator = 

システム内に設定するラインスタイルライブラリを作成：CreateDefault 

ライブラリのすべてのラインスタイルをクリア：RemoveAll 

――――――――――――――ラインスタイル管理―――――――――――― 

指定した名称のラインスタイルを取得：GetStyleByName 

指定した ID番号のラインスタイルポインタを取得：GetStyleByID 

指定インデックスのラインスタイルポインタを取得：GetStyleAt 
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指定インデックスのラインスタイルの引用を取得：GetStyleObj 

ラインスタイルオブジェクトを 1 つ追加：AddStyleObj  

指定インデックスのラインスタイルオブジェクトを交換：SetStyleObj 

指定位置の前にラインスタイルオブジェクトを挿入：InsertStyleObj 

指定位置の後ろにラインスタイルオブジェクトを挿入：InsertAfter 

指定インデックスのラインスタイルを削除：RemoveStyleObj 

ライブラリの中のラインスタイルの総数を取得：Count 

指定位置のラインスタイル IDを取得：GetIDAt 

ID番号によりインデックスを取得：GetIndexByID 

名称によりラインスタイルインデックスを取得：FindByName 

修正されたかどうか判断：IsModified 

データセットの修正状態を設定：SetModifiedFlag 

ラインスタイルの名称がすでにあるかどうか判断：IsNameExisted 

指定したラインスタイル IDがすでにあるかどうか判断：IsIDExisted 

3.1.10 ベースクラス 

すべてのオブジェクトを保存するベースクラス、例えば CSeGeometry、

CSeFieldInfo、CSeDataSourceInfo、CSeDatasetInfo等で、このクラ

ス中に多くのオブジェクトのクラスが定義されています。サブクラスの

GetTypeメソッドを通じて取得することができます。 

Point    = 1    ポイント    

Line    = 2    ライン（複合ライン含む） 

Region    = 3    ポリゴン（複合ポリゴン含む） 

Text    = 4    テキスト 

Rect    = 5    矩形 

SimpleText   = 12   シンプルテキストオブジェクト 

 

Bounds    = 32   範囲 

Style    = 33   スタイル 

TextStyle   = 34   テキストスタイル 
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DatasetVector  = 40   ベクタデータセット 

DatasetRaster  = 41   ラスタデータセット 

ThemeUnique  = 50   個別値主題図 

ThemeRange   = 51   段階区分主題図 

ThemeLabel   = 52   ラベル主題図 

 

Map     = 60   マップ 

Layer    = 61   レイヤー 

DatasetInfo  = 62   データセット情報 

Dataset   = 63   データセット 

DataSourceInfo = 64   データソース情報 

DataSource   = 65   データソース 

FieldInfo   = 66   フィールド情報 

Pmf     = 67   PMFファイル 

3.1.11 フィールド情報 

フィールド情報クラスで、データセットのフィールドの情報（フィールド名、

タイプ等）を記述します。親クラスは CSeElementです。 

フィールド情報はベクタデータセット CSeDatasetVector から取得でき

ます。また、レコードセット CSeRecordsetからも取得できます。 

クラス名：CSeFieldInfo 

プロパティ： 

フィールド名：m_strName 

フィールドタイプ：m_lFieldType 

フィールドサイズ：m_lFieldSize 

デフォルト値：m_strDefaultValue 

フィールド属性：m_lAttributes 

メソッド： 
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オブジェクトのタイプ取得：GetType 

フィールドが有効か判断：IsValid 

フィールドがシステムフィールドか判断：IsSystemField 

フィールドが必須フィールドか判断：IsRequired 

フィールドを必須フィールドに設定：SetRequired 

フィールドサイズが固定か判断：IsFixed 

フィールドサイズを固定に設定：SetFixed 

フィールドの長さが 0を許可するか判断：IsAllowZeroLength 

フィールドの長さが 0を許可するに設定：SetAllowZeroLength 

フィールドが更新できるか判断：IsUpdatable 

フィールドを更新可能に設定：SetUpdatable 

代入演算子：operator = 

3.1.12 フィールド情報集合 

CSeFieldInfo 集合クラスで、ベクタデータセット CSeDatasetVector

から取得できます。またレコードセット CSeRecordsetからも取得できます。 

クラス名：CSeFieldInfos 

メソッド： 

指定したフィールド名のフィールド位置(番号)を取得：GetbyName 

指定した名称のフィールドを削除：RemoveByName 

すべてのシステムフィールドを削除：RemoveSystemFileds 

フィールド追加：AddField 

3.2 マップ表現クラス 

マップを構成するレイヤーは、レイヤー名（データソースとデータセットの

名前から構成）、レイヤーの最大最小スケール、レイヤーの表示スタイル及び

レイヤーのその他属性（表示、スナップ、編集、テキストの固定サイズ、固定

カラー、主題図の有無など）、CSeLayerDef、このクラスがこれらの情報を管
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理します（図 エラー! 指定したスタイルは使われていません。.5）。 

 
図 エラー! 指定したスタイルは使われていません。.5 マップ表現クラス関係図 

3.2.1 マップウィンドウクラス 

マップウィンドウクラス。ユーザーとのインタラクティブはすべてこれを通

して行います。 

クラス名：CSeMapWnd 

プロパティ： 
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トラッキングレイヤー：m_TrackingLayer 

メソッド： 

―――――――――――――――マップ――――――――――――――― 

マップを開く：OpenMap 

現在のマップを mapdef中に保存：SaveToMap 

現在のマップウィンドウ中のマップ名を取得：GetMapName 

マップを閉じてすべてのレイヤーを解放：Close 

――――――――――――――マップ表示―――――――――――――― 

現在のマップの中心点を取得：GetCenter 

現在のマップの中心点を設定：SetCenter 

マップのスケールを取得：GetMapScale 

マップのスケールを設定：SetMapScale 

マップの背景色を取得：GetBackgroundColor 

マップの背景色を設定：SetBackgroundColor 

現在のマップの可視範囲を取得：GetVisibleMapBound 

マップ範囲を計算：ComputeBound 

表示するマップ範囲を設定：EnsureVisible 

描画パラメータオブジェクトのポインタを取得：GetDrawParam 

マップパラメータを初期化：OnInitialUpdate 

マップ関数を表示：OnDraw 

マップ全体を更新：Refresh 

マップを全体表示：ViewEntire 

マップを現在のウィンドウ全体に表示：FitToWnd 

マップ移動：Pan 

マップズーム：Zoom 

マップを指定したスケール（表示状態でのウィンドウ座標と地理座標の比率）に

ズーム：ZoomTo 

―――――――――――――――レイヤー――――――――――――――― 
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指定レイヤーを取得：GetLayerAt、GetLayer 

レイヤーを現在のマップに追加：AddLayer 

指定レイヤーを削除：RemoveLayer、RemoveLayerAt 

現在のマップのレイヤー数を取得：GetLayerCount 

指定した番号のレイヤーを最初のレイヤー（トップレイヤー）に移動：MoveTop 

指定した番号のレイヤーを最後のレイヤー（ボトムレイヤー）に移動：MoveBottom 

指定した番号のレイヤーを次のレイヤーに移動：MoveDown 

指定した番号のレイヤーを前のレイヤーに移動：MoveUp 

レイヤー名に基づきレイヤー番号を検索：FindLayerIndex 

編集可能レイヤーを設定：SetEditableLayer 

―――――――――――――イベント管理――――――――――――――― 

ユーザーのアクションを取得：GetAction 

ユーザーアクションを設定：SetAction 

ウィンドウのキーボード操作にレスポンス：OnChar、OnKeyDown、OnKeyUp 

ウィンドウのマウス情報にレスポンス：OnLButtonDblClk、OnLButtonDown、

OnRButtonDown、OnLButtonUp、OnMouseMove 

ロストフォーカス情報にレスポンス：OnKillFocus 

―――――――――選択、スナップ、トラッキング――――――――――――― 

選択セットのポインタを取得：GetSelection 

現在のマップの中の選択されたオブジェクト集合をクリア：ClearSelection 

ヒットテスト：HitTest 

選択トレランスを取得：GetHitTestTolerance 

選択トレランスを設定：SetHitTestTolerance 

幾何オブジェクトのノードにスナップ：SnapPoint 

スナップトレランスを取得：GetSnapTolerance 

マップのスナップトレランスを設定：SetSnapTolerance 

トラッキングレイヤーを更新：RefreshTrackingLayer 

――――――――――――――その他―――――――――――――――― 

指定したデータセットが存在するか判断：IsDatasetExists 
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バッファビットマップを取得：GetCacheBmp 

編集するテキストのスタイルを初期化：InitialEditTextStyle 

編集可能なテキストレイヤーのスタイルを設定：SetEditTextStyle 

3.2.1.1 初期化 
void OnInitialUpdate（CSeWorkSpace *pWorkSpace，CWnd *pWnd）； 

メソッド説明：このメソッドはマップパラメータを初期化します。 

パラメータ： 

pWorkSpace  ワークスペースポインタ 

pWnd   マップ表示のウィンドウ 

付記：OnDrawで第 1回目に用いる前にこの関数を用いてください。そうしな

いと地図ズームクラスの Actionを実行できません。 
doc/view フレームを用いる場合、CView::OnInitialUpdate でこの関数

を用いることができます。 

3.2.1.2 マップを開く 
bool OpenMap（ const CSeMapDef &mapdef ）； 

メソッド説明：マップを開きます。成功すると true を返し、そうでないと false
を返します。 

パラメータ： 

mapdef   マップ情報変数 

サンプル：3.1.1.2 ワークスペースを開くサンプルを参照してください。 

3.2.1.3 マップ保存 
bool SaveToMap（ CSeMapDef& mapdef ）； 

メソッド説明：マップを保存します。成功すると true を返し、そうでないと false
を返します。 

パラメータ： 
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mapdef   マップ情報変数 

 

サンプル： 

extern CSeMapWnd* pMapWnd； 
ASSERT（pMapWnd）； 
 
CSeMapDef mapDef； 
pMapWnd-> SaveToMap （mapDef）； 

3.2.1.4 レイヤー追加 

CSeLayer* AddLayer（const CString &strDataSource， 
const CString &strDataset， 
bool bAddHead = true ）； 

 
CSeLayer* AddLayer（CSeDataset *pDataset，bool bAddAhead = 
true）； 
 
CSeLayer* AddLayer（const CSeLayerDef& LayerDef， 

bool bAddAhead = true）； 

メソッド説明：3 つのメソッドはいずれもレイヤーを現在のマップに追加する

ものです。第 1のメソッドはデータソース名とデータセット名により追加する

レイヤーを確定、第 2のメソッドはデータセットポインタにより追加するレイ

ヤーを確定、第 3のメソッドはレイヤー情報変数により追加します。追加に成

功するとレイヤーポインタを返し、そうでないと NULL を返します。 

パラメータ： 

strDataSource   データソース名 

strDataset   データセット名 

pDataset     データセットポインタ 

LayerDef     レイヤー情報変数 

サンプル：3.1.2.1 データソースを開くを参照してください。 
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3.2.1.5 レイヤー取得 

CSeLayer* GetLayerAt（ int nIndex ）； 
CSeLayer* GetLayer（ const CString &strLayerName ）； 

メソッド説明：2 つのメソッドはいずれもレイヤーを取得するものです。前者

はレイヤーのインデックスにより取得、後者はレイヤー名により取得します。

取得に成功するとレイヤーポインタを返し、そうでないと NULL を返します。 

パラメータ： 

nIndex    レイヤーインデックス 

strLayerName  レイヤー名 

サンプル：3.1.4.2 データセットタイプを参照してください。 

3.2.1.6 レイヤーを削除 

bool RemoveLayer（const CString &strLayerName）； 
bool RemoveLayerAt（int nIndex）； 

メソッド説明：2 つのメソッドはいずれもレイヤーを削除するものです。前者

はレイヤー名により削除、後者はレイヤーインデックスにより削除します。削

除に成功すると true を返し、そうでないと false を返します。 

パラメータ： 

nIndex    レイヤーインデックス 

strLayerName  レイヤー名 

サンプル： 

//すべてのレイヤーを削除、m_MapWndはクラスメンバー変数 
 
int nCount = m_MapWnd.GetLayerCount（）； 
for（int i = 0；i<nCount；i++） 
{ 
 m_MapWnd.RemoveLayerAt（0）； 
} 

3.2.1.7 レイヤー移動 

bool MoveTop（ int nIndex ）； 

80 

 



 

bool MoveUp（ int nIndex ）； 
bool MoveBottom（int nIndex）； 
bool MoveDown（ int nIndex ）； 

メソッド説明：4 つのメソッドはいずれも指定レイヤーを移動するものです。

第 1のメソッドは最初のレイヤー（トップレイヤー）に移動します。第 2のメソ

ッドは 1つ前のレイヤーに移動します。第 3のメソッドは最後のレイヤー（ボ

トムレイヤー）に移動します。最後のレイヤーは次のレイヤーに移動します。

移動に成功すると true を返し、そうでないと false を返します。 

パラメータ： 

nIndex    レイヤーのインデックス 

 

サンプル： 

//指定した名前のレイヤーをトップに移動、m_strLayerName は指定レイヤー名、

m_MapWndはビュークラスメンバー変数 
int nIndex = m_MapWnd. FindLayerIndex（m_strLayerName ）； 
m_MapWnd. MoveTop（nIndex ）； 
m_MapWnd.Refresh（）； 

3.2.1.8 全体表示と更新 
bool ViewEntire（）； 
void Refresh（）； 

メソッド説明：前者はマップを全体表示するものです。後者はマップを更新す

るもので、通常、現在の表示ウィンドウのマップが変化したときに使用します。 

サンプル：3.2.1.7レイヤー移動を参照してください。 

3.2.1.9 マップ基本操作 
CSeDrawParameters::Action GetAction（）； 
void SetAction（ CSeDrawParameters::Action nAction ）； 

メソッド説明：前者はユーザーアクションを取得するものです。後者はユーザ

ーアクションを設定するものです。以下のシステム定義のユーザーアクション

の使用は簡単で、例えばポイント選択に設定する場合は、まずユーザーアクシ
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ョン設定の SetAction をポイント選択にし、マウスレスポンス関数

