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第1章 SuperMap GIS デスクトップ製品紹介 

1.1 SuperMap GIS デスクトップ製品とは 

SuperMap GIS デスクトップ製品は、SuperMap GIS のコア技術に基づき開発されたデスクトップソフ

トウェアであり、SuperMap GIS シリーズの中心的な製品です。3 つの製品があります。 

 SuperMap Deskpro——プロフェッショナル・デスクトップ GIS ソフトウェア 
 SuperMap Express——デスクトップ GIS ソフトウェア 
 SuperMap Viewer——マップ閲覧フリーソフトウエア 

SuperMap GIS デスクトップ製品は、なじみやすいインターフェースで操作が簡単です。空間デー

タの表示、編集、検索、エクスポートなどの操作を手軽にできるだけでなく、空間解析、3D モデリン

グ、大型空間データベースへの接続など、ハイレベルな GIS 機能もサポートします。 

1.2 デスクトップ製品機能紹介 

1.2.1 SuperMap Deskpro 

SuperMap Deskpro は、プロフェッショナル・デスクトップ GIS ソフトウェアです。マップ編集、属性デ

ータ管理、高度な空間解析とソリューション、マップのエクスポート、レポート印刷、3D モデリングなど

の機能を提供しています。高機能の解析管理ツールとして、土地管理、電力、道路、交通、都市の

パイプライン網、資源管理、環境解析、観光、治水、農業水利、航空、防災などの各業界や研究部

門で活用できます。 

1.2.2 SuperMap Express 

SuperMap Express は、SuperMap Deskpro の簡易機能版のデスクトップ GIS ソフトウェアです。

SuperMap GIS のコア技術に基づき開発されており、SuperMap Deskproの持つ機能のうち3Dモデリ

ング、高度な解析機能、レイアウト機能などを除く、データ管理、マップ表示、データ編集、マップレ

ジスタなどのコア機能を備えています。空間データの収集、編集、管理業務を行うユーザーに 適

なツールです。 
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1.2.3 SuperMap Viewer 

SuperMap Viewer は SuperMap GIS で新たに登場したデータ閲覧ツールです。SuperMap GIS シ

リーズ製品で作成したマップデータを SuperMap Viewer で表示し、マップの操作、属性からマップ・

マップから属性の検索などを実行できます。 

SuperMap GIS デスクトップ製品は、統一したデスクトップ統合環境（IDE）を採用し、インターフェー

スのスタイルと操作方法は 3 製品とも同じです。製品別に装備されているモジュールと機能を次の表

1.1 に示します。 

※トピックの文中、 茶文字は SuperMap Deskpro のみで実行可能な機能、青文字は SuperMap Deskpro と

SuperMap Express のみで実行可能な機能です。 

表 1.1  デスクトップ製品のモジュールと機能（製品別） 

モジュール 機  能 Viewer Express Deskpro 
デスクトップ 

統合環境(IDE) 

 

ワークスペース、データソース、データセット、マッ

プ、リソースなどのデータ管理機能、並びにワーク

スペース管理ウィンドウの表示やデータセットを用

いた操作などの機能。 

√ √ √ 

マップモジュール マップ表示、マップ操作、SQL クエリ、空間解析な

どマップと関連する機能。 
√ √ √ 

標準方眼モジュー

ル 

標準スケールの方眼作成。 
√ √ √ 

編集モジュール 空間オブジェクト作成、編集の全ての機能。 × √ √ 
属性モジュール 属性データの全ての編集機能。 × √ √ 

レジスタモジュール ラスタ、ベクタデータセットのレジスタ機能 × √ √ 
レイアウトモジュー

ル 

マップ作成とプリントアウトの全機能 
× × √ 

3D モジュール 3D モデリング、表示、解析機能。 × × √ 
グリッド解析モジュ

ール 

グリッドデータセットの作成と、解析、作図、再レベ

ル分けなどの機能。 
× × √ 

ネットワーク解析モ

ジュール 

アクセス可能解析、 適ルート解析、巡回ルート

解析、リソース配分、サービスエリア解析などのネ

ットワーク解析機能。 

× × √ 
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第2章 SuperMap GIS デスクトップ製品入門ガイド 

2.1 SuperMap GIS デスクトップ製品インストールガイド 

ここでは、SuperMap GIS デスクトップ製品を実行する際に必要なハードウエア、ソフトウェアの動

作環境の情報、製品のインストールとライセンス設定に関する情報、製品の変更、修正、削除に関

する基本的な情報を提供します。 

2.1.1 動作環境 

インストールの前に、コンピュータが下記のハードウェア、ソフトウェアの動作環境を満たしているこ

とを確認してください。 

 ハードウェア環境 
CPU：550MHz 以上 

メモリ：512MB 以上 

ハードディスク：必要容量 300MB 以上 

グラフィックメモリ：32MB 以上を推奨 

 ソフトウェア環境 
OS：Windows 2000（SP2 以上）、Windows NT4.0（SP4+IE5.0 以上）、Windows XP（SP2 以

上）、Windows Server 2003（SP1 以上）、Windows Vista に対応しています。 

2.1.2 インストール 

インストールの前に、インストールを行うコンピュータがSuperMap GIS デスクトップ製品（以下、

SuperMap Deskpro）のハードウエア、ソフトウエアの動作環境を満たしていることをご確認ください。

（ 2.1.1動作環境 をご覧ください）問題がなければ、インストールを開始します。 

1. SuperMap デスクトップ製品のインストールファイル（*.zip 圧縮ファイル）を解凍すると、製

品名のフォルダが作成されます（例えば、SuperMapDeskpro2008）。  

2. フォルダ内から、 「setup.exe」ファイルを選択し、ダブルクリックすると、インストールウィザ

ードが起動します。  
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3. 準備状態が終了すると、インストールプログラムに入り、「SuperMap Deskpro セットアップへ

ようこそ」のダイアログボックスが表示されます。「次へ」のボタンをクリックしてインストールを

続けます。（「キャンセル」のボタンをクリックすると、インストールを中断します。）  

4. 「使用許諾契約」のダイアログボックスが表示されます。エンドユーザー使用許諾契約書を

お読みください。同意する場合は、「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択して、

「次へ」をクリックします。  

注意：使用許諾契約の条項に同意しない場合、「キャンセル」ボタンをクリックしてインストールを中

断してください。 

5. 「ソフトウエア情報」のダイアログボックスが表示されます。ソフトウエアに関する情報を確認

してください。動作環境を満たしていれば、「次へ」のボタンをクリックしてインストールを続

けます。  

6. 「ユーザー情報」のダイアログボックスが表示されます。ユーザー名、会社名を入力して

「次へ」をクリックしてください。入力したユーザー名、会社名は、ソフトウエアの起動画面に

表示されます。インストール後は、当該製品をアンインストールしない限りユーザー名、会

社名の書き換えは不可能ですので、正確に入力してください。  

7. 「セットアップタイプ」のダイアログボックスが表示されます。SuperMap デスクトップ製品には、

標準、コンパクト、カスタムの 3 つのセットアップタイプがあります。コンパクトセットアップで

は、インストールされるのは 低限の機能に限られます。ハードディスクの空き領域を節約

したい場合に選択します。カスタムセットアップは、インストールするオプションを自分で選

択できるので、ハイレベルなユーザーにお勧めです。標準セットアップは、 も一般的な

オプションをインストールしますので、一般のユーザーにお勧めします。 

8. 「プログラムフォルダ」のダイアログボックスが表示されます。表示されたデフォルトのフォル

ダ名を採用するか、新しいフォルダ名を入力して、「次へ」をクリックします。  

9. 現在の設定を確認してください。設定を再確認したり、変更する必要がある場合は、「戻

る」をクリックして前の設定に戻ってください。現在の設定に問題がなければ、「次へ」をクリ

ックしてください。インストール状態になります。  

10. サポートライブラリを選択します。必要に応じて、XML4.0（Microsoft XML SDK 4.0

（Windows 2000以前でインストールが必要））、または、USBハードキー・ドライバ（通常のフ

ァイルタイプライセンスは不要）をチェックしてから「次へ」をクリックします。このときインスト

ールしない場合は、後にインストールフォルダの Support フォルダからインストールファイル

を選択インストールすることができます。 

11. 「ライセンスの設定」のダイアログボックスが表示されます。SuperMap GIS シリーズにはロー

カルハードキー、ネットワークハードキー、ライセンスファイル使用の方式があります。いづ

れかを選択して設定を行うか、｢キャンセル｣を選択して設定状態を終了します。  



 

5 

SuperMap GISシリーズの 3 つのライセンス設定についての詳細は、2.1.3 ライセンス設定を

参照してください。 

12. 後にインストールウィザード完了のダイアログボックスが表示されます。「完了」のボタン

をクリックして SuperMap Deskpro のインストールを完了してください。 

注意：再起動のメッセージが表示された場合は、メッセージに従ってシステムを再起動してくだ

さい。 

2.1.3 ライセンス設定 

SuperMap GISシリーズには、ローカルハードキー、ネットワークハードキー、ライセンスファイルの3

つのライセンス設定方法があります。 

前の 2 つの方式はハードキーを使用し、ハードキーのドライバプログラムをインストールしなければ

なりません。ローカルハードキーを使用する場合は、インストールプログラムに従ってインストールし

ます。ネットワークハードキーを使用する場合はライセンスサーバー上でハードキードライバプログラ

ムと Licences Server をインストールする必要があります。ドライバプログラムインストール後、コンピュ

ータにハードキーを差し込みます。 

2.1.3.1 ローカルハードキー設定 

1. ｢スタート｣-｢プログラム｣-「SuperMap」-「ライセンス設定ツール」を実行するかプログラムフ

ァ イ ル の フ ォ ル ダ (:\Program Files\Common Files\SuperMap) デ ィ レ ク ト リ の

SmLicManager.exe を実行すると、ライセンス認証方式が表示されます。 

2. 「ローカルハードキー」を選択し、「次へ」をクリックすると、ハードキー情報設定インターフェ

ースが表示されます。  

3. コンピュータがハードキードライブプログラムをインストールしていない場合、ダイアログボッ

クスに「Unknown Driver Type：84.84.48」と表示され、インストールを終了しているとプログ

ラムのバージョンを提示します。ドライバプログラムをインストールしていなければ、プログラ

ムファイルのフォルダ(:\Program Files\SuperMap\SuperMap Deskpro 2008\Support 

\Sentinel Protection Installer 7.4.0.exe)を選択し、手動でインストールすることもできます。  

4. ドライバプログラムインストール後、コンピュータにハードキーを差し込み、ローカルハード

キーの設定を完了します。 

ヒント：ハードキーが USB に差し込んだ状態であれば、インストール後に OS の「デバイスマネー

ジャ」を開いてインストール結果を確認することができます。 
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2.1.3.2 ネットワークハードキー設定 

1. サーバー側のインストールと設定 
（1）Licences Server インストールプログラム SPNComboInst1.0.5.exe を実行し、ネットワークライセ

ンスサービスプログラムをインストールすると、ネットワークハードキードライバプログラムインストール

のダイアログボックスが表示されます。  

初めてハードキードライバプログラムをインストールする場合は、「プログラムインストールウィザー

ド」が表示されます。 

ドライバプログラムをインストール済みの場合は、「プログラムインストールウィザード-修正あるいは

削除」が表示されます。「削除」を選択して元のドライバプログラムをアンインストールしてから、ステッ

プ（1）の操作をします。再度表示された「プログラムインストールウィザード-修正あるいは削除」で

「修正」を選択し、「プログラムインストールウィザード」を表示し、操作を継続します。 

（2）「次へ」をクリックし、インストールを継続しますが、以降の過程はWindowsインストールプログラ

ムと同様です。 

（3）ドライバプログラムインストール完了後、コンピュータの再起動が必要であれば再起動します。 

（4）ドライバプログラムインストール完了後、ハードキーをコンピュータに差し込み、ネットワークハ

ードキーのインストールを完了します。 

（5）ネットワークハードキーのサービス側のインストール完了後、Windows の「コントロールパネル」

-「管理ツール」-「サービス」を開いてサービスが存在しているか確認します。このサービス及びネット

ワークキーのサービスプログラムは、インストール後にシステムが自動で起動します。起動していない

場合は、ツールバーあるいは右クリックのショートカットメニューで起動します。 

（6）スタートメニューでサービスの使用状況が確認できます。 

2. クライアント側設定 
（1）｢スタート｣-｢プログラム｣-「SuperMap」-「ライセンス設定ツール」を実行するかプログラムファイ

ルのフォルダ(:\Program Files\Common Files\SuperMap)ディレクトリの SmLicManager.exe を実行す

ると、「Select Lisence Type」が表示されます。 

（2）「ネットワークハードキー」を選択し「次へ」をクリックして「ハードキー設定」インターフェースに

入り、サーバー名、通信方法等を設定します。 

（3）以上のパラメータを正確に設定した後、「完了」をクリックしてネットワークハードキーの設定を

完了します。 

2.1.3.3 ライセンスファイル 

1. ｢スタート｣-｢プログラム｣-「SuperMap」-「ライセンス設定ツール」を実行するかプログラムファイ

ルのフォルダ(:\Program Files\Common Files\SuperMap)ディレクトリの SmLicManager.exe を実行す
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ると、ライセンス認証方式が表示されます。「ライセンスファイル」を選択し、「次へ」をクリックすると、

「ライセンスファイルの定」ダイアログボックスが表示されます。 

2. コンピュータ名（または、ハードウェア ID、MAC アドレス）を選択して表示される「識別コード」、

「組織名」、「ユーザー名」を日本スーパーマップ株式会社にお送りいただき、製品のライセンスファ

イルを取得してください。 

3. 「ライセンスファイル設定」のメッセージボックスに表示されている  ボタンをクリックすると、

「ファイルを開く」ダイアログボックスが表示されますので、日本スーパーマップ株式会社から提供さ

れたライセンスファイル(拡張子：*.dat)を選択し、「開く」をクリックしてください。 

4. 「完了」ボタンをクリックすると、ライセンスファイルの設定は完了です。 

2.1.4 変更と修正 

必要なシステムファイルを、誤って削除または更新してしまった場合、システムを正常に実行でき

なくなり、コマンドの実行時などにエラーメッセージが表示される可能性があります。このような場合

は、システムの変更と修正を試みることができます。手順は次の通りです。 

1. システムの変更と修正を行うには 2 つの方法があります 

 コントロールパネルから、「プログラムの追加と削除」を開きます。「プログラムの追加/

削除」のダイアログボックスから、既にインストールされている SuperMap シリーズのプ

ログラムを選択し、「変更」ボタンをクリックします。 

 製品インストールプログラムのフォルダから、 setup.exe をダブルクリックします。 

2. 「ようこそ プログラムを変更、修正、または削除します」のダイアログボックスが表示されま

す。このダイアログボックスには 3 つのオプションがあります 

 変更：新しいプログラム機能を追加するか、または現在インストールされているプログ

ラム機能を削除します。 

 修正：前回のセットアップでインストールした全てのプログラム機能を再インストールし

ます。 

 削除：インストールされている全ての機能を削除します。 
3. オプションを 1 つ選択し、「次へ」をクリックします。 

 「変更」のオプションを選択すると、「機能の選択」のダイアログボックスが表示されま

す。インストールしたい機能を選択し、「次へ」をクリックすると、選択されたプログラム

機能をインストールします。 

 「修正」オプションを選択すると、前回のセットアップでインストールした全てのプログラ

ム機能を再度インストールします。 

4.   完了後、「メンテナンスの完了」のダイアログボックスが表示されます。「完了」ボタンをクリ
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ックし、システムの変更、修正を終了します。 

2.1.5 アンインストール 

SuperMap GIS デスクトップ製品のアンインストールを実行すると、システムの全てのコンポーネント

が削除されます。アンインストールより前に、プログラム機能を追加、削除、修正していた場合にも、

アンインストールを実行することにより、それまでにインストールされた SuperMap GIS デスクトップ製

品の全てのシステムファイルが削除されます。 

SuperMap Deskpro アンインストールは、次の手順で実行してください。 

1. コントロールパネルを開きます。2 つの方法があります。 

 Windows XP をお使いの場合は、スタートメニューから「コントロールパネル」をクリック

します。 

 Windows 2000 などをお使いの場合には、スタートメニューから、「選択」－「コントロー

ルパネル」を選択します。 

2. コントロールパネルから「プログラムの追加と削除」を開きます。 

3. 「プログラムの追加と削除」のダイアログボックスから、すでにインストールしている

SuperMap GIS デスクトップ製品のプログラムを選択し、「削除」ボタンをクリックします。 

4.   「選択したアプリケーション、およびすべての機能を完全に削除しますか？」とメッセージ

が表示されるので、「はい」をクリックします。 

5. アンインストール実行後、「アンインストール完了」のダイアログボックスが表示されます。

「完了」をクリックして、アンインストールを完了します。 

注意：再起動のメッセージが表示された場合は、メッセージに従ってシステムを再起動してくだ

さい。 

2.2 SuperMap GIS デスクトップ製品使用環境について 

SuperMapGIS デスクトップ製品を起動すると、 初に図 2.1 のような画面が表示されます。この画

面のそれぞれのエリアには、特定の用途があります。 

2.2.1 メニュー 

ファイルを何も開いていない状態で、メニューバーにはファイル、編集、表示、データセット、解析、

クエリ、ツール、ウィンドウ、ヘルプ等のメニューが表示されています。メニューバーの内容は開くウィ
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ンドウ（マップウィンドウ、属性ウィンドウ、レイアウトウィンドウ、3D ウィンドウ）によって異なります。 