OnLButtonDownをリロードしてポイント選択を実現できます。 

パラメータ： 

nAction   ユーザーアクション 

ユーザーアクションの定義は以下のとおり。 

uaNull     =0， //何も行なわない 

uaPan     =1， //マップ移動 

uaZoomIn    =2， //拡大 

uaZoomOut    =3， //縮小 

uaZoomFree    =4， //フリーズーム 

uaPointModeSelect =5， //ポイント選択 

uaRectModeSelect  =6， //フレーム選択 

 

uaSmoothPan   =10， //マップスムーズ移動 

uaSmoothZoomFree  =11， //マップスムーズフリーズーム 

 

uaEditCreatePoint =30， //ポイント追加 

uaEditCreateLine  =31， //ライン追加 

uaEditCreatePolygon  =32， //ポリゴン追加 

uaEditCreateText  =33， //テキストオブジェクト追加 

 

uaEditVertexEdit  =40， //ノード編集 

uaEditVertexAdd  =41， //ノード追加 

uaEditVertexDelet =42， //ノード削除 

uaEditEditText  =43， //テキストオブジェクト編集 

uaEditDelete   =50， //オブジェクト削除 

uaEditMove    =60， //オブジェクト移動 

付記：オブジェクトの編集操作を実行する場合で、追加するオブジェクトが元

のデータセットの範囲を超えているか、もしくはデータセットを新規作成した

場合は、データセットに対してインデックスを作成する必要があります。そう
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でないとオブジェクトの選択や編集操作ができないことがあります。 

サンプル：3.2.1.10情報レスポンスのリロードを参照してください。 

3.2.1.10 情報レスポンスのリロード 
bool OnLButtonDown（UINT nFlags， CPoint point）； 
bool OnLButtonDblClk（UINT nFlags， CPoint point）； 
bool OnRButtonDown（UINT nFlags， CPoint point）； 
bool OnLButtonUp（UINT nFlags， CPoint point）； 
bool OnMouseMove（UINT nFlags， CPoint point）； 
bool OnChar（UINT nChar， UINT nRepCnt， UINT nFlags）； 
bool OnKeyDown（UINT nChar， UINT nRepCnt， UINT nFlags）； 
bool OnKeyUp（UINT nChar， UINT nRepCnt， UINT nFlags）； 
bool OnKillFocus（CWnd* pNewWnd）； 
bool OnDraw（ CDC *pDC， const CRect &rcBound， const CRect 
&rcValid， bool bCacheDrawMode = true ）； 

メソッド説明：いずれも情報レスポンス関数で、アプリケーション中の対応す

る箇所でリロードすれば可能です。 

パラメータ： 

nChar    キーの文字コード値 

nRepCnt    繰り返しカウント 

nFlags    スキャンコード、キーボード変換コード、現在のキーの

状態 

nFlags    マウスの状態 

point    マウスクリックポイント 

pDC     DC ポインタ 

rcBound    ウィンドウの範囲 

rcValid    ウィンドウ更新範囲 

bCacheDrawMode  キャッシュ描画モードかどうか  

付記：ウィンドウのキーボードとマウス操作にレスポンスします。Cview、
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CWnd の対応する場所で用いなければなりません。そうしないと該当するイベ

ントに関する機能を実行できません。具体的なパラメータの意味については

MSDN の説明を参照してください。 

3.2.1.11 描画パラメータ取得 
CSeDrawParameters* GetDrawParam（）； 

メソッド説明：描画パラメータを取得します。常用のメソッドで、成功すると

マウスポインタを返し、そうでないと NULL を返します。 

サンプル：3.2.2.1 マップ回転とマップロックを参照してください。 

3.2.1.12 マップ中心点 
CPoint GetCenter（）； 
void SetCenter（ const CPoint& pntCenter ）； 

メソッド説明：前者は現在のマップの中心点を取得するメソッドで、後者はマ

ップの中心点を設定するメソッドです。 

パラメータ： 

pntCenter  中心点座標 

 

サンプル： 

//マップ中心点をオフセット offset（移動距離）、m_MapWnd はビュークラスメ

ンバー変数 
extern int offset； 
CPoint pntCenter = m_MapWnd.GetCenter（）； 
pntCenter.Offset（offset）； 
m_MapWnd.SetCenter（pntCenter）； 
m_MapWnd.Refresh（）； 

3.2.1.13 選択セット操作 
CSeRandomSelection* GetSelection（）； 
void ClearSelection（ bool bAppendMode = 0 ）； 

メソッド説明：選択セット、つまりマップ中で選択した幾何オブジェクトです。
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前者は現在のマップの選択セットを取得するメソッドで、成功すると選択セッ

トポインタを返し、そうでないと NULL を返します。後者は選択セットをクリ

アするメソッドです。 

パラメータ： 

bAppendMode   追加モードかどうか（暫時サポートしていません） 

サンプル： 

//選択セット中の幾何オブジェクトを取得。m_pMapWndはビュークラスメンバー変

数 
CSeRandomSelection *pSelection = m_pMapWnd->GetSelection（）； 
if （ pSelection ） 
{ 
CSeRecordset*  pRecordsetSelection = pSelection ->ToRecordset
（ false ）； 
CSeGeometry *pGeometry = NULL； 
if（ pRecordsetSelection ） 
{ 
  if（ pRecordsetSelection->MoveFirst（） ） 
  { 
   while（ ! pRecordsetSelection->IsEOF（） ） 
   { 
    if （  pRecordsetSelection->GetGeometry
（ pGeometry ） ） 
    { 
     if（ pGeometry ） 
     { 
      … …//他の操作実行 
     } 
    } 
    pRecordsetSelection->MoveNext（）； 
   } 
  } 
  pRecordsetSelection->GetDataset （ ） ->ReleaseRecordset
（ pRecordsetSelection ）； 
} 
} 

3.2.1.14 トラッキングレイヤーの操作 

マップ管理クラスは m_TrackingLayer メンバー変数により直接トラッキ

ングレイヤーオブジェクト CSeTrackingLayerを取得できます。 
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void RefreshTrackingLayer（ bool bValidateRect = false ）； 

メソッド説明：このメソッドはトラッキングレイヤーを更新します。 

パラメータ： 

bValidateRect    false はマップ全体を更新、true はトラッキング

レイヤーのみ更新 

サンプル： 

//トラッキングレイヤーを解放、m_MapWndはビュークラスメンバー変数 
 
if（m_MapWnd.m_TrackingLayer.GetCount（）>0） 
{ 
 m_MapWnd.m_TrackingLayer.ReleaseAll（）； 
 m_MapWnd.RefreshTrackingLayer（false）； 
} 

3.2.1.15 幾何オブジェクトの編集 

eSuperMap クラスライブラリは幾何オブジェクトの編集機能を提供していま

す。主にポイント、ライン、ポリゴン及びテキストの 4種類の幾何オブジェク

トに対して、編集、追加、移動及び削除などの操作を行うことができます。ま

た、ラインとポリゴンのノードについても編集することができます。 

編集機能で使用するメソッドはユーザーアクションSetActionです。3.2.1.9 マ

ップ基本操作を参照してください。編集する前にレイヤーを編集可能レイヤー

に設定する必要があります。 

bool SetEditableLayer（ const CString& strEditLayerName ）； 

メソッド説明：指定した名前のレイヤーを編集可能レイヤーに設定します。成

功すると true を返し、そうでないと false を返します。 

パラメータ： 

strEditLayerName レイヤー名 

サンプル： 

//指定した名前のレイヤーを編集可能レイヤーに設定。m_strLayerNameは指定レ

イヤー名、m_MapWndはビュークラスメンバー変数 
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m_MapWnd. SetEditableLayer （m_strLayerName ）； 

3.2.1.16 その他 

マップ管理クラスは、マップのスケール、スナップトレランス、選択トレラ

ンス及びマップ背景色の取得あるいは設定を行うことができます。同時にまた

マップの可視範囲の取得、マップ範囲の計算を行うことができます。その他の

メソッドとして、編集可能テキストのスタイル設定と編集可能テキストスタイ

ルの初期化などがあります。 

3.2.2 マップ描画パラメータクラス 

描画パラメータクラスには、ほぼすべての eSuperMap の描画パラメータが含

まれ、一切の関連する変化と操作はすべてこのクラスを通じて実行、表示しま

す。このパラメータはマップ（CSeMapDef）からレイヤー（CSeLayer）に伝え

られ、1 つ 1 つの表示する幾何オブジェクト（CSeGeometry）に渡されます。

正確な座標変換をするために、このパラメータクラスはマップ拡大、縮小、移

動等の機能をコントロールできます。同時にレイヤーの表示属性はこのクラス

を通じて幾何オブジェクトに渡されます。 

このオブジェクトはマップウィンドウクラス（CSeMapWnd）を通じて取得

します。 

本節ではプロジェクトアプリケーションで常用するメソッドのみ詳細な解

説をします。 

クラス名：CSeDrawParameters 

プロパティ： 

リソースポインタ：m_pResource 

テキストを固定カラーの方式で表示するときのカラー値：m_nTextDrawingColor 

テキストを固定サイズの方式で表示するときのサイズ値：m_btTextDrawingSize 

メソッド： 
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―――――――――――——――デバイス環境－―――――——――――――――― 

現在アクティブになっているDCを取得：GetActiveDC 

目標のDCを設定：SetTargetDC 

スタイルに基づき環境パラメータを設定：PrepareDC 

環境パラメータを修復：RestoreDC 

画面の解像度を取得：GetScreenResolution 

スクリーン(デバイス)の解析度を設定：SetScreenResolution

――――――――——―――――マップ回転――――——――――――――――― 

マップの回転角度を取得：GetMapRotationAngle 

マップの回転角度を設定：SetMapRotationAngle 

マップの回転角度のコサイン値を取得：GetMapRotationAngleCosValue 

マップの回転角度のサイン値を取得：GetMapRotationAngleSinValue 

表 示 し て い る 方 向 転 換 テ キ ス ト 文 字 列 の 最 小 角 度 値 を 取 得 ：

GetInversingTextAngleMinValue 

表 示 し て い る 方 向 転 換 テ キ ス ト 文 字 列 の 最 小 角 度 値 を 取 得 ：

SetInversingTextAngleMinValue 

テ キ ス ト 文 字 列 の 方 向 転 換 の 最 小 角 度 値 を 設 定 ：

GetInversingTextAngleMaxValue 

表 示 し て い る 方 向 転 換 テ キ ス ト 文 字 列 の 最 大 角 度 値 を 取 得 ：

SetInversingTextAngleMaxValue 

テキスト文字列の方向転換の最大角度値を設定：SetTextRotateWithMap 

マ ッ プ の 注 記 文 字 の 表 示 角 度 が マ ッ プ の 回 転 と 共 に 回 転 す る か ど う か 判 断 ：

IsTextRotateWithMap 

マップがロックされた状態かどうか判断：IsMapRotationLocked 

マップのロック状態を設定：SetMapRotationLocked 

―――――――——―――――マップ表示パラメータ―――——――――――――― 

現在のウィンドウのマップの可視範囲を取得：GetVisibleMapBound 

マップの可視範囲を計算：ComputeVisibleMapBound 

表示するマップ範囲を設定：EnsureVisible 

現在のウィンドウの可視部分のマップ範囲の幅を取得：GetVisibleMapWidth 
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現在のウィンドウの可視部分のマップ範囲の高さを取得：GetVisibleMapHeigh 

マップの全体範囲を取得：GetMapBound 

マップの全体範囲を設定：SetMapBound 

現在のマップウィンドウ中の可視部分の中心点を取得：GetCenter 

現在のマップウィンドウの中心点を設定：SetCenter 

座標単位のズーム比率を取得：GetCoordRatio 

現在の表示状態でウィンドウピクセル座標と地理座標の比率を設定：

SetCoordRatio 

クライアントゾーン範囲(ピクセル座標)を取得：GetClient 

表示するマップのクライアントゾーン範囲を設定：SetClient 

ピクセル座標を地理座標に変換：ClientToMap 

地理座標をピクセル座標に変換：MapToClient 

現在のラインスタイルオブジェクトを取得：GetCurLineStyleObj 

現在のラインスタイルを設定：SetCurLineStyleObj 

与えたオブジェクトが可視かどうか判断：IsVisible 

現在のオブジェクトが小さいかどうか判断：IsTooSmallToDraw 

オブジェクトの描画サイズの下限を設定：SetMinSize 

現在テキスト自動回避の設定かどうか判断：IsTextAvoid 

テキスト属性の自動回避を設定：SetTextAvoid 

テキストカラーが固定かどうか判断：IsTextColorFixed 

テキストカラーを固定にするかどうかを設定：SetTextColorFixed 

テキストサイズが固定かどうか判断：IsTextSizeFixed 

テキストサイズを固定にするかどうか設定：SetTextSizeFixed 

――――――――――――――マップ操作―――――――――———―――――― 

ユーザーのアクションを取得：GetAction 

ユーザーアクションを設定：SetAction 

テキストを作成：DrawText 

自動回避のテキストを作成：DrawAvoidText 

指定スケールにマップをズーム（表示状態でのウィンドウ座標と地理座標の比率）：

ZoomTo 

マップをズーム：Zoom 
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マップを移動：Pan 

マップを全体表示：ViewEntire 

――――――――――——―――その他―――――—――――――――――――― 

描画パラメータオブジェクトをクリア：SetEmpty 

描画パラメータオブジェクトが Emptyかどうか判断：IsEmpty 

3.2.2.1 マップ回転とマップロック 
void SetMapRotationAngle（const double& dMapRotationAngle ）； 
bool IsMapRotationLocked（）； 
void SetMapRotationLocked（ bool bLocked = true ）； 
void SetTextRotateWithMap（ bool bTextRotateWithMap = false ）； 

メソッド説明：SetMapRotationLockedはマップに対してロック、ロック解

除を実行できます。IsMapRotationLocked を用いるとマップが現在ロック

されているかどうか判断でき、マップがロックされていない場合マップを回転

させることができます。この時マップの回転角度 SetMapRotationAngleを

設定します。マップ回転の際、注記も同時に回転させる場合は、

SetTextRotateWithMapメソッドを使用します。 

パラメータ： 

dMapRotationAngle   マップの回転角度、単位はラジアン 

bLocked      マップをロックするかどうか 

bTextRotateWithMap  注記文字をマップの回転と共に回転する

かどうか 

サンプル： 

//現在のマップを回転 dAngle、同時にテキストを同時に注記文字を回転。m_MapWnd

はビュークラスメンバー変数 
if （ m_MapWnd.GetDrawParam（）->IsMapRotationLocked ） 
{ 
 m_MapWnd.GetDrawParam（）->SetMapRotationLocked（ false ）； 
 //マップロック解除 
} 
m_MapWnd.GetDrawParam（）->SetMapRotationAngle（ dAngle ）； 
 //マップ回転 
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m_MapWnd.GetDrawParam（）->SetTextRotateWithMap（ true  ）； 
 //注記も回転 
m_MapWnd.Refresh（）；          
 //マップ更新 