 

図 2.1 SuperMap GIS デスクトップ製品起動環境 

2.2.2 ツールバー 

システム起動時には、標準ツールバー、ワークスペースツールバー、マップ操作ツールバー、

レイヤーコントロールツールバーの 4 つのツールバーがあります。ツールバーは、それぞれのウ

ィンドウで頻繁に使用されるコマンドをボタンにして表示したものです。 

 標準ツールバーには、には、ワークスペースやデータソースの保存、開く、切り取り、コピ

ー、貼り付け、印刷など、頻繁に使用するコマンドのボタンが含まれています。 

 ワークスペースマネージャツールバーには、ワークスペースマネージャウィンドウでの情報

の表示形式（大きいアイコン、小さいアイコン、一覧、詳細など）や、基本操作（戻る、進む、

上のディレクトリを表示など）のボタンが含まれています。 
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 マップ操作ツールバーには、オブジェクトの属性情報表示、選択、拡大、縮小、ズーム、移

動、全画面表示、前の／次のビュー、更新、距離／面積／方位計算など、マップウィンド

ウで頻繁に使用するコマンドのボタンが含まれています。 

 レイヤーコントロールツールバーには、レイヤー編集リストボックスとレイヤーコントロールボ

タンが含まれています。レイヤー編集リストボックスには編集可能なレイヤーが表示される

ので、リストボックスから編集したいレイヤーを選択します。レイヤーコントロールボタンは、

マップウィンドウに表示された各レイヤーの設定に使用します。 

他にも多くの種類のツールバーがあり、表示されていないツールバーでも必要に応じて開くことが

できます。開く方法は 2 種類あります。1 つはツールバーの上でマウスを右クリックしてポップアップメ

ニューを表示し、各ツールバーにチェックを入れてツールバーを開きます。（または、チェックを外し

てツールバーを閉じます）。もう 1 つは、メニューで「ビュー」－「ツールバー」を選択し、サブメニュー

から必要なツールバーを選択します。ツールバーは自由に移動したり、固定したりすることができま

す。 

2.2.3 ワークスペースウィンドウ 

ワークスペースウィンドウ（図 2.2）は、画面の左上に位置し、ワークスペースの要素（データソース、

データセット、マップなど）を管理します。ワークスペースは、データソース（データセット）、マップ、

3D ビュー、レイアウト、リソースの 5 つの要素で構成されています。ワークスペースウィンドウでは、シ

ョートカットメニューから、開く、閉じる、保存するなどの操作を行う他に、ワークスペース要素の属性

を表示することもできます。 

データソース：ワークスペースの要素であるデータソース（データセット）の表示を管理します。ショ

ートカットメニューから、データソースやデータセットの新規作成、開く、閉じる、データセットのソート

などの操作を行います。それぞれのデータソース（データセット）の属性情報を表示することも可能で

す。 
マップ：1 つまたは複数のレイヤーを重ねて作成したマップの保存、表示に使用します。 
3D ビュー：3D データセットの保存、表示に使用します。 

レイアウト：マップを印刷する際のレイアウトの作成に使用します。レイアウトウィンドウでは、マップ

レイアウトの新規作成、開く、閉じる、保存、印刷を行えます。 
リソース：現在開いているワークスペースのシンボルライブラリ、ラインライブラリ、フィルライブラリ

の表示、編集に使用します。 
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図 2.2 ワークスペースウィンドウ 

ワークスペースウィンドウでは、現在のワークスペースにある上記の各要素に対し、メニューバーま

たはショートカットメニューから基本的な操作を行います。例えば、データセットのコピーや削除、デ

ータソースや3Dウィンドウの新規作成や、シンボルライブラリなどの表示や編集などの操作を実行で

きます。 

2.2.4 ワークスペースマネージャ 

ワークスペースマネージャは、現在開いているワークスペースの要素を、アイコン形式で表示、管

理します。ワークスペースの要素には、データソース、マップ、3D ビュー、レイアウト、リソースなどが

含まれます。 

ワークスペースマネージャでワークスペース要素をダブルクリックすると、要素の中身が表示され

ます。例えば、データソースのアイコンをダブルクリックすると、現在開いているワークスペース上の

全てのデータソースが表示されます。さらに、表示されたデータソースの一つをダブルクリックすれば、

そのデータソース上の全てのデータセットが表示されます。また、ワークスペースの各要素のコピー、

貼り付け、削除などの操作を、Windows のファイル操作と同じように実行できます。 

さらに、ワークスペースマネージャでは、アイコンの表示形式の変更（大きいアイコン、小さいアイ

コン、一覧、詳細）や表示するディレクトリの操作（上へ、戻る、進むなど）を、ツールバーのボタンで

実行できます。 

 

メニューバーで、「表示」－「ワークスペースマネージャ」を選択すると、ワークスペースマネージャ
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を表示／非表示にできます。 

2.2.5 凡例ウィンドウ 

凡例ウィンドウ（図 2.3）は画面の左下に位置し、現在開いているマップウィンドウのレイヤー管理を

行うツールです。レイヤーコントロール、属性データの表示、属性テーブルの設定、スタイル設定、

主題図の作成と管理など操作を、レイヤー毎に実行できます。 

メニューバーで「表示」－「ツール」を選択し、表示されたメニューで「凡例ウィンドウ」にチェックを

入れると、凡例ウィンドウを表示できます。チェックを外すと、凡例ウィンドウを非表示にできます。 

 

図 2.3 凡例ウィンドウ 

2.2.6 解析レポートウィンドウ 

解析レポートウィンドウは、ステータスバーの上部に位置しており、画面上の好みの場所にドラッグ

操作で自由に移動できます。コマンドの実行結果、解析結果、出力結果などのメッセージを表示し

ます。 

2.2.7 ステータスバー 

ステータスバーは画面の一番下に位置しており、システムの現在状況を表示するエリアです。メニ

ューから「表示」－「ステータスバー」 に（チェック）を入れると、画面の下にステータスバーが表示さ
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れます。チェックを外すと、ステータスバーは非表示になります。 

データセットを開いていない場合、ステータスバーの一番左の情報欄に「F1 ボタンを押し、ヘルプ

を表示」と表示されています。その他の 3 つの情報欄には何も表示されていません。 

マップウィンドウでデータセットを開くと、ステータスバーの 4 つの情報欄に、それぞれ次の情報が

表示されます。一番左の情報欄には、メニューとツールバーのボタンに関する情報が表示されます。

左から 2 番目の情報欄には、現在カーソルのあるマップウィンドウの位置の座標が表示されます。左

から 3 番目の情報欄には、現在開いているマップウィンドウの投影情報が表示されます。一番右の

情報欄には、現在開いているマップの縮尺が表示されます。 

2.3 SuperMap GIS デスクトップ製品データ構成の基本概念 

各ソフトウェアシステムには独自の概念とモデル体系があります。SuperMap GIS デスクトップ製品

は以下の基本的概念で現実世界の表現、構成、保存をします。 

1. ワークスペース 
ワークスペースは、データソース（位置、別名、開く方式等）、マップ、レイアウト、シンボルライブラ

リ、ラインライブラリ、フィルライブラリなどユーザーの作業環境の保存に使用します。 

2. データソース 
さまざまな種類のデータセット（ポイント、ライン、ポリゴン、テキスト、TIN、GRID、ネットワークなど）

の集合体です。データソースには、1 つまたは複数の、異なる種類のデータセットを一緒に保存でき

ます（ベクタデータセットとラスタデータセットを一緒に保存できます）。 
3. データセット 

同じタイプのデータから構成されるデータオブジェクトの集合体です。SuperMap GIS デスクトップ

製品には、ポイントデータセット､ラインデータセット､ポリゴンデータセット、TIN データセット、GRID デ

ータセット、複合データセット、ネットワークデータセット、テキストデータセットなど、16 種類のデータ

セットをサポートしています。 

4. マップ 
1 つあるいは複数のデータセットを 1 つのマップウィンドウに表示するとマップになります。このウィ

ンドウがマップウィンドウです。 

5. レイヤー 
マップに追加したデータセットが表示スタイル、主題等の表示属性を与えられ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ます。通常 1 つのレイヤーは 1 つのデータ

セットに対応しています。1 つのデータセットは何度も異なるマップに追加することができ、複数のレ

イヤーが 1 つのデータセットに対応しています。 

6. 空間データ 
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地形や地物の空間位置や空間トポロジ関係を表すデータで、例えば河川を構成する座標ポイン

トデータやその河川に関連する地物等です。 

7. 属性データ 
地形や地物の属性情報を表すデータで、河川の長さや幅等です。 

8. 空間データベース 
地形や地物の空間データを保存するデータベースです。 

9. ベクタ 
GIS における 2 つの基本的データタイプの一つで、空間オブジェクトを表す 2 つの基本方式の一

つとも言えます。オブジェクトの境界を記録して空間オブジェクトを表すのが特徴で、例えば 1 本のラ

インは一連の隣接した一座標ポイントから構成されます。 

10. ラスタ 
ベクタに対応する、GIS のもう一つの基本的データタイプです。空間フィル方式で空間オブジェク

トを表します。例えば 1 つのポリゴンはその内部を充填する方式で表現されます。 

2.4 SuperMap GIS デスクトップ製品使用 

システム起動後、 クイックスタートウィザードに表示されるメッセージに従って、ワークスペースや

データセットを新規作成したり、開いたりできます。手順は次の通りです。 

2.4.1 ステップ 1:ワークスペースを開く 

SuperMap GIS デスクトップ製品を起動すると、図 2.5 のダイアログボックスが表示されます。ここで

ワークスペースを新規作成したり、既に作成されているワークスペースを開きます。 
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図 2.5 クイックスタートウィザード-ワークスペース 

 新規ワークスペースを作成する: こちらを選択すると、新しいワークスペースを作成しま

す。 

 ワークスペースを開く: リストボックスの中に、 近開いたワークスペースが表示されます。

表示されるワークスペースの数は、メニューバーで「ツール」－「オプション」を選択して設

定できます。、「参照」をダブルクリックすると、「ワークスペースを開く」のダイアログボックス

が表示され、ここからワークスペースを開けます。 3.2.1ワークスペースを開くを参照してく

ださい。リストボックスの中からワークスペースを選択し、「完了」ボタンをクリックすると、ワー

クスペースを開き、ウィザードは終了します。 

 起動時にウィザードを表示: 次回起動する際、このウィザードを再表示しない場合は、こ

のチェックを外してウィザードを完了してください。再びウィザードを使用したい場合は、メ

ニューバーで「ツール」－「オプション」を選択し、「その他」タブの「起動設定」で、「起動時

にウィザードを表示」にチェックを入れます。 

2.4.2 ステップ 2:シンボルライブラリ選択 

SuperMap オリジナルシンボルライブラリ、ユーザー定義シンボルライブラリの 2 種類のシンボルラ

イブラリから選択します（図 2.6）。 
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図 2.6 クイックスタートウィザード-シンボルライブラリ 

 SuperMap オリジナルシンボル：これを選択すると、シンボルライブラリをライブラリファイ

ルに読み出します。 
 シンボルライブラリファイルの選択: これを選択し、「次へ」をクリックすると、「ファイルを開

く」のダイアログボックスが表示されます。ここからユーザー定義のシンボルライブラリファイ

ルを開き、システムに読み出します。 

2.4.3 ステップ 3: データソースを新規作成/開く 

データソースを新規に作成、または既存のデータソースを開きます（図 2.7）。 

 
図 2.7 クイックスタートウィザード-データソース 

 新規データソースを作成する：これを選択し、「次へ」をクリックすると、「新規データソース」
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のダイアログボックスが表示されます。ここから、現在開いているワークスペースに新しいデ

ータソースを作成できます。4.3.1データソース新規作成を参照してください。 
 データソースを開く: これを選択すると、リストボックスの中に、 近開いたデータソースが

表示されます。表示されるデータソースの数は、メニューバーで「ツール」－「オプション」を

選択して設定できます。「参照」をダブルクリックすると、「ワークスペースを開く」のダイアロ

グボックスが表示され、ここからワークスペースを開けます。4.3.2データソースを開くを参

照してください。リストボックスの中からデータソースを選択し、「完了」ボタンをクリックすると、

データソースを開き、ウィザードは終了します。 

2.4.4 ステップ 4:データセット新規作成 

新しいデータセットを作成、または他のデータフォーマットのファイルをデータセットにインポートで

きます（図 2.8）。 

 新規データセットを作成する: これを選択し、「完了」をクリックすると、「新規データセット」

ダイアログボックスが表示されます。ここから、現在開いているデータソースに新しいデータ

セットを作成できます。5.3データセット新規作成を参照してください。データセット作成後、

ウィザードは自動的に終了します。 
 他のフォーマットからデータセットをインポートする: これを選択し、「完了」をクリックすると、

「データインポート」ダイアログボックスが表示されます。ここから、追加するファイルとインポ

ート先のデータソースを指定して、データセットをインポートできます。6.2データセットのイ

ンポートを参照してください。データセットをインポートした後、ウィザードは自動的に終了

します。 

 
図 2.8 クイックスタートウィザード-データセット 
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2.5 SuperMap GIS デスクトップ製品ヘルプシステムの使い方 

2.5.1 SuperMap GIS デスクトップ製品ヘルプの使い方 

SuperMap GIS デスクトップ製品のヘルプファイルでは、コマンド、オプション、操作手順などにつ

いて、トピック毎に説明しています。トピックを検索すると、主要項目や小項目が表示されます。この

ヘルプファイルでトピックを調べるには、「目次」「キーワード」「検索」の3つの方法があり、「お気に入

り」で検索結果を保存できます。現在表示されている語句を探すには、ショートカットキー“Ctrl+F”を

お使いください。 

ヘルプを開くには以下の方法があります。 

 メニューの「ヘルプ」。 

 標準ツールバーの「ポップヒント」ボタンをクリックする。 

 F1 キーを押す。 

SuperMap GIS のヘルプの使い方は、Windows のヘルプとよく似た形になっています。Windows の

各種ガイドもご覧ください。 

 

2.5.2 SuperMap GIS デスクトップ製品ヘルプのその他の内容 

 ステータスバーのヘルプ表示 

ヘルプのほかに、ステータスバーによる簡単なヘルプ情報表示もあります。カーソルをメニュー項

目、あるいはツールバーのボタンの上に移動すると、ステータスバーにその機能の簡単情報が表示

されます。 

 SuperMap GIS ヘルプのネットワーク機能 

メニューのヘルプに「日本スーパーマップホームページ」、「SuperMap サポートページ」があり、

Internet に接続すると、SuperMap GIS の 新情報が得られます。 
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第3章 ワークスペース 

3.1 ワークスペース概説 

SuperMap GIS デスクトップ製品のワークスペースは、現在開いているデータソース（ファイルのパ

ス、ファイル名、タイプ）、マップ、主題図、3D ビュー、レイアウト、リソースなど、ユーザーの作業環境

を保存するために使用します（図 3.1 参照）。ワークスペースファイルの拡張子は.smw 及び.sxw で

す。 

SuperMap GIS デスクトップ製品では､常に1つのワークスペースしか開けず、複数のワークスペー

スを同時に開くことはできません。 

 

図 3.1 ワークスペースの内容 

3.2 ワークスペースの基本操作 

3.2.1 ワークスペースを開く 

ワークスペースファイルを開く 
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1. 「メニューバー」-「ファイル」-「ワークスペースを開く」を選択します。 

2. ワークスペースタイプボックスで、「ワークスペースファイル」を選択します（図 3.2）。 

3. ワークスペースの保存されている場所を指定し、ファイルを選択します。下側の「開く方法」

で「ワークスペース名」を指定できます。ワークスペースにパスワードが設定されている場合

は、パスワードを入力します。 

4. 「開く」ボタンをクリックすると、ワークスペースを開きます。 

 
図 3.2 ワークスペースを開くダイアログボックス-ワークスペースファイル 

SQL ワークスペースを開く 

1. 「ファイル」 - 「ワークスペースを開く」を選択すると、「ワークスペースを開く」ダイアログボ

ックスが表示されます（図 3.3）。 

2. 「サーバー名」、「データベース名」、「ユーザー名」、「パスワード」を指定します。ワークス

ペース名がわかっている場合はそれを指定し、「開く」ボタンをクリックすると、指定したワー

クスペースを開きます。 

3. 「一覧」ボタンをクリックすると、指定したデータベースにあるすべてのワークスペース名が

上のリストボックスに表示されます。 

4. ワークスペースを選択し、「開く」ボタンをクリックすると、選択したワークスペースを開きま

す。 
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図 3.3 ワークスペースを開くダイアログボックス-SQL ワークスペース 

Oracle ワークスペースを開く 

Oracle ワークスペースを開く手順は SQL ワークスペースを開く手順と類似しています。 

ダイアログボックスについて 

 ワークスペースタイプ:ワークスペースを開くには、ワークスペースファイル、SQL ワークスペ

ース、Oracle ワークスペースの 3 つのタイプがあります。 
1. ワークスペースファイル 
 ファイルの場所:ワークスペースのファイルの場所を指定します。 
 リストボックス:フォルダおよびシステムがサポートするワークスペースタイプを表示します。 
 ファイル名:入力、またはリストボックスで開くワークスペースファイルを選択します。 
 パスワード:ワークスペースにパスワードがある場合はここで入力します。 