3.2.2.2 地理座標とピクセル座標の相互変換 
bool ClientToMap（ CSize *pSize ）； 
bool ClientToMap（ CRect *pRect ）； 
bool ClientToMap（ CPoint *pPoints， int nCount = 1）； 
bool MapToClient（ CSize *pSize ）； 
bool MapToClient（ CRect *pRect ）； 
bool MapToClient（ CPoint *pPoints， int nCount = 1 ）； 

メソッド説明：ClientToMapは変換パラメータをピクセル座標から地理座標

に変換し、MapToClientは変換パラメータを地理座標からピクセル座標に変

換します。 

パラメータ： 

pSize   CSize変換パラメータ 

pRect   矩形変換パラメータ 

pPoints  ポイント座標配列変換パラメータ 

nCount   ポイント数、ポイント配列と対応 

サンプル：3.1.3.4 座標系を参照してください。 

3.2.2.3 デバイス環境 
CDC* GetActiveDC（）； 
void SetTargetDC（CDC *pDC）； 

メソッド説明：GetActiveDC は現在アクティブの DC を取得します。

SetTargetDC は目標 DC を設定します。通常描画の過程で使用します。 

パラメータ： 

pDC     目標 DC 

サンプル： 

//マップ上でライン seLineを描画 
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Extern CSeGeoLine seLine； 
CDC *pDC = GetDC（）； 
m_MapWnd.GetDrawParam（）->SetTargetDC（ pDC ）； 
seLine.Draw（ m_MapWnd.GetDrawParam（） ）； 
ReleaseDC（ pDC ）； 

3.2.2.4 その他 

マップ描画パラメータクラスにはその他多くのメソッドがあります。例えば、

マップ回転角度、マップ表示範囲、テキスト回避等の操作があります。前述の

とおり、アプリケーションでは先にマップウィンドウクラス CSeMapWnd の

メソッドを使用し、更にそこにないメソッドが必要な場合にマップ描画パラメ

ータ中のメソッドを考慮します。 

3.2.3 レイヤー 

レイヤーとデータセットは区別しますが関連しています。データセットをマ

ップ中に追加すると 1つのレイヤーとなります。レイヤーと関連するクラスは

2つあり、レイヤークラス CSeLayer とレイヤー親クラス CSeLayerDef です。本

節ではそれぞれを分けて紹介します。 

3.2.3.1 レイヤー 

レイヤーにはマップの関連表示の属性を保存します。例えば、表示状態、表

示スタイル、主題図などで、CSeMapDefと CSeMapWndにより取得します。 

クラス名：CSeLayer 

プロパティ： 

ノードサブレイヤー：m_pNodeLayer 

ノードレイヤーを選択しているかどうか：m_bHitNodeLayer 

レイヤーと対応するデータセット：m_pDataset 

メソッド： 

ヒットテスト：HitTest 

現在のスケールでレイヤーが表示可能かどうか：IsVisibleScale 
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伝送された描画パラメータに基づきレイヤーのオブジェクトを表示：OnDraw 

データセットポインタ取得：GetDataset 

データセット設定：SetDataset 

スナップポイントを計算：GetSnapPoint 

サンプル： 

// 現在のマップ中のレイヤー名をリストボックスに追加。m_lstLayerはレイヤー

名リストボックス変数 
extern CSeMapWnd * m_pMapWnd； 
ASSERT （ m_pMapWnd ）； 
 
long nLayerCount = m_pMapWnd->GetLayerCount（）； 
for（ register i = 0； i<nLayerCount； i++ ） 
{ 
 CSeLayer *pLayer = m_pMapWnd->GetLayerAt（i）； 
 if（ pLayer ） 
 { 
  m_strEditLayerName = pLayer ->m_strLayerName； 
  m_lstLayer.AddString（m_strEditLayerName）； 
 } 
} 

3.2.3.2 レイヤー親クラス 

CSeLayer の親クラスで、レイヤーの基本情報を保存します。CSeMapDef

により取得できます。 

クラス名：CSeLayerDef 

プロパティ： 

レイヤー名：m_strLayerName 

データセット名：m_strDatasetName 

データソース名：m_strDataSourceName 

マップの表示スタイル：m_pStyle 

レイヤー表示の最大表示スケール：m_dVisibleScaleMax 

レイヤー表示の最小表示スケール：m_dVisibleScaleMin 

個別値主題図：m_pThemeUnique 
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段階区分主題図：m_pThemeRange 

ラベル主題図：m_pThemeLabel 

メソッド： 

レイヤーが表示可能かどうか：IsVisible 

レイヤーが選択可能かどうか：IsSelectable 

レイヤーが編集可能かどうか：IsEditable 

レイヤーがスナップ可能かどうか：IsSnapable 

レイヤーが表示可能かどうか設定：SetVisible 

レイヤーが選択可能かどうか設定：SetSelectable 

レイヤーが編集可能かどうか設定：SetEditable 

レイヤーがスナップ可能かどうか設定：SetSnapable 

――――――――――――――主題図――――――――――――――― 

ラベル主題図が表示かどうか判断：IsVisibleThemeLabel 

個別値主題図が表示かどうか判断：IsVisibleThemeUnique 

段階区分主題図が表示かどうか判断：IsVisibleThemeRange 

ラベル主題図を表示するかどうか設定：SetVisibleThemeLabel 

個別値主題図を表示するかどうか設定：SetVisibleThemeUnique 

段階区分主題図を表示するかどうか設定：SetVisibleThemeRange 

――――――――――――レイヤーデータ―――――――――――――――― 

レイヤーデータを保存：Store 

レイヤーデータをロード：Load 

サンプル： 

//インデックスを nIndexにマップのすべてのレイヤーを選択可能に設定 
extern CSeMaps * pMaps； 
ASSERT （pMaps）； 
 
CString strMapName = pMaps->GetMapNameAt（ nIndex ）；  
CSeMapDef  mapdef； 
if （ pMaps->GetMap（ strMapName， mapdef ） ） 
{ 
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for （register i=0；i< mapdef.m_LayerDefs.GetSize（）；i++） 
{ 
  CSeLayerDef *pDef= mapdef.m_LayerDefs.GetAt（i）； 
 if （pDef） 
{ 
  CSeLayer* pLayer = pDef；  //レイヤーオブジェクトに変換できる 
  if （ !pDef-> IsSelectable（） ） 
pDef-> SetSelectable（ true ）； 
} 
} 
} 

3.2.4 スタイル 

スタイルはポイントスタイル、ラインスタイル、ポリゴンスタイル及びテキストス

タイルに分けられ、みな親クラスCSeStyleから派生します。図図エラー! 指定したスタ

イルは使われていません。.6はスタイル間のロジック関係です。 

 

図エラー! 指定したスタイルは使われていません。.6 スタイルクラス関係図 

ポイントスタイル、ラインスタイル及びポリゴンスタイルはスタイル親クラ

スから派生します。いずれも類似のメソッドがあり、メソッド Clone を通じ
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てスタイルをコピーすることができます。 

各スタイルはそれぞれの描画情報を持っており、メンバー変数を通じて実現

します。 

CSeStyle： 

unsigned  m_nPenWidth    //ライン幅 

unsigned  m_nPenColor     //シンボルあるいはラインの色 

 

CSeStylePoint： 

unsigned  m_nSymbolSize    //シンボルサイズ 

unsigned  m_nSymbolRotation  //シンボル回転角度 

DWORD  m_dwSymbolStyle    //シンボル ID 

CSeStyleLine： 

DWORD  m_dwPenStyle     //ラインスタイル 

CSeStyleRegion： 

unsigned  m_nBrushColor    //フィル前景色 

unsigned  m_nBrushBkColor    //フィル背景色 

DWORD  m_dwBrushStyle     //フィルスタイル 

スタイルクラス使用時、オブジェクトがどの種のスタイルに属しているか注

意して、スタイルタイプを再設定する必要があります。 

3.2.5 トラッキングレイヤー 

CSeTrackingLayer はトラッキングレイヤーで、マップ表示と密接な関係があ

ります。メモリ中にある仮想のレイヤーで、マップ中の他の通常のレイヤーと

重ねて表示することができます。主に動的な幾何オブジェクトの表示に使用し

ます。 
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3.2.6 選択セット 

CSeRandomSelection 選択セットは、マップ表示と密接な関係があります。メ

モリ中にある仮想のレイヤーで、マップ中の他の通常のレイヤーと重ねて表示

することができます。主にマップ中の選択されたオブジェクトをハイライト表

示するのに使用します。 

3.3 ルート解析ナビゲーションクラス 

eSuperMap にはルート解析の機能があり、指定したネットワークレイヤーに

対して最適・最短ルート解析を実行することができます。その他、移動目標の

ナビゲーション機能があります。ルート解析実行時、運転ルートを指定後、GPS
機能と結合して、より高度な移動目標のポジショニングとナビゲーションを実

現します。 

ルート解析・ナビゲーションと関連するクラスは以下のとおりです。

CSePathAnalyst、CSePathDiscover 及び CSePathNavigator。 

3.3.1 基本ルート解析 

CSePathAnalyst はルート解析の親クラスで、ルート解析の基本メソッド

を実現し、最短ルート解析を実行することができます。実際のプロジェクトで

は、CSePathAnalyst からユーザー定義のルート解析クラスを派生して、

GetDistanceメソッドをリロードし、このメソッド中で具体的な規則に基づ

き求めたレコードセット中の現在のレコードの正方向距離と逆方向距離で、道

路の実際の状況をシミュレーションすることができます。あるいは具体的な要

求に基づき指定の属性フィールドから規則を設定し、最適ルート解析を行うこ

とができます。 

CSePathAnalystの使用ステップは以下のとおりです。 

1. まず SetDatasetNetwork を用いて、ルート解析を実行するネットワーク

データセットを指定します。1回設定すれば可能です。 
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2. Analyse メソッドを再度利用してルート解析を実行します。 

ルート解析を実行して返す結果は、路線のエッジ ID 配列、路線上のノード

ID 配列及び路線全体の長さから構成されます。エッジ ID 配列を通じてエッジ

オブジェクトを取得することができます。さらにトラッキングレイヤー上に追

加し、スタイルを与えて表示することができます。 

クラス名：CSePathAnalyst 

メソッド： 

ルート解析：Analyse 

ネットワークデータセット設定：SetDatasetNetwork 

ネットワークデータセットポインタ取得：GetDatasetNetwork 

隣接マトリックステーブルが占有するメモリを解放：ReleaseAdjacentMatrix 

隣接マトリックステーブルをメモリにインポート：ImportAdjacentMatrix 

隣接マトリックスを隣接マトリックスファイルにエクスポート：

ExportAdjacentMatrix 

―――――――――――――関数リロード――――――――――――――― 

規則に基づきノード間の距離を返す：GetDistance 

規則に基づきノードが到達可能かどうか判断：CanForward 

3.3.1.1 ネットワークデータセット設定 

ルート解析はネットワークレイヤー上でのみ実行できます。そのため、事前

に解析を行うネットワークデータセットを指定しておく必要があります。 

bool SetDatasetNetwork（ CSeDatasetVector *pDatasetNetwork ）； 
CSeDatasetVector *GetDatasetNetwork（）； 

メソッド説明：1 番目のメソッドを用いてルート解析で使用するネットワーク

データセットを設定することができます。設定に成功すると true を返し、そう

でないと false を返します。また、2 番目のメソッドを用いても可能で、取得

に成功するとネットワークデータセットポインタを返し、そうでないと NULL
を返します。 
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パラメータ： 

pDatasetNetwork    ネットワークデータセットポインタ 

3.3.1.2 ルート解析 
long Analyse( long nFromNodeID, long nToNodeID, 

 CDWordArray &arrArcIDs, 
 double &dPathLength, CDWordArray &arrNodeIDs ); 

メソッド説明：ルート解析。解析に成功すると 0 より大きい値を返し、そうで

ないと－1 あるいは 0 を返します。 

 

パラメータ： 

nFromNodeID   起点ノード ID   【入力】 

nToNodeID    終点ノード ID   【入力】 

arrArcIDs    ルートのエッジ IDs  【出力】 

dPathLength   ルートの長さ   【出力】 

arrNodeIDs    ルートのノード IDs 【出力】 

付記：ルートが検索できない原因として考えられるのは、ネットワークデータ

セットポインタが無効、起点ノード ID と終点ノード ID が無効あるいは起点ノ

ード ID と終点ノード ID が同じであるかなどです。 

arrArcIDs ルートの各エッジ ID を保存します。順序は、起点エッジ——>終点

エッジの順で保存します。 
arrNodeIDs ルートの各ノード ID を保存します。順序は、起点ノード——>終点

ノードの順で保存します。 
dPathLength ルートの長さを返します。（単位はルート解析のメソッドで決定） 

3.3.1.3 ノード間距離の計算 
bool GetDistance（ CSeRecordset *pRecordsetArc， 

 long &nArcID， long &nFNodeID， 
 long &nTNodeID， double &dDistanceStartToEnd， 
double &dDistanceEndToStart ）； 

メソッド説明：実際の規則に基づきノード間の距離を返します。成功すると true
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を返し、そうでないと false を返します。 

パラメータ： 

pRecordsetArc   ネットワークデータセットのレコードセットポインタ【入力】 

nArcID    現在レコードのエッジ ID       【出力】 

nFNodeID   現在レコードのエッジの開始ノード ID  【出力】 

nTNodeID   現在レコードのエッジの終点ノード ID  【出力】 

dDistanceStartToEnd  現在レコードのエッジの正方向距離 【出力】 

dDistanceEndToStart 現在レコードのエッジの逆方向距離 【出力】 

付記：pRecordsetArc ポインタが空の設定は成功しません。 

ノード間の距離は dDistanceStartToEnd と dDistanceEndToStart の変数中に保存

します。最適ルート解析を実行する際、必要の応じてこのメソッドをリロード

することができます。 

サンプル：GetDistance メソッドをリロードして最短時間の解析を実行します。 

仮に、起点から終点まで様々なレベルの道路があり、各レベルの道路で実際に

走行できる速度は以下の表のような状況とします。 

表 エラー! 指定したスタイルは使われていません。.2 

道路レベル 走行速度 

レベル 1 80 km/h 

レベル２ 60 km/h 

レベル 3 40 km/h 

レベル４ 20 km/h 

レベル 5 10 km/h 

道路データに道路レベルのフィールド（RoadCode）を追加し、それぞれ値と

して、1、2、3、4、5 を付与します。 

BOOL CSePathAnalystExt::GetDistance （  CSeRecordset 
*pRecordsetArc， long &nArcID， long &nFNodeID， long &nTNodeID， 
double &dDistanceStartToEnd， double &dDistanceEndToStart ） 
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{ 
if（ pRecordsetArc && !pRecordsetArc->IsEOF（） ） 
{ 
CSeVariant Variant； 
//道路の正方向、逆方向の長さとノード ID を取得。m_strFieldNameRoadLength
はデータセット中のフィールド（ユーザー定義可能） 
    if（ pRecordsetArc->GetFieldValue（ m_strFieldNameRoadLength， 
Variant ） ） 
    { 
         //道路の正方向長さを取得 
        dDistanceStartToEnd = Variant.dblVal；   
  
         //道路の逆方向長さを取得 
         dDistanceEndToStart = Variant.dblVal； 
  
           //道路の起点ノード ID を取得 
           if（ pRecordsetArc->GetFieldValue（ LF_FNODE， Variant ） ） 
           { 
               //道路の起点ノード ID を取得 
               nFNodeID = Variant.lVal； 
      
               //道路の終点ノード ID を取得 
               if（ pRecordsetArc->GetFieldValue（ LF_TNODE， Variant ） ） 
               { 
                  //道路の終点ノード ID を取得 
                 nTNodeID = Variant.lVal； 
  
                 //道路区間（エッジ）の ID を取得 
                  nArcID = pRecordsetArc->GetID（）； 
  
                  if（ m_bLeastTime ） 
                  {//最短時間                                
if （ pRecordsetArc->GetFieldValue （ m_strFieldNameRoadCode ， 
Variant ） ） 
                        { 
                           //規則設定。各区間のラインオブジェクトが対応する運転時間 
                             switch（ Variant.bVal ） 
                             { 
                             case 1://レベル1 80 km/h ----> 80000 m / h 
                                { 
                          //道路の正方向長さを取得（この時点ですでに時間単

位（h）に変更） 
dDistanceStartToEnd = dDistanceStartToEnd / 80000；    
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                          //道路の逆方向長さを取得（この時点ですでに時間単

位（h）に変更） 
dDistanceEndToStart = dDistanceEndToStart / 80000； 
                                  } 
                                  break； 
                               case 2:// レベル2 60 km/h ----> 60000 m / h 
                                   { 
... ...  
                                   } 
                                    break； 
                                    ... ...  //その他の規則による操作 
                                return true； 
                             } 
                             else 
                             { 
                                      return false； 
                              } 
                        } 
                 } 
         } 
    } 
 return FALSE； 
} 

3.3.1.4 隣接マトリックスのインポートとエクスポート 

ルート解析クラスにある解析メソッドはみな隣接マトリックスに対する演

算です。隣接マトリックスとは、実際のルート規則に基づきノード間の関係（例

えば 2 点間が到達可能かどうか等）のデータで、このようなデータを SNF フ

ァイルにエクスポートすることができます。これにより、次回使用する際に再

度ノード間の関係を計算する必要がなくなり、直接隣接マトリックスファイル

をインポートして、それに対して解析することができます。このようにして解

析の速度が非常に速くなります。 

bool ExportAdjacentMatrix（ const CString& strFileName ）； 
bool ImportAdjacentMatrix（ const CString& strFileName ）； 

メソッド説明：1 番目のメソッドは隣接マトリックスを隣接マトリックスファ

イルにエクスポート、2 番目のメソッドは隣接マトリックスファイルから隣接

マトリックスをインポートします。成功すると true を返し、そうでないと false
を返します。 
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パラメータ： 

strFileName   隣接マトリックスファイル名 

3.3.1.5 その他 

ルート解析クラスでは更にその他のメソッドを提供しています。隣接マトリ

ックスが占有していたメモリを解放する ReleaseAdjacentMatrix、ノード

が到達可能かどうかを判断する CanForward等があります。 

3.3.2 交通規則を設定したルート解析 

CSePathDiscover はルートの交通規則のクラスで、複雑なルート解析を実行し

ます。道路のターンインピーダンスと通行禁止規制等を組み入れて計算し、ア

クティブ計算モードとスタティック計算モードの 2種類あります。アクティブ

計算モードは、道路検索 Discover で GetRtValue を用いて道路のインピーダンス

値を取得しながら実行します。メモリを節約しますが速度は低下します。スタ

ティック計算モードは、検索前の Prepare 中のインピーダンス値を取り出して

バッファしておき、検索時に直接使用します。速度は速いですが多くのメモリ

を使用します。スタティック計算モードでは、バッファ中のインピーダンス値

に対して更新が必要で、Updatebuffer を用いて実行します。計算モードは

CSeAnalystContext で関連の値を選択できます。 

3.3.2.1 交通規則の設定 

ルート解析時に使用する交通規則はターンテーブルファイル（テキストファ

イル）に保存されています。ターンテーブルファイルのフォーマットについて

は以下のとおりです。 

1 基本概念 

複雑ノード：複数ノードの抽象ノードで、ターンテーブルファイル定義を使用

します。 

サブノード：複雑ノードに含まれるノードで、各 1 つのサブノードは 1 つの複

雑ノードにしか属しません（図：ノードA）。 
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一般エッジ：起終点ノードはどの複雑ノードのエッジに属しません（図：エッ

ジ 7）。 

内部エッジ（InnerLink）：起終点ノードは同一の複雑ノードのエッジに属しま

す（図：エッジ 13）。 

外部エッジ（OutterLink）：起終点の 1 つが複雑ノードに属するか、2 つとも同

一の複雑ノードに属さないエッジ（図：エッジ 11 と 13）。 

通行禁止規則（TurnRecord）：あるノードに関連するエッジの通行状況を規定し

ます。 

時間制約（Restric）：規則実行の有効時間を記述します。

 

図 3.4 ターンテーブル複雑ノード 

2. ターンテーブルファイルフォーマット説明とサンプル 

ファイルフォーマット  
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ノード 1，…ノード 2；外部エッジ1 ,. .. , 外部エッジn；ターンテーブルレコード 1, ... , 
ターンテーブルレコード n； 

ターム 1,...,ターム n；（改行）  

注意事項：  

（1）例えばノードIDが 1 の場合、サブノードは空。 

（2）ターンレコードとタームを 1つ１つ対応、フォーマットは“入口|出口”。

入口から出口まで通行禁止を表します。 

（3）タームフォーマットは“起点時間 – 終点時間”。この時間内でターン制

限が有効、時間外では制限は無効（ターン制限値は 0）で処理します。 

（4）ターム情報を表示します。デフォルトは 00:00-24:00 で、設定精度は 30

分。 

（5）ターンインピーダンス値が 2 つ以上のタームを持つ場合’&’で繋げます。 

（6）ファイルはASCIIコードで*.tt拡張子を使用して保存します。最後の一行

は必ず改行します。 

ファイルサンプル 

14,15,16,17;1,2,3,11,12,19,18;4/3,19/1,4/1; ,06:00-09,06:00-09:00 & 16:30-19:30; 

サンプル説明： 

1. 14,15,16,17 はサブノード 

2. ; 1 クラスレコードが終了 

3. 1,2,3,11,12,19,18 は外部エッジ 

4. 4/3,19/1,4/1 はターンレコード 

5. スペース。対応するエッジターン(4/3) は通行禁止を表す 

6. & 2 つ以上のタームを接続 

7. ターンレコード：4 から 3 は通行禁止、19 から 1 は 6 時から 9 時まで通行禁止で
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その他の時間は通行可能、4 から 1 は 6 時から 9 時と 16:30 から 19:30 は通行禁

止でその他の時間は通行可能。 

3. CSePathDiscoverの使用ステップ 

ステップ 1：InitNetwork を用いてルート解析を実行するネットワークデー

タセットを指定します。1 度設定すればよいです。 

ステップ 2：PrepareDiscoverを用いて解析パラメータを設定します。 

ステップ 3：反復して Discoverを用いてルート解析を実行します。 

ステップ 4：ReleaseAllを用いてメモリスペースを解放します。 

3.3.2.2 ネットワークデータセット設定 

ルート解析はネットワークレイヤー上でのみ実行できます。そのため、事前

に対応するネットワークデータセットを指定しておく必要があります。 

bool InitNetwork（ CSeDatasetVector *pNetwork ）； 

メソッド説明：ルート解析で用いるネットワークデータセットを設定します。

成功すると true を返し、そうでないと false を返します。 

パラメータ： 

pNetwork   ネットワークデータセットポインタ 

3.3.2.3 解析パラメータ設定 

Bool PrepareDiscover(CSeAnalystContext & param) 

メソッド説明：CSeAnalystContext クラスで設定したパラメータを受け取り解析

に備えます。 

パラメータ： 

param     取り込む解析パラメータ 

付記：最初に解析する前にこの関数を用いる必要があります。解析パラメータ

に変化があった場合は、再度この関数を用いてパラメータを設定しなおす必要

があります。パラメータ Param の設定については CseAnalystContextを参

照してください。 
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3.3.2.4 ルート検索 
Long Discover(CDWordArray & arrStartIDs, CDWordArray & arrEndIDs, 

CDWordArray & arrArcIDs, CDWordArray &  arrNodeIDs, 
float dPathLength, Ctime * pTime = NULL) 

 
Long Discover (CDirectLinkArray & arrStartArcs, 

CDirectLinkArray & arrEndArcs, 
CDWordArray & arrArcIDs, CDWordArray & arrNodeIDs, 
float & dPathLength, CTime * pTime = Null) 

メソッド説明：ルート検索。成功すると 0 より大きい値を返し、そうでないと

0 以下の値を返します。 

パラメータ： 

arrStartIDs 起点のノード ID配列    【入力】 

arrEndIDs  終点のノード ID配列    【入力】 

arrStartArcs 起点エッジの配列    【入力】 

arrEndArcs  終点エッジの配列    【入力】 

arrArcIDs  ルートのエッジ ID序列   【戻り値】 

arrNodeIDs  ルートのノード ID序列   【戻り値】 

dPathLength ルートの長さ     【戻り値】 

pTime   解析の現在時間を入力、空の場合時間制限は考慮しない。 

付記：最初にこのインターフェースを使用する前に

PrepareDiscover を用いて必要なデータを生成する必要が

あります。 

起点エッジと終点エッジには方向性があります。右図のよ

うにエッジ 1 で A から C に向けた通行と C から A に向け

た 通 行 で は 異 な る エ ッ ジ 方 向 で す 。 FNode ->TNode の 場 合 、

CSeDirectlink::bDirect = True、そうでない場合は false に設定します。 

3.3.3 ナビゲーター 

CSePathNavigator はナビゲータークラスで、ナビゲーションの機能を提供し

ます。ルート解析をベースとして（指定ルートを設定）、指定ルート上を通行
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する過程で GPS ポイントとルートとルート上のノードの関係を判断し、現在位

置における適当な案内を提示します。例えば、「前方 300 メートルを右折」、「あ

と 1 キロメートルで目的地です」等です。GPS の誤差に対しては自動で修正す

ることができ、道路からのズレを補正します。CSePathNavigator の使用ステッ

プは以下のとおりです。 

 

1. Init メソッドを使用してナビゲーターパラメータを初期化します（1

回の設定で可能です）。 

2. MakePath メソッドを使用して通行ルートを作成します（ルートを変

更しない限り 1回の設定で可能です）。 

3. IsValid メソッドを繰り返し使用して有効性のチェックを実行し、有効

なポイントを検出して出発地点とします。 

4. Navigate メソッドを繰り返し使用してルートのナビゲーションを実

行します。 

クラス名： CSePathNavigator 

メソッド： 

ナビゲーションのトレランスの設定：SetTolerance 

ナビゲーションルートの作成：MakePath 

ナビゲーション実行：Navigate 

ナビゲーション情報取得：GetRouteInfo 

3.3.3.1 ナビゲーションのトレランスの設定 
bool SetTolerance( double dToleranceInner = 10, 

 double dToleranceOuter = 30, 
 double dTolerenceAngle = 180, 
 double dToleranceArcLenght = 30 ); 

メソッド説明：ナビゲーションの各種トレランスを設定します。成功すると true
を返し、そうでないと false を返します。 
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パラメータ： 

dToleranceInner   修正トレランス(単位はメートル) 

dToleranceOuter   逸脱トレランス(単位はメートル) 

dToleranceAngle   ルート修正角度トレランス(単位はメートル) 

dToleranceArcLenght エッジサイズトレランス。ルートを作成する際、

サイズがこのトレランスより小さいエッジを省略します(単位はメートル)。 

付記：GPS ポイントのナビゲーションルートからの距離（ズレ）が修正トレラ

ンスより小さい場合、補正しません。GPS ポイントのナビゲーションルートか

らの距離（ズレ）が修正トレランスより大きい場合、かつ逸脱トレランスより

小さい場合、GPS ポイントに対して補正します。GPS ポイントのナビゲーショ

ンルートからの距離（ズレ）が逸脱トレランスより大きい場合、GPS ポイント

はルートから逸脱しているとして補正しません。修正トレランスは逸脱トレラ

ンスよりも小さく、0 より大きくなければなりません。あるエッジ内でルート

修正角度トレランスよりも大きな角度を形成するポイントは削除されます。 

3.3.3.2 ナビゲーションルートの作成 
bool MakePath( CSeDatasetVector* pDatasetVector, long* pArcIDs, 

 long nArcCount, long* pNodeIDs, long nNodeCount ); 
 
bool MakePath( CSePoint2D* pPoints, long nCount, 

 bool bEarthCoordSys = true, 
 double dPriAxis = 6377563.396, 
 double dFlatten = 0.00334085064149708, 
 double dCoordRatio = 1.0 ); 