2. SQL ワークスペース 
 サーバー名:SQL ワークスペースを保存するサーバー名です。この名前はサーバーの機械

名と同じ場合と異なる場合があります。またサーバーの IP アドレスでも可能で、その名前は

SQL Server のデータベース管理者 DBA に確認してください。 
 データベース名:空間データベース名です。このデータベースは 1 つのワークスペースのす

べての情報を保存しています。同様に DBA に確認してください。 
 ユーザー名:ログインするユーザー名です。 
 データベースパスワード:データベースのパスワード。 
 ワークスペース名:システムに表示される開くワークスペースの名前で、保存するワークス

ペース名と異なっても、また入力しなくても可能です。 
 一覧ボタン:これをクリックすると、条件に合うワークスペース名をリストボックスに表示しま

す。 
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3. Oracle ワークスペース 
 インスタンス名: Oracle ワークスペースを保存するインスタンス名です。この名前はサーバ

ーの機械名と同じ場合と異なる場合があります。またサーバーの IP アドレスでも可能で、そ

の名前は Oracle のデータベース管理者 DBA に確認してください。 
 データベース名:空間データベース名で、1 つのワークスペースのすべての情報を保存して

おり、同様に DBA に確認してください。 
 その他のダイアログボックスに関連する内容は SQL ワークスペースを参照してください。 

その他の操作方法 

 標準ツールバーの ボタンの右部分をクリックし、「ワークスペースを開く」を選択しま

す 。 

 ショートカットキー:Ctrl + W。 

 ワークスペースウィンドウで、ワークスペースを選択して右クリックし、表示されたショートカッ

トメニューから「ワークスペースを開く」を選択します。 

 

注意事項 

 未保存のワークスペースがある場合､ワークスペースを保存するか否かのメッセージが表示

されます。既存のワークスペースを閉じてからでないと、ワークスペースを開けません。 

 ワークスペースは読取専用で開くことも可能ですが、その場合は表示できるのみで、内容

は一切編集できません。 

 起動すると、「新規ワークスペース」という名前のワークスペースをデフォルトで開きます。 

 開けるワークスペースは 1 つだけです。同時に複数のワークスペースを開くことはできませ

ん。 

 ワークスペースを開くと、前回閉じる前に保存された、ワークスペースのすべてのウィンドウ

が再現されます。 

 デスクトップ製品のプログラムフォルダ（Bin）のディレクトリを変更して、パス名に英数のカッ

コが含まれる場合（例：D:\Deskpro(temp)\Bin）、ワークスペースで Oracle データソース、

Oracle Spatial データソースを開くのに失敗します。 

 ワークスペースには、*.smw と*.sxw の 2 つのフォーマットがあります。*.smw はワークスペー

スファイルの通常のフォーマットです。また、*.sxw は XML フォーマットのワークスペースで、

メモ帳などのテキストエディタで開き、ワークスペース内の情報（データソース、マップ、リソ

ースファイルなど）の閲覧、ワークスペースの設定（マップオブジェクトのスタイル設定等）な

どを行うことができます。 
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3.2.2 ワークスペースを保存 

機能 
現在のワークスペースを保存します。ワークスペースに既に名前がついている場合は、はそのま

ま保存し、名前がついていない場合は名前をつけて保存します。 

操作 

1. メニューバーで「ファイル」-「ワークスペースの保存」を選択します。 

 ワークスペースに既に名前がついている場合は、はそのまま保存します。 

 「新規ワークスペース」など、ワークスペースに名前がついていない場合は、「名前をつけ

てワークスペースを保存」ダイアログボックスが表示されます。 

 マップウィンドウの内容が変更されたままワークスペースを閉じようとすると、「ワークスペー

ス”（ワークスペース名）”の内容は変更されています。保存しますか？」と表示されます。 

2. ワークスペースのタイプを選択します。 

 ワークスペースファイル:「保存する場所」、「ファイル名」、「ファイルの種類」を指定します。

パスワードの設定もできます。 

 SQL ワークスペース:「サーバー名」、「データベース名」、「ユーザー名」、「パスワード」、

「ワークスペース名」を指定します。 

 Oracle ワークスペース:「インスタンス名」、「データベース名」、「ユーザー名」、「パスワー

ド」、「ワークスペース名」を指定します。 

3. 「保存」ボタンをクリックし、操作を完了します。 

ダイアログボックスについて 

 ワークスペースタイプ: ワークスペースを保存するには、ワークスペースファイル、SQL ワ

ークスペース、Oracle ワークスペースの 3 つのタイプがあります。 
1. ワークスペースファイル 

 保存する場所:ワークスペースを保存する場所を指定します。既存のワークスペースファイ

ル名を使用する場合は、ダイアログボックスで保存するファイル名をダブルクリックします。

初に起動した際は、デフォルトで C:\My Document に保存し、以降はその前に保存した

パスになります。 
 ファイル名: 保存するワークスペースを入力、または選択します。デフォルトは Null で、

Windows の命名規則を採用します。ファイル名の文字数は 大 215 文字（スペースを含

む）です。：\ / : * ? " < > ｜のような記号を含むことはできません。「C:\My Document\My 

Workspace.smw」のようにファイル名を直接入力することもできます。 
 ファイルの種類:*.smw と*.sxw の 2 つのタイプがあります。*.smw はシステムのデフォルト

のワークスペースファイルで、*.sxw は XML ファーマットのワークスペースファイルです。 
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 パスワード:保存するワークスペースにパスワードを設定します。以降そのワークスペース

を開く際には、パスワードを入力しなければなりません。 
2. SQL ワークスペース 
 サーバー名:SQL ワークスペースを保存するサーバー名です。この名前はサーバーの機械

名と同じ場合と異なる場合があります。またサーバーの IP アドレスでも可能で、その名前は

SQL Server のデータベース管理者 DBA に確認してください。 
 データベース名:空間データベース名です。このデータベースは 1 つのワークスペースのす

べての情報を保存しています。同様に DBA に確認してください。 
 ユーザー名:ログインするユーザー名です。 
 データベースパスワード:データベースのパスワードです。 
 ワークスペース名:保存するくワークスペースの名前で、入力必須です。既存のワークスペ

ース名と重複してはいけません。 
 一覧:これをクリックすると、リストボックスに保存されたワークスペース名が表示されます。 

3. Oracle ワークスペース 
 インスタンス名: Oracle ワークスペースを保存するインスタンス名です。この名前はサー

バーの機械名と同じ場合と異なる場合があります。またサーバーの IP アドレスでも可能で、

その名前は Oracle のデータベース管理者 DBA に確認してください。 
 データベース名:空間データベース名で、同様に DBA に確認してください。 
 ユーザー名:ログインするユーザー名です。 
 データベースパスワード:データベースのパスワードです。 
 ワークスペース名:保存するくワークスペースの名前で、入力必須です。既存のワークスペ

ース名と重複してはいけません。 

 一覧:これをクリックすると、リストボックスに保存されたワークスペース名が表示されます。 

その他の操作方法 

 標準ツールバーのワークスペース保存ボタン をクリックします。 

 ワークスペースウィンドウで、ワークスペースを選択して右クリックし、表示されたショートカッ

トメニューから「ワークスペースに名前を付けて保存」を選択します。 

3.2.3 ワークスペースを閉じる 

操作 
「ファイル」 - 「ワークスペースを閉じる」を選択します。 

 現在開いているワークスペースを保存せずに終了しようとした場合、「ワークスペース××

（ワークスペース名）の内容は変更されています。保存しますか？」と表示されます。「は
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い」か「いいえ」を選択すると、ワークスペースが閉じられます。 

 現在開いているワークスペースをすでに保存している場合、ワークスペースはそのまま閉

じられます。 

その他の操作方法 

 ワークスペースウィンドウで、ワークスペースを選択して右クリックし、表示されたショートカッ

トメニューから「ワークスペースを閉じる」を選択します。 

注意事項 
 マップ、レイアウトなど、現在の作業環境を保存する場合は、ワークスペースを閉じる前に、

必ずワークスペースを保存してください。このワークスペースを次に開く時、保存されたワ

ークスペースの作業環境が再現されます。 

3.3 ワークスペースの属性 

ワークスペースの属性（ワークスペースの基本情報）には、ワークスペースのファイル名、タイプ、

バージョン、ワークスペースの説明などが含まれます。ワークスペースの属性を表示するには、ワー

クスペースウィンドウでワークスペース名を選択して右クリックし、表示されたショートカットメニューで

「属性」を選択します（図 3.4）。 

 
図 3.4 ワークスペース属性ダイアログボックス 

ワークスペース属性ダイアログボックス 

 ファイル名: ワークスペースのファイル名とパスを表示します。 
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 タイプ：ワークスペースのタイプを表示します。ワークスペースには、SMW ワークスペース、

SXW ワークスペース、SQL ワークスペース、Oracle ワークスペースの４つのタイプがありま

す。 

 バージョン: 現在のワークスペースのバージョンを表示します。 
 説明: ワークスペースの説明を入力でき、修正可能です。 
 パスワード修正: ワークスペースの現在のパスワード、新しいパスワード、新しいパスワー

ドの確認を入力し、「OK」をクリックすると、ワークスペースのパスワードを変更できます。 
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第4章 データソース 

4.1 データソース概説 

データソースは、さまざまな種類のデータセット（ポイント、ライン、ポリゴン、テキスト、TIN、GRID、

ネットワークなど）の集合体です。あらゆる空間データはワークスペースでなくデータソースに保存さ

れ、空間データを操作するにはまずデータソースを開き、取得しなければなりません。データソース

には、1 つまたは複数の、異なる種類のデータセットを一緒に保存できます（ベクタデータセットとラス

タデータセットを一緒に保存できます）。1 つのワークスペースは複数のデータソースを開くことがで

き、各データソースはそれぞれ別名（Alias）で表します。 

データソースの保存フォーマットはファイルとデータベースの混合フォーマットです。ファイルタイ

プのデータソースは空間データと属性データを直接ファイルに保存し、、データベースタイプのデー

タソースは空間データと属性データを一体化しデータベースに保存します。これらデータソースは複

数のデータフォーマットをサポートし、各フォーマットが一種のデータエンジンとなります。ファイルタ

イプにはSDBエンジン、SDB +エンジン、DXFエンジン、DGNエンジン、DWGエンジンがあり、データ

ベースタイプにはSDX + for Oracleエンジン、SDX + for SQL Serverエンジン、SDX + for Sybaseエン

ジン、SDX + for DMエンジン、SDX + for DB2 エンジン、SDX + for KingBaseエンジン（表 4.1 を参照

してください）。 

表 4.1 データエンジンタイプ 

エンジンタイプ 説明 

SDB エンジン 

SDB エンジンはファイル型空間データエンジンで、ファイル+データ

ベース混在保存の方式を採用しています。SDB エンジンのデータ

プログラムには、拡張子を SDB としたファイル保存空間データで、

OLE CAD ドキュメント技術を採用、拡張子を SDD としたファイルを

属性データベースとし、Access の MDB データベースフォーマット

を採用した、2 つのファイルがあります。CAD ドキュメント技術を採用

したことにより、1 つの SDB データソースに複数のデータセットを保

存することができます。主に中小型システムやデスクトップアプリケー

ション向けです。 
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エンジンタイプ 説明 

SDB +エンジン 

SDB +エンジンは SuperMap GIS が SDB ファイル型データエンジンを

改良したものです。新たなデータ保存構造と空間インデックス方式

で、アクセス速度が速く、効率もより高まり、中型・小型のシステムに

適しています。 

DGN エンジン 

DGN エンジンはファイルに基づいた空間データエンジンで、

SuperMap GIS で外部データフォーマットにアクセスする初のエンジン

です。MicroStation DGN データファイルに直接アクセスすることが

できます。読取専用エンジンで、DGN データソース中のデータは使

用できますが、編集機能はありません。 

DXF エンジン 
DGN エンジンと類似し、AutoCAD の DXF データファイルに直接ア

クセスすることができます。読取専用エンジンです。 

DWG エンジン 
DGN エンジンと類似し、AutoCAD の DWG データファイルに直接ア

クセスすることができます。読取専用エンジンです。 

SDX for SQL Server エンジン 

空間データと属性データを一体化し保存し、アクセススピードが速

く、データの安全性、完全性が良好です。ロングトランザクションをサ

ポートし、多数のユーザが同時にアクセスできます。データ量が多い

中型システムと大型システムに適します。 

SDX+ for SQL Server エンジン Ms SQL Server をサポートする SDX+空間データエンジンです。 

SDX+ for Oracle Spatial エンジ

ン 

Oracle が定義する Oracle Spatial データ保存方法を採用していま

す。現在 Oracle Spatial がテキスト、ネットワーク、TIN、DEM 等データ

の保存をサポートしていないため、SDX for Oracle Spatial もこれらの

機能をそなえていません。 

SDX+ for Oracle エンジン 

SuperMap の第三代空間データベース技術を採用し、データベース

に基づく 速の空間データエンジンです。 

SDX+ for KingBase エンジン 
KingBase データベースをサポートする SDX+空間データエンジンで

す。 

SDX+ for Sybase エンジン Sybase データベースをサポートする SDX+空間データエンジンです。 

SDX+ for DM エンジン DM データベースをサポートする SDX+空間データエンジンです。 

SDX+ for DB2 エンジン DB2 データベースをサポートする SDX+空間データエンジンです。 
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4.2 データソースの属性 

データソースの属性には、データソースの基本情報とデータソースの投影情報があります。  

データソースの属性を表示するには、ワークスペースウィンドウまたはワークスペースマネージャで、

属性を表示したいデータソースを選択し、右クリックして表示されたショートカットメニューから「属性」

を選択します。 

1 基本情報 
データソースの保存されているパス、エンジンタイプ（データソースのタイプ）、データソースを開く

方法、データソースの詳細情報、データソースに含まれているデータセットの情報（データセットの型

と個数）を表示します。また、このダイアログボックスでデータソースのパスワードを修正できます。 

2 投影情報 
データソースの座標系の名称、地理単位、データソース投影の詳細情報が表示されます。また、

投影情報のコピー、投影の再設定、投影変換などを実行できます。 

 投影情報コピー: クリックすると、「投影系のコピー」ダイアログボックスが表示されます。既

存のデータソースを選択して「OK」をクリックすると、そのデータソースの投影情報がコピー

されます。 

 投影系の再設定: クリックすると、「座標系の設定」ダイアログボックスが表示されます。投

影情報を表示したデータソースの座標系を再設定できます。設定方法は 17.2座標系の設

定を参照してください。 

 投影変換: クリックすると、「投影変換」ダイアログボックスが表示されます。投影情報を表

示したデータソースの投影系を変換できます。変換方法は 17.3投影変換を参照してくだ

さい。 

4.3 データソースの基本操作 

4.3.1 データソース新規作成 

機能 
ワークスペース上で新しいデータソースを作成します。 
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図 4.1 新規データソースダイアログボックス-SDB データソース 

（注:ダイアログボックス左のサポートするエンジンタイプはインストール時に選択するエンジンによって異なります） 

SDB1データソースを新規作成 
1. 「ファイル」 - 「新規データソース」を選択すると、「新規データソース」ダイアログボックスが

表示されます（図 4.1）。  

2. 「ファイルの種類」で、「SuperMap SDB データソースファイル（*.sdb）」を選択します。  

3. データソースの保存場所を指定し、ファイル名を入力します。下側の「開く方法」でデータ

ソース名、パスワード、投影情報などを設定します。  

4. 「保存」ボタンをクリックすると、データソースが作成されます。 

 
図 4.2 新規データソースダイアログボックス-空間データベースタイプのデータソース 

（注:ダイアログボックス左のサポートするエンジンタイプはインストール時に選択するエンジンによって異なります） 

                                                        
1 SuperMap Deskpro/Express 5.0 以降のバージョンで作成する SDB はすべて SDB Plus です。 



 

31 

空間データベースタイプのデータソースを新規作成 
1. 関連のデータベース設定をします。 

2. 「ファイル」 - 「新規データソース」を選択すると、「新規データソース」ダイアログボックスが

表示されます（図 4.2）。  

3. 左側のデータソースタイプボックスで、データソースのタイプを選択します。  

4. サーバー名（インスタンス名）、データベース名、ユーザー名、パスワードを指定します。下

側の「開く方法」でデータソース名、パスワード、投影情報などを設定します。  

5. 「保存」ボタンをクリックすると、データソースが作成されます。 

ダイアログボックスについて 

 データソースタイプ: 新規に作成できるデータソースのタイプとして、SDB データソース、

SQL+データソース、SQLデータソース、Oracle データソース、Oracle Spatialデータソース、

Kingbase データソース、SYBASE データソース DM データソース及び DB2 データソースか

ら選択できます。SDB データソースはファイルタイプのデータソースで、その他のデータソ

ースは空間データベースです。 
SDB データソース 

 保存する場所: データソースファイルを保存するディレクトリを指定します。プルダウンメニ

ューから他のディレクトリの選択、1 つ前のディレクトリに戻る、新規にフォルダを作成するこ

とができます。 
 ファイル名: 保存するファイル名を入力または選択します。デフォルトは Null で、Windows 

の命名規則を採用します。ファイル名の文字数は 大 215 文字（スペースを含む）で

す。：\ / : * ? " < > ｜のような記号を含むことはできません。「C:\My Document\My 

Workspace.smw」のようにファイル名を直接入力することもできます。 
 ファイルの種類: SuperMap SDB データソースファイル(*.sdb)として保存します。 
 開く方法 