メソッド説明：ナビゲーションルートを作成します。2 つのメソッドは設定が

必要なパラメータが異なるだけです。設定に成功すると true を返し、そうでな

いと false を返します。 

パラメータ： 

pDatasetVector  ルートデータの元 

pArcIDs    ルートのエッジ ID 

nArcCount    エッジ個数 

pNodeIDs    ルートのノード ID 

nNodeCount   ルートのノード個数 
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pPoints   ルートの座標ポイント配列 

lCount    ルートの座標ポイント個数 

3.3.3.3 ナビゲーション 
DWORD  Navigate( CSePoint2D  &pntGPS ); 

メソッド説明：指定したルート上でナビゲーションを実行し、ナビゲーション

の結果を返します。 
NAV_OK      ナビゲーション成功 
NAV_WRONG_DIRECTION   方向エラー、逆走 
NAV_WRONG_POSITION    GPS ポイントがルートから逸脱 

パラメータ： 

pntGPS   現在の GPSポイント 

3.3.3.4 ナビゲーション情報取得 
bool GetRouteInfo( long& nCurArcID, double& dDistanceToTurn, 

 double& dAngleToTurn, long& nNextArcID, 
 double& dDistanceToNext, double& dAngleToNext, 
long& nNextNodeID );  

 
bool GetRouteInfo( double& dDistanceToTurn, double& dAngleToTurn,  

CSePoint2D& pntNext ); 

3.4 GPS クラス 

eSuperMapのGPS機能はGPS受信機からデータを受信して、このデータに対し

て解析処理するものです。GPS受信機からデータを受信し、データの解析、処

理などを行います。NMEA0183 プロトコル、光電（KODEN）、モトローラのバ

イナリプロトコルの他、ユーザー定義のプロトコルもサポートします。GPS関
連のクラスは以下のとおりです。CSeGPS、CSeGPSData、CSeGPSParser、GPS 
CSeCommPortInfo、CSeGPSSatelliteData、CSeGPSStatusData、CSeGPSSensorData、
CSeGPSThresholdData。ロジック関係は図図 エラー! 指定したスタイルは使われてい

ません。.5 のとおりです。 
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図 エラー! 指定したスタイルは使われていません。.5  GPS クラス関係図 

上図のとおり、GPS 機能クラスを通じて各種データを取得することができま

す。 

CSeGPSParser クラスはすべてのパーサーのベースクラスで、すべてのユーザ

ー定義パーサーはこのクラスから派生し、また純粋仮想関数 Parse()である必要

があります。 

3.4.1 GPS 機能クラス 

CSeGPS は GPS 機能のインターフェースを提供しており、このメソッドを用

いて GPS 機能を実行できます。 

1. Open      ポートを初期化し（ポート情報をパラメータ）、データ受

信の準備をします。 

2. GetData   GPS のデータを取得します。 

3. Close      ポートを閉じて、データの受信を終了します。 

受信機でデータを受信した後、座標ポイントによりポイントオブジェクトあ

るいはラインオブジェクトを作成することができます。それをトラッキングレ
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イヤー上に置くことで随時マップ上に表示させることができます。また GPS
データを軌跡ファイルに保存して、軌道追跡を再生するときに使用できます。 

クラス名：CSeGPS 

メソッド： 

―――――――――――――デバイス操作――――――――――――――― 

ポートを開く：Open 

ポートを閉じる：Close 

デバイスの準備ができたかどうか：IsReady 

―――――――――――――データ取得―――――――――――――――― 

GPS 通常データを取得：GetData 

衛星の状態情報を取得：GetSatellitesData 

ポートオリジナルバイナリデータを取得：GetBinaryData 

GPS トレランスデータを取得：GetThresholdData 

GPS センサーデータを取得：GetSensorData 

GPS ステータスデータを取得：GetStatusData 

――――――――――――――パーサー―――――――――――――――― 

パーサー設定：SetParser 

プロトコルパーサーのタイプ設定：SetParserType 

――――――――――――――解析オプション――――――――――――― 

データ解析オプションを設定：SetOption 

データ解析オプションを取得：GetOption 

――――――――――――――バイナリプロトコル――――――――――― 

デバイスを初期化：ReInit 

S/N 閾を設定：SetSNRThreshold 

仰角閾を設定：SetElevationThreshold 

PDOP 閾を設定：SetPDOPThreshold 
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HDOP 閾を設定：SetHDOPThreshold 

測地系を設定：SetGCSID 

平均因数を設定：SetAverageGene 

出力オプションを設定：SetOutputOption 

出力オプションを取得：GetOutputOption 

角速度センサーのウエーブ・フィルター器のスイッチを設定：SetSensor 

3.4.1.1 デバイス操作 

データを取得する前にポートに対して初期化を行い、データを読み込んだ後

再びポートを閉じる必要があります。以下のメソッドを使用します。 

bool Open（ const CSeCommPortInfo &CommPortInfo， 
 CSeGPS::Type nParserType = CSeGPS::NMEA0183 ）； 

 
bool Close（）； 

パラメータ： 

CommPortInfo  シリアルポート情報で、ポートナンバー、ボーレート

(Baud Rate)、データビット、停止ビット、修正ビットなどの情報が含まれます。  
nParserType  プロトコルパーサータイプで、デフォルトは

NMEA0183 です。  

付記：指定したデバイスのポートナンバーがすでに占有されている場合、初期

化に失敗します。 

サンプル： 

//GPS データを受信して保存 
CSeGPS GPSReceiver； 
CSeCommPortInfo devInfo； 
devInfo.btCommPort = 1； 
devInfo.dwBaudRate = 4800； 
devInfo.btDataBits = 8； 
devInfo.btParity  = 0； 
devInfo.btStopBits = 0； 
CSeGPSSatelliteData  SatellitesData[12]； 
long nSatelliteCount； 
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CSeGPSData  GPSData； 
 
bool bResult = GPSReceiver.Open（devInfo）； 
//失敗の場合、エラーコードを検索して原因を調べることができる。 
DWORD dwError = SeGetErrorMsgObj（）->GetLastError（）； 
if（ bResult ） //起動成功 
{   
//データ取得 
GPSReceiver.GetData（ GPSData）  
  GPSReceiver.GetSatellitesData （  SatellitesData ，  12 ， 
nSatelliteCount ）； 
//データファイル保存 
CFile     GPSDataFile； 
//ファイルを開きデータ保存準備 
........ 
//データ保存開始 
GPSDataFile.Write（ &GPSData， sizeof（GPSDATA） ）； 
} 
else 
{ 
 … …  //失敗 
} 
GPSReceiver.Close（）； 

3.4.1.2 GPS 通常データ取得 
bool GetData（ CSeGPSData &GPSData ）； 

パラメータ：GPSData   解析済み GPS データ。緯度経度、方向角等を含みます。 

サンプル：「GPS 機能クラス—デバイス操作」を参照してください。 

3.4.1.3 衛星の状態情報を取得 
bool GetSatellitesData（CSeGPSSatelliteData *pSatelliteData， 

 BYTE btItemCount， 
 BYTE &btSatellitesInView ）； 

メソッド説明：可視衛星の番号、方位角、角度角、信号の強弱等の衛星の状態

情報を取得します。データの取得に成功すると true を返し、そうでないと false
を返します。 

パラメータ： 
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pSatelliteData  衛星の状態データ。使用前にメモリを配分する必要があ

ります。 

nItemCount  配分したメモリの衛星数。メモリが十分でない場合、す

べての可視衛星の状態データを受信できるとは限らなくなります。通常設

定数は 12 で、最大 12 の衛星を受信できます。 

nSatellitesInView 可視の衛星数を返します。 

付記：方位角単位は度、真北が 0 度、時計回り、範囲は 0-360 度。高度角単位

は度、水平方向が 0 度、天頂点が 90 度です。信号の強弱単位はデシベルです。 

サンプル：「GPS 機能クラス—デバイス操作」を参照してください。 

3.4.1.4 プロトコルパーサー設定 
CSeGPSParser* SetParser（ CSeGPSParser* pGPSParser ）； 

メソッド説明：ユーザー定義プロトコルパーサーを設定します。すでに古いプ

ロトコルパーサーが存在する場合 NULL を返します。 

 

パラメータ： 

pGPSParser         ユーザー定義プロトコルパーサー 

付記：Open 成功後にのみ使用できます。そうでないと NULL を返します。 

サンプル：「GPS クラス—ユーザー定義パーサー」を参照してください。  

3.4.1.5 その他データの取得 

対応するメソッドを通じてバイナリオリジナルデータとバイナリプロトコ

ル以下のトレランスデータ、センサーデータ及び GPS ステータスデータ等を

取得することができます。さらにバイナリプロトコル以下の GPS パラメータ

を設定することができます。 
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3.4.2 ポート情報 

CSeCommPortInfo には GPS デバイスパラメータを記述しています。パラメー

タには、通信ポートナンバー、ボーレート、データビット等の情報が含まれま

す。GPS ポートを初期化する時は、これらのパラメータを指定する必要があり

ます。 

クラス名：CSeCommPortInfo 

プロパティ： 

ボーレート：dwBaudRate 

ポート：btCommPort 

データビット：btDataBits 

パリティビット：btParity 

ストップビット：btStopBits  

メソッド： 

代入演算子：operator = 

3.4.3 ポジションデータ 

CSeGPSData は GPS の具体的なデータについて記述します。この内容には、

緯度／経度、海抜高度、方向、時間等が含まれます。CSeGPS のメソッドを通

じてリアルタイムの GPS データ情報を取得することができます。 

クラス名：CSeGPSData 

プロパティ： 

緯度値：dwLatitude （単位：1/100 秒） 

経度值：dwLongitude（単位：1/100 秒） 

北半球かどうか：btNorthing 

東半球かどうか：btEasting 

116 

 



 

GPS 可算クオリティー指標情報：btQualityIndicator（0-ポジションなし、

1-GPS ポジション、2-Difference GPS ポジション） 

ポジション状態：btFixMode （0-ポジションなし、1-2D ポジション、2-3D ポ

ジション） 

可視衛星個数：btSatellites 

方向情報：wBearing（単位：1/100 度） 

速度：dwSpeed（単位：cm/h） 

高度情報：dwAltitude（海抜で高度を表示、単位：cm） 

年：wFixYear 

月：btFixMonth 

日：btFixDay 

時間：btFixHour 

分：btFixMinute 

秒：btFixSecond 

メソッド： 

代入演算子：operator = 

3.4.4 衛星データ 

CSeGPSSatelliteData は衛星のステータス情報を記述します。この内容

には、衛星番号、衛星の高度角、衛生の方位角、信号対ノイズ等が含まれます。 

クラス名：CSeGPSSatelliteData 

プロパティ： 

衛星番号：btSatelliteID 

衛星の高度角：btElevation（0—90 度） 

衛星の方位角：nAzimuth（0—360 度） 

信号対ノイズ比：nSignal（デシベル） 
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メソッド： 

代入演算子：operator = 

3.4.5 バイナリ・プロトコル・パーサーのデータ 

CSeGPSSensorData、CSeGPSStatusData 及び CSeGPSThresholdData はバイナリ

プロトコルで出力するセンサーデータ、GPS ステータスデータ及びトレランス

データです。 

クラス名：CSeGPSSensorData 

プロパティ： 

データが有効かどうか：bDataValid 

出力カウンター（カウント数）：btItemCount 

経過時間：nPasseTime（単位：0.1 秒） 

車速パルス数：nPulse 

偏位角度：nDeflexionAngle（ +- 0.1 度） 

メソッド： 

代入演算子：operator = 

 

クラス名：CSeGPSStatusData 

プロパティ： 

GPS クオリティー指標情報：btQualityIndicator（0-ポジションなし、1-GPS

ポジション、2-Difference GPS ポジション） 

ポジション方式：btFixMode（0-ポジションなし、1-2D ポジション、2-3D ポ

ジション） 

角速度センサーのステータス：btSensor（1-準備完了、0-使用していない） 

位置測定可能かどうか：btPresumeLocation（1-すでに位置を測定、 0-位置
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を測定できない） 

PDOP値：btPDOP 

HDOP値：btHDOP 

VDOP値：btVDOP 

メソッド： 

代入演算子：operator = 

クラス名：CSeGPSThresholdData 

プロパティ： 

偏差：nXTAL（単位：0.1Hz） 

仰角閾値：btElevation（単位は度、取得範囲は 0-45） 

S/N閾値：btSNR（取得範囲は 0-25） 

HDOP閾値：btHDOP（取得範囲は 0-20） 

PDOP閾値：btPDOP（取得範囲は 0-30） 

平均因数：btAverageGene 

センサーのウエーブ・フィルター器を開くかどうか：btUseSensor（0-閉じる、

1-開く） 

測地系番号：btGCSID（0 は WGS-84 を表す） 

メソッド： 

代入演算子：operator = 

3.4.6 ユーザー定義パーサー 

CSeGPSParserはパーサーのベースクラスで、デフォルトはNMEA0183です。

以上の 3 種のプロトコル以外の GPS データを解析したい場合、ユーザー定義

でコーディングする必要があります。以下のステップとなります。 

1. CSeGPSParser クラスから新パーサーとする新規クラスを派生する。 
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2. CSeGPSParser::Parse メソッドをオーバーロードし、データの解析を実

行します。CSeGPSParser::GetType メソッドをオーバーロードしてパーサーのタ

イプを返します。 

3. CSeGPS::SetParser を用いてパーサーを設定します。 

4. CSeGPS のメソッドを使用して GPS の関連データを取得します。 

CSeGPSParser::Parseメソッドの詳細は以下のとおり。 

bool Parse（ CSeGPSHandle *pGPSHandle， const BYTE * const 
pBuffers，  

long nSize， long &nParsedSize ） ； 

メソッド说明：一定の解析プロトコルに基づきデータを解析します。解析に成

功すると TRUE を返し、そうでないと FALSE を返します。 

パラメータ说明： 

pGPSHandle  GPS ハンドル。解析した GPS 情報を保存するのに用いる。 

pBuffers        メモリから読み取ったデータ 

nSize   メモリから読み取ったデータのサイズ 

nParsedSize     メモリから読み取った実際に解析を行うサイズ 

付記：純粋仮想関数、これの派生クラスで使用しなければなりません。 

3.5 幾何オブジェクトクラス 

幾何オブジェクトには空間オブジェクトの位置情報が記述されています。

eSuperMapでは、マップ幾何オブジェクトは以下の数種類に分けることができます。 

幾何オブジェクト —— CSeGeometry 

ポイント ————— CSeGeoPoint 

ライン ————— CSeGeoLine 

ポリゴン ————— CSeGeoRegion 

テキスト ———— CSeGeoText 

シンプルテキスト —— CSeGeoSimpleText 
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矩形 ————— CSeGeoRect 