データソース名: ワークスペース上に保存される識別名です。 
パスワード: データソースにパスワードを設定します。「暗号化」にチェックを入れると、ここ

がアクティブになりパスワードが入力可能となります。パスワードを設定すると、次回以降こ

のデータソースを開く時にこのパスワードを入力する必要があります。  
パスワードの確認: 再度、上と同じパスワードを入力します。 

トランザクション: データソースをトランザクション方式で開くかどうかを設定します。デフォ

ルトでは選択されていません。  
読取専用: データを編集できない状態で開きます。データソースを開く時のみに有効な設

定です。 
排他: データソースが 1 人のユーザーのみで開くことができます。データソースを開く時の
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みに有効な設定です。 
投影コピー: 「投影系のコピー」ダイアログボックスが表示されます。現在のワークスペース

にある他のデータソースの投影系の設定をコピーすることができます。また、Mif あるいは

e00 ファイルの投影がコピーできます。 
投影作成: 「投影系の設定」ダイアログボックスが表示されます。投影系の設定について

は、17.2座標系の設定を参照してください。 
投影情報: 選択したデータソースの投影情報が表示されます。投影タイプ、地理単位など

が含まれます。 
空間データベースタイプのデータソース 

 サーバー名:データソースを保存するサーバー名です。この名前はサーバーの機械名と

同じ場合と異なる場合があります。またサーバーの IP アドレスでも可能で、その名前はデ

ータベース管理者 DBA に確認してください。 
 データベース名: 空間データベース名です。このデータベースは 1 つのデータソースのす

べての情報を保存しています。同様に DBA に確認してください。 
 ユーザー名: ログインするユーザー名です。 
 パスワード:データベースのパスワードです。 
 開く方法  

データソース名: ワークスペース上に保存される識別名で、入力必須です。データベース

中の既存のデータソース名と重複してはいけません。 
パスワード、パスワードの確認、投影コピー、投影作成、投影情報:SDBデータソースの内

容を参照してください。 
トランザクション: データソースをトランザクション方式で開くかどうかを設定します。デフォ

ルトでは選択されていません。  
読取専用: データを編集できない状態で開きます。データソースを開く時のみに有効な設

定です。 

その他の操作方法 

 標準ツールバーの新規データソースボタン  をクリックします。 

 ショートカットキー:Ctrl＋N。 

 ワークスペースウィンドウまたはワークスペースマネージャで、データソース名の上で右クリ

ックし、表示されたショートカットメニューから「データソースを開く」を選択します。 

4.3.2 データソースを開く 

機能 
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データソースを開きます。 

ファイルタイプのデータソースを開く 
1. 「ファイル」 -「データソースを開く」を選択すると、「データソースを開く」ダイアログボックス

が表示されます（図 4.3）。  

2. 左側のデータソースタイプボックスで、「データソースのファイル」を選択します。  

3. 「ファイルの種類」を選択します。ファイルタイプのデータソースのほか、SuperMapデータ接

続ファイル（*.DCF）から直接データベースタイプのデータソースを開くことができます。デ

ータ接続ファイルの作成については 4.3.7データ接続ファイルを作成を参照してください。  

4. データソースの保存されている場所を指定し、ファイルを選択します。下側の「開く方法」で

「データソース名」を指定できます。データソースにパスワードが設定されている場合は、パ

スワードを入力します。  

5. 「開く」ボタンをクリックすると、データソースを開きます。  

 
図 4.3 ファイルタイプのデータソースを開くダイアログボックス 

データベースタイプのデータソースを開く 
1. 「ファイル」 - 「データソースを開く」を選択すると、「データソースを開く」ダイアログボック

スが表示されます（図 4.4）。  

2. 左側のデータソースタイプボックスで、データソースのタイプを選択します。  

3. サーバー名（インスタンス名）、データベース名、ユーザー名、パスワードを入力します。下

側の「開く方法」で「データソース名」を設定できます。  

4. 「開く」ボタンをクリックすると、データソースを開きます。 
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図 4.4 データベースタイプのデータソースを開くダイアログボックス 

ネットワーク型のデータソースを開く 
1. 「ファイル」 - 「データソースを開く」を選択すると、「データソースを開く」ダイアログボック

スが表示されます（図 4.5）。  

2. 左側のデータソースタイプボックスで、ネットワーク型データソースを選択します。  

3. サーバー名、ユーザー名、データベースのパスワードを入力し、サービスタイプを選択しま

す。データソース名を設定することもできます。  

4. 「開く」ボタンをクリックすると、データソースを開きます。 

 
図 4.5 ネットワーク型のデータソースを開くダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 データソースタイプ: 新規に作成できるデータソースのタイプとして、データソースファイル、
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SQL+データソース、Oracle データソース、SQL データソース、Oracle Spatialデータソース、

Kingbase データソース、SYBASE データソース、DM データソース、DB2 データソース、ネッ

トワーク型データソースがあります。 
1. データソースファイル 
 保存する場所: データソースファイルを保存するディレクトリを指定します。プルダウンメニ

ューから他のディレクトリの選択、1 つ前のディレクトリに戻る、新規にフォルダを作成するこ

とができます。 
 リストボックス: フォルダおよびシステムがサポートするデータソースタイプを表示します。 
 ファイル名: 保存するファイル名を入力または選択します。 
 ファイルの種類:SuperMapがサポートするデータソースのファイルのタイプには、.sdb、*.dxf、

*.dgn 等があります。 
 開く方法 

データソース名: ワークスペース上に保存される識別名です。データソース作成時に設定

し、その他の名前を入力することも、入力しなくても可能です。 
パスワード: データソースにパスワードを設定します。「暗号化」にチェックを入れると、ここ

がアクティブになりパスワードが入力可能となります。パスワードを設定すると、次回以降こ

のデータソースを開く時にこのパスワードを入力する必要があります。 
トランザクション: データソースをトランザクション方式で開くかどうかを設定します。デフォ

ルトでは選択されていません。  
読取専用: データを編集できない状態で開きます。データソースを開く時のみに有効な設

定です。 
排他：データソースが 1 人のユーザーのみで開くことができます。データソースを開く時の

みに有効な設定です。 
投影情報: 選択したデータソースの投影情報が表示されます。投影タイプ、地理単位など

が含まれます。 
2. その他のデータソース 
 サーバー名: データソースを保存するサーバー名です。この名前はサーバーの機械名と

同じ場合と異なる場合があります。またサーバーのIPアドレスでも可能で、その名前はデー

タベース管理者 DBA に確認してください。 
 データベース名: 空間データベース名です。このデータベースは 1 つのデータソースのす

べての情報を保存しています。同様に DBA に確認してください。 
 ユーザー名:ログインするユーザー名です。 

 パスワード:データベースのパスワードです。 
 開く方法  
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データソース名: ワークスペース上に保存される識別名です。データソース作成時に設定

し、その他の名前を入力することも、入力しなくても可能です。 
パスワード、パスワードの確認:これらは空間データソースを開く際には使用しません。 

トランザクション: データソースをトランザクション方式で開くかどうかを設定します。デフォ

ルトでは選択されていません。 
読取専用: データを編集できない状態で開きます。データソースを開く時のみに有効な設

定です。 
その他の操作方法 

 標準ツールバーの新規データソース  をクリックします。 

 ショートカットキー:Ctrl+O。 

 ワークスペースウィンドウまたはワークスペースマネージャで、データソース名の上で右クリ

ックし、表示されたショートカットメニューから「データソースを開く」を選択します。 

 

注意事項 
 データソースにパスワードを設定すると、次回以降このデータソースを開く時にこのパスワ

ードを入力する必要があります。 

 DeskPro の Bin が()を含むパス、例えば「D:\5.0.1(臨時バージョン)」に移動された場合、ワ

ークスペースでOracleデータソースを開くと、OracleSPATIALデータソースは失敗してしま

います。  

 システムは各種データソースタイプを提供しており、必要に応じて選択することができます。

データソースファイル（ファイル形式のデータソース）以外のデータソースを開くには、空間

データベースに接続を行う必要があります。 

4.3.3 データソースの 適化 

機能 
1 つまたは複数のデータソースを（複数の場合はバッチ処理で）圧縮し、データサイズを減らしま

す。 

操作 
1. 「ツール」 - 「データソースの 適化」を選択すると、「データソースファイルを 適化」ダイ

アログボックスが表示されます。 

2. 「データソースを追加」ボタンをクリックします（またはダイアログの枠内をダブルクリックしま

す）。「ファイルを開く」ダイアログから圧縮するデータソースを選択します。必要な場合は

パスワードを入力します。 
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3. 「開始」ボタンをクリックするとデータソースの 適化処理が行われます。 