ロジック関係は図 エラー! 指定したスタイルは使われていません。.6 のとおりで

す。 

 

図 エラー! 指定したスタイルは使われていません。.6 幾何オブジェクトロジック関係図 

 

CSeGeometry は幾何オブジェクトの親クラスで、オブジェクトの基本操作を

実現します。CSeGeometry から派生するクラスで表示、範囲計算、移動、拡大

縮小等の機能をすべて実現します。異なる派生クラスにはそれぞれ異なる目的

があります。例えば、CSeGeoLine はライン状のオブジェクト、CSeGeoRegion
はポリゴン状のオブジェクトを表現します。 

幾何オブジェクトの大きな特徴としてスタイルが備わっていることです。例

えば CSeGeoPoint と CPoint の違いは、CSeGeoPoint はポイントの座標のみなら

ずポイントのスタイル（サイズ、色等）も備えていることです。 

シンプルテキストオブジェクトとテキストオブジェクトも若干違いがあり
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ます。同一のレイヤーでテキストオブジェクトのスタイルが統一されているの

がシンプルテキストオブジェクト CSeGeoSimpleText、スタイルが異なるのがテ

キストオブジェクト CSeGeoText です。 

3.5.1 幾何オブジェクトの作成 

各幾何オブジェクトは以下の4種類のメソッドから作成することができます。 

1. 先に定義した後値を付与 

先に幾何オブジェクトを定義して、その後でその記述パラメータを設定しま

す。例えば、ポイント幾何オブジェクトの場合以下のように作成します。 

サンプル： 

CSeGeoPoint geoPointOrigin； 
geoPointOrigin.SetPoint（ 10000， 10000 ）； 

2. 既存のオブジェクトを通じて作成 

すでに存在しているオブジェクトを通じて新規オブジェクトを作成します。 

サンプル： 

// geoPointOld は既存のポイントオブジェクト 
CSeGeoPoint geoPointNew （ geoPointOld ）；  

 

3. コピー 

すでに存在しているオブジェクトをコピーして新規オブジェクトを作成し

ます。 

サンプル： 

// geoPointOldは既存のポイントオブジェクト 
CSeGeoPoint *pGeoPoint = （CSeGeoPoint * ） geoPointOld.Clone（）；  

4. Make 

各幾何オブジェクトは Make メソッドを提供しており、それぞれパラメータ
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のみが異なります。 

サンプル：  

//ラインオブジェクトを通じて 
CSeGeoLine  geoLine； 
CSePoint2D  pntPoints[2]； 
pntPoints[0].x = 1000; 
pntPoints[0].y = 1000; 
pntPoints[1].x = 2000; 
pntPoints[1].y = 1000; 
geoLine.Make（ pntPoints， 2 ）； 

オブジェクト作成完了後、IsValid メソッドにより作成したオブジェクトが有

効かどうか判断できます。 

3.5.2 幾何オブジェクトのタイプ 

幾何オブジェクトのタイプを判断する GetTypeを提供しています。 

サンプル： 

//レコードセットのオブジェクトタイプを判断（対応するデータセットからも判断

可能） 
 extern CSeRecordset* pRecordset； 
 ASSERT（pRecordset）； 
 
 if（pRecordset->MoveFirst（）） 
{ 
     CSeGeometry* pGeometry = NULL； 
     pGeometry  =  pRecordset->GetGeomtry（）； 
     if（NULL != pGeometry） 
   { 
    switch（pGeometry->GetType） 
    { 
     case CSeElement:: Point: 
      { 
       CSeGeoPoint* pGeoPoint = （CSeGeoPoint*）
pGeometry； 
       pGeoPoint->SetPoint（50000，50000）； 
         …….. 
       break； 
      } 
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     case CSeElement::Line: 
      { 
       ………… 
       break； 
      } 
     ….. 
    } 
    //使用しなくなったら解放 
    delete pGeometry； 
   } 
  } 

3.5.3 幾何オブジェクトのスタイル 

異なるオブジェクトでは異なるスタイルを使用します。ポイントオブジェク

トはポイントスタイル、ラインオブジェクトはラインスタイル、ポリゴン・矩

形オブジェクトはポリゴンスタイル、テキストオブジェクトはテキストスタイ

ルをそれぞれ使用します。テキストスタイルの CSeStylePrimary はスタイ

ルの基本情報を保存し、テキストのフォントは含まないのに対し、

CSeStyleText はテキストのフォントを含み、必要に応じてスタイルタイプ

を定義できます。 

各幾何オブジェクトは GetStyleメソッドでスタイルを取得し、SetStyle

メソッドを用いてスタイルを設定します。 

サンプル： 

//テキストのスタイルを取得、geoTextは有効なテキストオブジェクト 
CSeStyleTextPrimary* pStylePrimary = geoText.GetStyleTextPrimary
（）； 
long nFontWidth = pStylePrimary->GetFontWidth（）； 
long nColor = pStylePrimary->GetColor（）； 
//ラインのスタイル設定、geoLineは有効なラインオブジェクト 
CSeStyle styLine； 
styLine.m_nPenWidth = 24； 
styLine.m_nPenColor = RGB（ 255， 0 ， 0）； 
geoLine.SetStyle（ &styLine ）； 
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3.5.4 幾何オブジェクトの計算と解析 

幾何オブジェクトクラスライブラリは幾何オブジェクトの面積、長さ及び周

囲長の計算を提供しており、GetLength、GetArea、GetPerimeter の 3 つのメ

ソッドを使用します。これらのパラメータはみな一致しています。長さと面積

を求める場合、緯度経度座標系と平面座標系の違いにより、1 つ目のパラメー

タ bSphere で緯度経度座標系かどうかを設定します。デフォルトは平面座標系

です。 

各幾何オブジェクトはバッファ解析のメソッド GetBuffer を提供しており、

バッファポリゴンオブジェクトを取得できます。 

幾何オブジェクトクラスは更にメソッド HitTest を提供しており、付与した

ポイントからオブジェクトの距離が指定トレランス以内かどうか判断します。 

サンプル： 

//指定ポイントレイヤー（pLayer）でポイント point = CPoint（5500，5500）
までの距離が 1000以内のポイントを選択状態にする 
 extern CSeMapWnd* pMapWnd； 
 ASSERT（ pMapWnd && pLayer && pLayer->GetDataset（） &&  
（pLayer->GetDataset（）->GetType（） = = CSeElement::Point））； 
 
 CSeDatasetVector* pDataset = （ CSeDatasetVector* ） 
pLayer->GetDataset（）； 
 CSeRandomSelection* pSelection = pMapWnd->GetSelection（）； 
 pSelection-> ReleaseAll（）； 
 pSelection.m_pDataset = pDataset； 
 
 CSeRecordset* pRecordset = pDataset->QueryByGeneral（）； 
 if（pRecordset） 
{ 
       if（pRecordset->MoveFirst（）） 
    { 
   while（!pRecordset->IsEOF（）） 
   { 
    CSeGeoPoint* pGeoPont = NULL； 
    pGeoPoint = （CSeGeoPoint*）pRecordset->GetGeometry
（）； 
    if（pGeoPoint） 
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    { 
     if  （pGeometry.HitTest（point，1000）） 
      pSelection.Add（ pRecordset->GetID（） ）； 
     delete pGeoPoint； 
    } 
   } 
   } 
} 

3.5.5 幾何オブジェクトの基本操作 

幾何オブジェクトは基本操作機能を提供しています。オブジェクトの移動

Offset、オブジェクトの指定ポイントの回転 Rotate、オブジェクト座標のズー

ム Inflate、指定した描画デバイスに幾何オブジェクトを描画する Draw 等があ

ります。 

サンプル： 

//ビュークラスの OnDraw（）でポイント幾何オブジェクトを描画 
//CSeMapWnd m_MapWndは該当ビュークラスのメンバー関数 
CGeoPoint geoPoint（5000，5000）； 
CSeStylePoint seStylePoint； 
seStylePoint. m_nSymbolSize = 30； 
seStylePoint.SetStyle（ & seStylePoin ）； 
geoPoint.Draw（ m_MapWnd->GetDrawParam ）； 

3.5.6 幾何オブジェクトの編集 

幾何オブジェクトの編集は、主にポイント、ライン、ポリゴン及びテキスト

の 4種類の幾何オブジェクトを指します。 

ポイントオブジェクトの SetPoint とテキストオブジェクトの SetSubText メ
ソッドで、オブジェクトに対して編集、修正することができます。 

ラインとポリゴンオブジェクトはノード編集のメソッドを提供しており、ノ

ード追加 AddPoint、ノード修正 SetPointAt、ノード削除 RemovePoint、ノード

取得 GetPointIndex があります。 
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3.5.7 その他 

1. サブオブジェクトの操作 

幾何オブジェクトのライン、ポリゴン、テキスト及びシンプルテキスト幾何

オブジェクトにサブオブジェクトがあり、サブオブジェクトの追加、削除のメ

ソッドを提供しています。例えば、ラインオブジェクトにサブオブジェクトメ

ソッドを追加する AddSubPolyline、サブオブジェクトメソッドを削除する

RemoveSubPolyline、サブオブジェクトの個数を取得する GetSubCount

があります。 

サンプル： 

//ラインサブオブジェクトの追加。geoLine は有効なラインオブジェクト、

pChildPoints は追加するサブオブジェクトのポイント座標配列、nSubCount は

追加するサブオブジェクトのポイント個数 
bool bSuccess = false； 
bSuccess = geoLine.AddSubPolyline（  pChildPoints， nSubCount ）；  
if （bSuccess ） 
{//追加後のサブオブジェクトの個数  
 long nTotalCount = geoLine.GetSubCount（）；  
} 

2. オブジェクトの範囲を計算 

幾何オブジェクトの範囲は通常すでに計算されていますが、計算が必要な場

合は対応する幾何オブジェクトの ComputeBounds メソッドを使用することが

できます。 

3. その他メソッド 

幾何オブジェクトには他に特有のメソッドがあります。例えば CSeGeoLine
の Joint メソッドは 2 つのラインオブジェクトを接続し、JointExt では多くの

ラインオブジェクトを接続します。Reverse はラインオブジェクト中のポイン

ト順序を逆向きにします。ポリゴンオブジェクトの PtInRegion はポイントが

ポリゴン区域内にあるかどうか判断します。 
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3.6 マップ投影クラス 

eSuperMap のマップ投影機能では、緯度経度座標と投影座標間の変換、異な

る投影データムの緯度経度座標系の間で変換を行うことができます。マップ投

影と関連するクラスは以下のとおりです。CSePJCoordSys、CSePJSysInfo、
CSePJParams、CSePJTranslator、CSePJDatumTranParams。 

eSuperMap には座標系は 3 種類に分けられ、平面座標系（非地球系）、緯度

経度座標系、投影座標系があります。CSePJCoordSys は座標系を記述するクラ

スで、この Type の値が 0 の場合、平面座標系（非地球系）を示し、投影変換

は行えません。Type の値が 1 の場合、緯度経度座標系を示し、Type の値が-1

の場合、投影座標系を示します。平面座標系（非地球系）以外の場合、さらに

いくつかのプロパティで座標系を設定します。それぞれ、地球長軸半径、地球

扁平率、投影メソッド、投影パラメータ等があります。 

CSePJSysInfo 投影系情報クラスは、座標単位、距離単位、座標スケールファ

クター、各投影パラメータ等の投影情報を取得できます。 

投影メソッドには、主としてメルカトル投影、ユニバーサル横メルカトル投

影、ガウス-クリューゲル投影、ランベルト等角円錐投影、ボンヌ投影、サン

ソン投影、モルワイデ投影、エッケルト投影、ロビンソン投影及び各種方位投

影があります。 

投影パラメータ CSePJParams には、主として中央子午線、標準緯線、座標原

点、及び方位角等があります。 

同じ投影データムで投影変換を行う場合は CSePJCoordSys で変換できます。

異なる投影データムで投影変換する場合は、CSePJTranslator で変更する必要が

あり、CSePJDatumTranParams でパラメータを設定します。これには座標の回

転角度、移動量等が含まれます。 

同じ投影データムで投影変換をするステップ： 

1. CSePJCoordSys の Set メソッドを使用します。投影メソッド、投影パ

ラメータ、地球長軸半径、地球扁平率を設定します。 
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2. IsValid で投影変換ができるかどうか判断します。 

3. CSePJCoordSys の Forward / Inverse で投影変換を実行します。 

異なる投影データムで投影変換をするステップ：  

1. 元投影座標系、目標投影座標系及び投影データム間の変換パラメータ

CSePJDatumTranParams をそれぞれ設定します。 

2. CSePJTranslator の Set メソッドを使用して、投影座標系、変換メソッ

ド、変換方向及び変換パラメータを設定します。 

3. IsValid で投影変換ができるかどうか判断します。 

4. CSePJTranslator の Convert で投影変換を実行します。 

3.7 その他重要なクラス 

アプリケーションのデバッグの際の情報として、エラー情報クラス

CSeErrorMsg を提供しています。またシステムパラメータを取得するツールキ

ットクラス CSeToolkit、クラスライブラリでは基本演算方法のクラス

CSeOperator と幾何オブジェクト空間解析演算クラス CSeSpatialOperators を

提供しています。 

3.7.1 エラー情報 

デバッグの際に随時 SeGetErrorMsgObj（）を用いてエラーオブジェクトを取

得することができます。それから再度 GetLastError（）を用いて最後のエラー

コードを取得し、エラーコードを調べることでプログラムの実行エラーの原因

を知ることができます。 

 

クラス名：CSeErrorMsg 

メソッド： 
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最後のエラー情報を取得：GetLastError 

最後の任意のエラーコードを取得：GetLatestError 

エラーコードが対応するテキスト情報を取得：GetErrorMsg 

最近のエラーコードの数を取得：GetLatestErrorCount 

保存する最近のエラーコード数を設定：SetLatestErrorCount 

最後のエラーコードを設定：SetLastError 

サンプル：3.4.1.1 を参照してください。 

3.7.2 バリアント変数 

バリアントクラス、親クラスは tagSeVARIANT です。 

3.7.2.1 バリアント構文 
CseVariant （） 
CSeVariant  （ const se_VARIANT & varSrc ）  
CSeVariant  （ const CSeVariant& varSrc ）  
CSeVariant  （ LPCTSTR lpszSrc ）  
CSeVariant  （LPCTSTR lpszSrc， VARTYPE vtSrc ）  
CSeVariant  （ CString& strSrc ）  
CSeVariant  （BYTE nSrc ）  
CSeVariant  （ short nSrc， VARTYPE vtSrc = VT_I2 ）  
CSeVariant  （ long lSrc， VARTYPE vtSrc = VT_I4 ）  
CSeVariant  （const CURRENCY& curSrc ）  
CSeVariant  （ float fltSrc ）  
CSeVariant  （ double dblSrc ） 
CSeVariant  （ const DATE& dateSrc） 

メソッド説明：構造関数。上記のオブジェクトにより新規の CSeVariant オブジ

ェクトを作成します。 

 

パラメータ： 

varSrc   既存の se_VARIANTあるいは CseVariantオブジェクト 

lpszSrc  null で終わる文字列 
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vtSrc   新規作成オブジェクトの変数タイプ（VARTYPE） 

strSrc   CString オブジェクト 

nSrc   バイトまたは短整数型 

lSrc   長整数型 

curSrc   CURRENCYオブジェクト 

fltSrc   フロート型 

double   倍精度型 

dateSrc  日付型 

付記：eSuperMap では主にレコードセット中のフィールド値と変数のデータ交

換に用います。 

サンプル： 

//レコードからフィールド値を取り出す 
CSeRecordset *m_pRecordset； 
ASSERT（m_pRecordset）； 
 
CSeFieldInfos FieldInfos；  
if（ m_pRecordset->GetFieldInfos（ FieldInfos ））  
{ 
 int nFieldCount = m_pRecordset->GetFieldCount（）； 
 CSeVariant var； // フィールド値 
 for（long i = 1；i<nFieldCount；i++） 
 { 
  //現在のフィールド値を取得 
  m_pRecordset->GetFieldValue（i，var）； 
  //異なるフィールド値に対して処理 
  switch（FieldInfos[i].m_lFieldType ） 
  { 
   case seBoolean:    //seFieldInfo.hのFieldTypeEnum定義を参照 
    { 
     short s = var.boolVal； 
… …  //フィールド値に対してその他の処理 

     break； 
    } 
   case seLong: 
    { 
     long lt = var.lVal； 
     … …  //フィールド値に対してその他の処理 

     break； 
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    } 
   case seFloat: 
    { 
     float fVal = var.fltVal； 
     … …  //フィールド値に対してその他の処理 

    break； 
    } 
     … … //その他クラスの値を取得 
  }//end case； 
} 
} 

3.7.2.2 代入 
void operator = （ const CSeVariant& varSrc ） 
void operator = （ const se_VARIANT& varSrc ） 

メソッド説明：代入演算子 

パラメータ： 

varSrc  既存の CSeVariantあるいは se_VARIANTオブジェクト 

3.7.2.3 tagSeVARIANT 構造 

構造： 

typedef struct tagSeVARIANT  
{ 
  VARTYPE vt； 
  union  
{ 
   BYTE    bVal；                 // VT_UI1. 
         Short    iVal；                 // VT_I2. 
         Long    lVal；                 // VT_I4. 
         Float    fltVal；              // VT_R4. 
         Double    dblVal；              // VT_R8. 
         VARIANT_BOOL  boolVal；             // VT_BOOL. 
         CY     cyVal；               // VT_CY. 
         DATE    date；                // VT_DATE. 
         LPTSTR    lpszVal；            // VT_BSTR. 
         Char    cVal；               // VT_I1. 
         unsigned short  uiVal；          // VT_UI2. 
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         unsigned long  ulVal；              // VT_UI4. 
         Int     intVal；             // VT_INT. 
         unsigned int  uintVal；           // VT_UINT. 
     }； 
} se_VARIANT； 

付記：MFC の tagVARIANT を参照してください。 

3.7.3 ツールセット 

ツールセットクラス。例えば、関連するシステムパラメータを取得します。

Static で定義し、直接用いることができます。 

クラス名：CSeToolkit 

メソッド： 

―――――――――—―ランタイムライセンス登録―――――――――― 

ランタイムライセンス登録：RegisterForRuntime 

―――――――――――――システム―――――――――――――――― 

フィールド名あるはテーブル名が有効かどうか判断：IsValidFieldOrTableName 

OS が NT 系列かどうか：IsWindowsNT 

指定タイプ使用可能メモリを取得：GetAvailableMemory 

スクリーンの幅を取得：GetScreenWidth 

スクリーンの高さを取得：GetScreenHeight 

システム文字セットタイプを取得：GetCharset 

システムの文字セットコードを取得：GetCodePage 

文字セットコードを文字セット名に変換：GetCodePageName 

デバイスの ID を取得：GetDeviceID 

―――――――――――――時間――――――――――――――――― 

現在の秒値を取得：GetSecond 

現在の分値を取得：GetMinute 

現在の時間値を取得：GetHour 
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現在の日値を取得：GetDay 

現在の月値を取得：GetMonth 

現在の年値を取得：GetYear 

――――――――――――文字列――――――――――――――――― 

文字列の前後のスペースをトリミング：TrimAll 

文字列順序を逆転：ReverseString 

文字列 1 における文字列 2 の位置を取得：InStrLast 

すべての文字列を大文字に変換：MakeCharUpper 

――――――――――――ファイル―――――――――――――――― 

データ圧縮：Zip 

データ解凍：UnZip 

絶対パスを取得：GetAbsolutePath 

相対パスを取得：GetRelativePath 

――――――――――――その他――――――――――――――――― 

ビットマップを.bmp ファイルに保存：SaveBitmapFile 

ビットマップ情報を取得：GetBitmapInfo 

2 つの LOGFONT オブジェクトのデータが同じがどうか比較：IsEqualForLogFont 

重要なメソッドはランタイムライセンス登録メソッド： 

static bool RegisterForRuntime(  const CString &strUserName, 
 const CString &strKey, 
 const CString &strLicense  ); 

メソッド説明：ランタイムライセンスを登録。成功すると true、そうでないと

false を返します。 

 

パラメータ： 

strUserName  ユーザー名 

strKey    パスワードキー 
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strLicense   ライセンスコード 

付記：開発者はこのメソッドでランタイムライセンスを登録する必要がありま

す。 

3.7.4 基本演算 

基本的な操作と演算方法で、すべて static で定義します。必要な場所でこれ

らをしようすることができます。 

クラス名：CSeOperator 

メソッド： 

―――――――――――――ポイント―――――――――――――――――― 

ポイント回転：RotatePoint 

ライン上のポイントからの垂足を取得：GetProjectPoint 

ポイントのライン上の投影を計算：PointProjectToLineset 

ポイントからポリラインまでの最短距離を計算：DistPtToLine 

ポイントからポリラインセクトまでの距離が指定したトレランスより小さいかどうか判断：

IsPointNearToLine 

ポ イ ン ト か ら ラ イ ン セ ク ト ま で の 垂 足 が ラ イ ン セ ク ト 上 に あ る か ど う か 判 断 ：

IsProjectToLineset 

ポイントがポリラインセクト上にあるかどうか判断：IsPntOnLine 

ポイントがラインセクト上にあるかどうか判断：IsPntOnLinesect 

ポイントがポリラインセクトの左側にあるかどうか判断：IsPntLeft 

ポイントがポリラインセクトの右側にあるかどうか判断：IsPntRight 

ポイントがポリラインセクト上にあるかどうか判断：IsPntOnLine 

ポイントがラインセクトの左側と右側のどちらか、またはラインセクト上にあるか、または

その延長線上にあるかどうか判断：PntMatchLine 

ポイントがシンプルポリゴンの内側にあるかどうか判断：PointInPolygon 

ポイントがシンプルポリゴンの内側にあるかどうか判断：PointInPolygonExt 

ポイントがシンプルポリゴンの内側にあるかどうか判断：PointInPolygonB 

ポイントがポリゴンの内側にあるかどうか判断：PtInRgn 
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ポイントがシンプルポリゴンの内側にあるかどうか判断：PointInPolyPolygon 

2 つのポイントが直線の同じ側にある、両側にある、1 つのポイントが直線上にある、ま

たは 2 つのポイントが共に直線上にあるかどうかを判断：OnSameSide 

2 ポイント間の距離を計算：Distance 

―――――――――――――――ライン―――――――――――――――― 

Cardinal 曲線を生成：Cardinal 

Cardinal 曲線を作成し、ラインオブジェクトに変換：CardinalToLine 

伝送したパラメータに基づきアークを作成：BuildArc 

2 本の直線の交点を計算：IntersectLine 

ラインセクトとラインの交点を計算：IntersectLineSectWithLine 

2 本のラインセクトの交点を計算：IntersectLineSect 

交点セットがあるかどうか判断：IntersectLineSect 

ラインまたはポリゴンに対してリサンプリング：ReSample 

――――――――――――――ポリゴン――――――――――――――― 

三角形の外心を計算：Circumcenter 

ポリゴンの内点を計算：InnerPointExt 

シンプルポリゴンの中心点と面積を計算：PolyCentroid 

矩形を回転：RotateRect 

矩形が別の矩形の内側にあるかどうか判断：RectInRect 

―――――――――――――球面――――――――――――――――― 

球面の 3 点間の面積を計算：GetRadianArea 

2 つのポイント間の劣弧の長さを計算：GetRadianDistance 

球面上の 1 点から指定した 2 つのポイントまでの球面距離を取得：

DistPtToRadianLineSect 

――――――――――――データタイプ――――――――――――――― 

double 数が 1 かどうか判断：Is1 

double 数が 0 かどうか判断：Is0 

Unicode 文字列を Ansi 文字列に変換：WideCharToMultiByte 

Ansi 文字列を Unicode 文字列に変換：MultiByteToWideCharExt 
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double 数を LONG 型に変換：RoundLong 

文字の位置を取得：GetCharacterLocation 

配列を高速でソート：QuickSort 

3.7.5 幾何オブジェクト空間解析演算 

オブジェクト空間解析演算クラス。例えば、2 つのオブジェクト間で交差、

重なり、包含などの関係を判断します。Static で定義し、直接用いることがで

きます。 

クラス名：CSeSpatialOperators 

メソッド： 

―――――――――――――クリップ――――――――――――――――― 

1 つのシンプルポリゴンを切断ラインを用いて 2 つのポリゴンに分割：

SplitRegion 

1 つのラインオブジェクトを 2 つのラインオブジェクトに分割：SplitLine 

矩形を用いてポリゴンオブジェクトをクリッピング：ClipRegionWithRect 

矩形を用いてラインオブジェクトをクリッピング：ClipLineWithRect 

ポリゴンオブジェクトを用いてシンプルラインオブジェクトをクリッピング：

ClipSingleLine 

ポリゴンオブジェクトを用いてラインオブジェクトをクリッピング：ClipLine 

―――――――――――――包含――――――――――――――――― 

指定した 2 つの幾何オブジェクト間の包含関係を求める：PolygonInPolygon 

目標オブジェクトがオリジナルオブジェクトに完全に含まれるかどうか判断：

IsContaining 

目標オブジェクトがオリジナルオブジェクトに完全に含まれるかどうか判断：

IsContainedBy 

―――――――――――――重なり――――――――――――――――― 
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指定した 2 つのポイントから成るラインセクトが完全にラインオブジェクト上

にあるかどうか判断：LinesectMatchLine 

ラインオブジェクトとポリゴンオブジェクトが重なっているかどうか判断：

IsOverlap 

ラインオブジェクトとポリゴンオブジェクトが無関係（クロスもしておらず、重

なってもいない）かどうか判断：Isirrelative 

シンプルライン(ポリゴン)とシンプルポリゴン(ライン)がクロスしているかど

うか判断：IsCross 

2 つの幾何オブジェクト(複素)が共通の辺を持つかどうか判断(一部が重なるも

のは認めません)：IsCommonLine 

2 つの幾何オブジェクト(複素オブジェクト)がクロスしているかどうか判断（重

なりを含む）：IsLineCross 

2 つの幾何オブジェクトのコントロールポイントが相互に重なり合うポイント

を持つかどうか判断：IsCommonPoint 

2 つ の 幾 何 オ ブ ジ ェ ク ト の 範 囲 が 重 な っ て い る か ど う か 判 断 ：

IsExtentOverlap 

―――――――――――――その他――――――――――――――――― 

複素ポリゴンオブジェクトの中心点がこのオブジェクトの内側にあるかどうか

判断：IsCentroidInPolygon 

指定した 2 つの幾何オブジェクト間の最短距離を求める：Distance 

ラインオブジェクトの各サブオブジェクトの隣接する２つのポイントの距離が

指定した dDistance より小さい場合、１つのポイントに合わせる：

LineResampleDistance 
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第4章   FAQ―よくある質問 
1. 検索したレコードセットをどのように使うか？ 

CSeDatasetVector を通じてレコードセットを検索する幾つかのメソッドがあ

ります。検索したレコードセットに対して、レコードが存在するかどうか判断

する必要があります。これはレコードセットポインタ pRecordset を使い以下の

ように実現できます。  

if（pRecordset && pRecordset->MoveFirst（）） 
{ 
 while（!pRecordset->IsEOF（）） 
 { 
  //任意のコードを追加 
  pRecordset->MoveNext（）； 
 } 
} 

上記のコード if（pRecordset && pRecordset->MoveFirst（））は、

レコードが存在するかどうかを判断、更にレコードセットがあるかどうか判断

します。なぜ pRecordset->MoveFirst（）を使い、pRecordset->GetCount

（）を使わないかは、pRecordset->GetCount（）はレコード全体をチェッ

クするためより時間を費やすためです。pRecordset->IsEmpty（）を使わ

ない理由は、レコードポインタが移動していない時（つまり pRecordset を

検出したばかりの状態）、ポインタの位置は確定してなくレコードの有無を知

ることができず、レコードに移動した際にのみ判断することができるからです。 

2. どのオブジェクトのメモリを解放すべきか？ 

通常、オブジェクトの解放は同一オブジェクトで行われるべきですが、本ク

ラスライブラリで開発、設計する際の利便性と有効性を延長するために、設定

と解放を別々に行うことがあります。eSuperMap クラスライブラリ中には 2

種類の状態があり、1つは外部分配、外部解放、CSeGeoPoint::GetBuffer

このような状態です。もう 1 種類は内部分配、外部解放、例えば

CSeRecordset::GetGeometry （）で現在レコードのオブジェクトを取得

し、必ず外部で解放します。 

3. 計算した幾何オブジェクトの面積が実際の面積と大きな差があるよ

 



 

うだが原因は？  

eSuperMap 中オブジェクトは皆 long 型で保存します。オブジェクトの精度を

保つために、eSuperMap では一種の内部単位を採用しています。非緯度経度座

標に対しては、0.1mm を計算単位としており、CSePJSysInfo ではメンバー変数

座標単位 nUnits で表示します。実際の単位が m の場合、nUnits の値は 10000 = 
0.1*10^5 となります。緯度経度座標に対しては、1/1000 秒（角度単位、約 0.031m）

で計算しており、CSePJSysInfo 中の距離単位 nDistUnits で表示します。この時

nUnits = 0 です。地理単位が m の場合、nDistUnits= 10000 です。この他変換比

率があります（sdb ファイルを pmf に変換時）CSePJSysInfo::dRatio。このため

実際の面積は、計算面積/（nUnits* dRadio）^2 （非緯度経度座標）、あるいは、

計算面積/（nDistUnits* dRadio）^2 （緯度経度座標）となります。長さについ

ても同様です。 

4. レイヤーを削除するとき、なぜいつもうまくいかないのか？  

以下のようなコードでは不具合があります（機能：すべてのレイヤーを削除）。 

//m_MapWndはマップが所在するレイヤーウィンドウ 
int nCount = m_MapWnd.GetLayerCount （）； 
for（int i = 0；i<nCount；i++） 
{ 
 m_MapWnd.RemoveLayerAt （i）； 
} 

各レイヤーを削除するごとにマップウィンドウ中のレイヤーは 1つずつ減少

していきます。レイヤーが削除された後のレイヤーのインデックスも 1 減少し

ます。そのため上記のコードでは完全に全てを削除することができません。以

下ようなコードを実行する必要があります。 

int nCount = m_MapWnd.GetLayerCount（）； 
for（int i = 0；i<nCount；i++） 
{ 
 m_MapWnd.RemoveLayerAt（0）； 
} 
あるいは： 

int nCount = m_MapWnd.GetLayerCount（）； 
for（int i = nCount - 1； i>= 0； i--） 
{ 
 m_MapWnd.RemoveLayerAt（i）； 
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} 

5. マップ回転設定後も回転してないのはなぜ？ 

この問題の原因は 2 つの原因が考えられます。1 つはマップがロック状態に

ある場合で、設定に成功していません。もう 1つは、回転角度の設定に成功し

た後、マップを更新しないと回転効果が表示されません。以下のようなコード

で、反時計回り 60 度回転します。 

BOOL bLock = m_MapWnd->GetDrawParam（）->IsMapLocked（）； 
if（bLock） 
{ 
 m_MapWnd->GetDrawParam（）->SetMapLocked（false）； 

 m_MapWnd->GetDrawParam（）->SetMapRotationAngle（PI/3）； 

 m_MapWnd->GetDrawParam（）->SetMapLocked（true）； 
} 
else 
{ 
 m_MapWnd->GetDrawParam（）->SetMapRotationAngle（PI/3）； 
} 
m_MapWnd->Refresh（）； 

6. 画像表示後、各操作を行うと、ウィンドウのチラつきがひどいが、ど

う解決するか？  

まずマップをメモリ中に描画してから、次にウィンドウ中に描画します。サ

ンプルコードは以下の通りです。 

CRect rcClient； 
GetClientRect（&rcClient）； 
 
CDC memDC； 
memDC.CreateCompatibleDC（pDC）； 
CBitmap bmp； 
bmp.CreateCompatibleBitmap（pDC，rcClient.Width（），rcClient.Height
（））； 
CBitmap *pBitmapSaved = memDC.SelectObject（&bmp）； 
 
m_MapWnd.OnDraw（&memDC，rcClient，rcClient）； 
pDC->BitBlt（0，0，rcClient.Width（），rcClient.Height（），&memDC，
0，0，SRCCOPY）； 
memDC.SelectObject（pBitmapSaved）；  
memDC.DeleteDC（）； 
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bmp.DeleteObject（） 

7. ファイルを開くと、いくつかのメソッドが無効になる 

データファイルを開いた後、いくつかのメソッドを使用しても効果がなくな

ります。例えばデータセットの新規作成などです。この問題の原因は主に 2つ

が考えられます。 

(1) データエンジンが PM2 の時にファイルを開く際、読取専用で開いた場

合 で す 。 つ ま り CSeWorkSpace::Open あ る い は

CSeDataSourceManager:: OpenDataSource メソッド中の開くオプショ

ンパラメータ dwOptionsを 1 に設定した場合、このように開いたファイルは

読取専用で、編集することはできません。 

(2) データエンジンが PMR の時、このような状況となるのは正常です。こ

のタイプのエンジンは実行時に使用するもので、データの編集を行うことはで

きません。データの修正操作を行う場合は、先に PM2 データに変換してくだ

さい。 

8. 幾何オブジェクトが追加できない 

レイヤー上に幾何オブジェクトが追加できない、あるいは幾何オブジェクト

を編集できない場合、このレイヤーを編集可能に設定していないことが考えら

れます。CSeLayerDef::SetEditable メソッドを適用しさえすれば可能で

す。また、CSeLayerDef::IsEditableでレイヤーが編集可能かどうか判断

することができます。 

9. スタイル設定できない 

2 つの原因があります。1 つは該当オブジェクトが無効オブジェクトである

ことです。もう 1 つはスタイルが間違っている、例えばポリゴンスタイルであ

るべきものがラインスタイルを設定しているなどです。スタイル設定の際はオ

ブジェクトのタイプに注意を払う必要があります。 

10. データに異常がある 

プロジェクトアプリケーションでは 2種類の状況に遭遇する可能性がありま

す。 
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1 つはモニター上で取得したオブジェクトの座標が違う、オブジェクトの長

さと面積の計算結果が違うなどです。もう 1 つはモニター上でオブジェクトの

表示が間違っている、あるいは表示されないケースがあります。 

このような状況が現れる原因は、ピクセル座標とマップ座標の変換が行われ

ていないためです。「2.6 マップ投影クラス」を参照してください。 

11. データ変換時の比率問題 

PDA は long 型データをサポートしているため、データを PM2 あるいは PMR
フォーマットに取り込む時、double 型データを long 型に変換する必要がありま

す。ここで座標変換の比率の問題を考慮する必要がでてきます。通常の変換で

は比率は 1 としておけ問題ありませんが、座標値が比較的大きいもの（緯度経

度座標系の世界マップなど）の場合、変換比率を 0.01 のように設定します。 
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第5章   付録 1 エラーコード表 
エラーコード エラー内容 

101 CSeWorkSpace 

10100 ワークスペース作成時、ファイルを開くことに失敗 

10101 ファイルヘッダーの書き込みに失敗 

10102 パスワードの書き込みに失敗 

10103 リソースの書き込みに失敗 

10104 マップの書き込みに失敗 

10105 データソースファイル名の書き込みに失敗 

10106 ワークスペースが開かれていないか、ワークスペースが読

取専用になっている 

10107 データソースファイル名が無効 

10108 指定したデータソースが開けない 

10109 ワークスペースで pmr データソースを作成することができ

ない 

10110 ワークスペースを開く時、ファイルを開くことに失敗 

10112 パスワードの読み取りに失敗 

10113 リソースの読み取りに失敗 

10114 マップの読み取りに失敗 

10115 データソースファイル名の読み取りに失敗 

10116 ワークスペースをダウンロードする時、ファイルを開くこ

とに失敗 

10120 ワークスペースファイルのタグが違う 

10121 ワークスペースファイルのバージョンが違う 

201 CSeMapWnd 

20101 オブジェクト追加のパラメータが空 

20102 初期化に失敗 

20104 レイヤーを追加する時、データセットポインタが空 

20105 レイヤーを追加する時、データソースポインタが空 

20106 ワークスペースポインタが空 

20107 レイヤーを追加する時、指定したデータセットが存在しな

 



付録 1 エラーコード表 

い 

202 CSeDrawParameters 

20201 変換比率が 0 である 

20202 マップ範囲が空である 

20203 マップがロックされていて、回転設定ができない 

20204 解像度は 0 より大きくする必要がある 

20311 データソースのバージョンが違う 

204 CSePmrDataSource 

20400 データソースを開く時、ファイルを開くのに失敗 

20401 ファイルのタグが違う 

20402 データセット位置データの個数とデータセットタイプの個

数が一致しない 

20403 ベクタデータセットを開くのに失敗 

20404 ラスタデータセットを開くのに失敗 

20405 IS データセットを開くのに失敗 

20406 pmr データソースを修正することができない 

20407 ファイル読み取りでエラー 

20408 ファイルヘッダー情報の読み取りでエラーｰ 

20409 ファイルヘッダー情報の解析でエラー 

205 CseMapDef 

20501 データのロードが完了せずにファイル末尾に到達 

20502 Element タイプが不正確 

20503 データのロードが完了せず失敗 

303 CSePmrDatasetVector 

30300 PMR データファイルが修正できない 

30301 指定したフィールドが見つからない 

304 CSeLayer 

30401 ラスタデータの回転はサポートしていない 

30402 テキストフォントの構成に失敗 

30403 幾何オブジェクトの取得に失敗 

30404 スナップはポイント、ライン、ポリゴン、ネットワークレ
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イヤーのみをサポートする 

40203 データセットポインタが空 

40204 ライン長は 0 にできない 

40205 ポリゴン周囲長さは 0 にできない 

40206 ポリゴン面積は 0 にできない 

40207 編集モードではない 

40208 設定したフィールドが見つからない 

40209 すでに編集モードになっている 

40210 追加したオブジェクトポインタが空 

403 CSePmrRecordset 

40301 PMR データファイルが修正できない 

40303 データセットポインタが空 

404 CSeFieldInfos 

40401 指定したフィールドが見つからない 

501 CSeGeoPoint 

50101 無効なポイントオブジェクト 

50102 拡大縮小のパラメータが無効 

50103 ポイントスタイルが間違っている 

502 CSeGeoLine 

50201 無効なラインオブジェクト 

50202 ラインオブジェクトを構成するパラメータが無効 

50203 ラインオブジェクトのノード数が少なすぎる 

50204 ラインオブジェクトの拡大縮小パラメータが無効 

50205 ラインスタイルが間違っている 

50206 ラインサブオブジェクトを削除する時、指定したインデッ

クスが無効 

50207 ラインオブジェクトのリサンプリング時、リサンプリング

間隔のパラメータが無効 

50208 サブオブジェクト数が 1 より大きいラインオブジェクトに

対して連接できない 

50209 サブオブジェクト数が 1 より大きいラインオブジェクトに

147 

 



付録 1 エラーコード表 

対してバッファできない 

503 CSeGeoRegion 

50301 無効なポリゴンのサブオブジェクト 

50302 ポリゴンのサブオブジェクトを構成するパラメータが無効 

50303 ポリゴンのサブオブジェクトのノード数が少なすぎる 

50304 ポリゴンのサブオブジェクトの拡大縮小パラメータが無効 

50305 ポリゴンｽﾀｲﾙが間違っている 

50306 ポリゴンのサブオブジェクトを削除する時、指定したイン

デックスが無効 

50307 ポリゴンオブジェクトのバッファを求めるパラメータが無

効 

50308 クリッピング失敗 

504 CSeGeoText 

50401 無効なテキストトオブジェクト 

50404 テキストトオブジェクトの拡大縮小パラメータが無効 

50407 テキストトオブジェクトのバッファを求めるパラメータが

無効 

505 CSeGeoSimpleText 

50501 無効なシンプルテキストオブジェクト 

50504 シンプルテキストオブジェクトの拡大縮小が無効 

50507 シンプルテキストオブジェクトのバッファを求めるパラメ

ータが無効 

506 CSeGeoRect 

50601 無効な矩形オブジェクト 

50602 オブジェクトを構成するパラメータが無効 

50603 矩形オブジェクトの拡大縮小パラメータが無効 

50604 矩形オブジェクトスタイルが間違っている 

50605 矩形オブジェクトのバッファを求めるパラメータが無効 

601 CSeByteArrayEx 

60101 データ長さが間違っている 

602 CSeLongArray 
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60201 数値をマイナス値できない 

60202 メモリの割り当てに失敗 

60203 インデックスはマイナス値にできない 

60204 削除する個数はマイナス値にできない 

60205 削除操作が数字型の範囲を超えている 

603 CSePathAnalyst 

60301 データセットポイントは空にできない 

60302 データセットタイプはネットワークデータセットポイント

であることが必須 

60303 ネットワークデータセットの起点あるいは終点フィールド

が無効 

60304 指定した隣接マトリックスファイルが開けない 

60305 隣接マトリックスファイルのタイプが間違っている 

60306 隣接マトリックスファイルのノード個数が間違っている 

60307 隣接マトリックスのエクスポート時、ネットワークデータ

セットが開けない 

60308 隣接マトリックスのエッジインピーダンスの修正時、隣接

マトリックスがまだ作られていない 

60309 条件に適合するエッジが見つからない 

60310 隣接マトリックスからノード情報を読み取る時にエラー 

60311 解析条件に適合するノードがない 

604 CSePathNavigator 

60401 ルート構築時、データセットポインタを空にできない 

60402 ルートﾄ構築時、データセットはネットワークデータセット

であることが必須 

60403 ルート構築時、エッジあるいはノードの情報が無効 

60404 ID 情報の取得に失敗 

60405 距離情報の取得に失敗 

60406 角度情報の取得に失敗 
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