 
図 4.6 データソース 適化結果 

(注: （*.sdb）形式のデータソースのみ 適化処理を実行できます) 

適化処理中にシステムの作業進行状況が表示されます。操作終了後、リストの「結果」に各デ

ータソースの 適化が成功したかどうかが表示されます。図 図 4.6 データソース 適化結果は操作

完了後のインターフェースです。 

図 4.6 からわかるように、1 つのデータソースの 適化が失敗しています。原因としてはこのデータ

ソースがすでに現在のワークスペースで開いているか、パスワードが間違っている可能性がありま

す。 

前者が原因の場合、ワークスペースウィンドウでそのデータソースを選択し、右クリックして、ショー

トカットメニューから「データソース 適化」をクリックすると、 適化操作を行います。 

原因が後者の場合は、正確なパスワードでデータソースを開き、上記の操作をします。または「デ

ータソースの 適化」ダイアログボックスでパスワードを入力しなおし、 適化操作を行います。 

データソースから多くのデータセットを削除しても、データソースファイルのサイズはデータセットの

削減に伴って自動的に小さくなるとは限らず、データ中から大量にレコードを削除する際、同時に新

たなレコードが追加されます。データソースの 適化は、物理的に記録を削除することで、 データソ

ースファイルサイズを圧縮し、データの検索速度を高めます。 

4.3.4 データソースの修復 

機能 
ダメージを受けたデータソースを修復します。データソースが開けない場合も、これで修復できる

可能性があります。 
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操作 
1. 「ツール」 - 「データソースの修復」メニューを選択すると、「データソースを修復」ダイアロ

グボックスが表示されます。 

2. 「データソースを追加」ボタンをクリックします（またはダイアログの枠内をダブルクリックしま

す）。「ファイルを開く」ダイアログから修復するデータソースを選択します。必要な場合は

パスワードを入力します。 

3.   「開始」ボタンをクリックすると、データソースの修復処理を実行します。 

 
図 4.7 データソース修復結果 

(注: データソースの修復は SDB タイプのデータソースのみサポートします) 

修復の際、プログレスバーにデータソースの修復状況を表示します。操作終了後、リストの「結果」

に各データソースの修復が成功したかどうかが表示されます。図 図 4.7 は操作完了後のインターフ

ェースです。 

図 4.7 からわかるように、1 つのデータソースの修復が失敗しています。原因としてはこのデータソ

ースがすでに現在のワークスペースで開いているか、パスワードが間違っている可能性があります。

原因が前者の場合、ワークスペースでこのデータソースを閉じてから再度修復操作を行います。原

因が後者の場合は、データソースのパスワードを確認し、「データソースの修復」ダイアログボックス

でパスワードを入力しなおします。 

4.3.5 データソース更新 

機能 
データソースの中のデータセットを更新します。 

操作 
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1. ワークスペースウィンドウで更新するデータソースを選択します。  

2. 右クリックしてショートカットメニューの「更新」を選択します。  
注意事項 
この操作では開いているデータセットを閉じます。更新前にマップやレイアウト等を保存してくださ

い。 

4.3.6 データソースのバージョンアップ 

機能 
旧バージョンの SDB データを SDB+データにバージョンアップします。 

操作 
1. 「ツール」-「SDB を 3 から 5 へバージョンアップ」を選択すると、「SDB を 3 から 5 へバージ

ョンアップ」ダイアログボックスが表示されます。  

2. 「追加」をクリックすると、「ファイルを開く」ダイアログボックスが表示されます。  

3. バージョンアップさせる SDB データソースファイルを選択します。  

4. 「OK」をクリックすると、選択したデータソースがリストボックスに追加されます。  

リストボックスの「SDB 5(Plus)」列に、バージョンアップ後の SDB Plus データソースファイルの保

存先パスとファイル名が表示されます。ファイルの保存先は変換元の SDB ファイルと同じパスで、

ファイル名は「Plus+元データソース名」となります。保存先とファイル名を変更する場合は、直接

この欄の記述を書き換えることができます。 

5. 「OK」をクリックすると、操作を実行します。 

  

4.3.7 データ接続ファイルを作成 

機能 
データ接続ファイル（*.DCF）を作成します。次回データベースタイプのデータソースを開くのに便

利です。 
操作 

1. 「ツール」-「データ接続ファイルを作成」を選択すると、「データ接続ファイルを作成」ダイア

ログボックスが表示されます（図 4.8）。  
2. 左のリストボックスから接続するデータベースタイプを選択します。 
3. サーバー名、データベース名、ユーザー名、パスワードを入力します。 
4. 「接続テスト」をクリックすると、接続に成功した場合は「データソースを開くことに成功しまし
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た」のウィンドウが表示されます。接続に失敗した場合は「データソースを開くのに失敗しま

した」のウィンドウが表示されます。 
5. 接続するファイルの保存パスとファイル名を直接入力するか、ボタンをクリックして設定しま

す。  
6. パスワードを保存するかどうか選択します。 
7. 「OK」をクリックすると、データ接続ファイルが作成されます。 

 
図 4.8 データ接続ファイルを作成ダイアログボックス 

（注: ダイアログボックス左のエンジンタイプはインストール時に選択するエンジンによって異なります） 

ダイアログボックスについて 
 リストボックス: データベースを選択します。 
 サーバー名:データソースを保存するサーバー名です。この名前はサーバーの機械名と

同じ場合と異なる場合があります。またサーバーの IP アドレスでも可能で、その名前はデ

ータベース管理者 DBA に確認してください。 
 データベース名: 空間データベース名です。このデータベースは 1 つのデータソースのす

べての情報を保存しています。データベース名は同様に DBA に確認してください。 
 ユーザー名：ログインするユーザー名です。 
 パスワード: データベースのパスワードです。 
 接続テスト: データベースに接続したかどうかをテストします。 
 データベース接続ファイル: 接続ファイルの保存パス及びファイル名を、直接入力するか、

フォルダボタンをクリックして選択します。 

 パスワード保存: パスワードを保存するかどうか選択します。チェックすると、次

回以降データベース接続ファイルを開くときにパスワードの入力が不要です。 



 

41 

第5章 データセット 

5.1  データセット概説 

データセットは、同じタイプのデータから構成されるデータオブジェクトの集合体です。SuperMap 

GISデスクトップ製品では、ポイントデータセット､ラインデータセット､ポリゴンデータセット、TIN デー

タセット、GRID データセット、複合 データセット、ネットワークデータセット、テキストデータセットなど、

16 種類のデータセットをサポートしています。詳しくは 表 5.1 を参照してください。 

表 5.1 SuperMap GIS デスクトップ製品がサポートするデータセット 

 タイプ 説明 新規作成可否 表示可否 編集可否 

属性データセッ

ト 

属性データセット（いかなる空間オブジェク

トも含まない） 
√ √ √ 

ポイントデータ

セット 

離散ポイントデータなど、ポイントタイプの

データを保存 
√ √ √ 

ラインデータセ

ット 

河川､道路の分布など､ラインタイプのデー

タを保存 
√ √ √ 

ポリゴンデータ

セット 

家屋の分布など､ポリゴン（多角形）タイプ

のデータを保存 
√ √ √ 

テキストデータ

セット 

注記など､テキストタイプのデータを保存 
√ √ √ 

ネットワークデ

ータセット 

ネットワークタイプのデータを保存し､ルー

ト解析などを実行 

 
√ √ 

Route データセ

ット 

ネットワーク解析結果データ保存に用いる
√ √ 

 

3D ポイントデー

タセット 

標高点の分布など、3D ポイントタイプのデ

ータを保存 

 
√ 

 

3D ラインデータ

セット 

パイプラインの分布など、3D ラインタイプ

のデータを保存 

   

ベ
ク
タ 

複合データセッ

ト 

複数のタイプのベクタデータを保存 
√ √ √ 
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TIN データセット 
三角形メッシュデータで、3D モデルデータ

の一種 

 
√ √ 

画像データセッ

ト 

属性情報を持たないラスタ画像データ  
√ 

 

DEM データセッ

ト 

デジタル標高モデルデータで､3D モデル

データの一種 

 
√ 

 

GRID データセ

ット 

メッシュデータ  
√ 

 

MrSID データセ

ット 

MrSID 圧縮画像データ 
√ √ 

 

ラ
ス
タ 

ECW データセッ

ト 

ECW データセット 
√ √ 

 

5.1.1 ベクタデータセットとラスタデータセット 

データの構造の違いにより、SuperMap GIS デスクトップ製品のデータセットはベクタデータセット

とラスタデータセットに分かれています。常用のポイント、ライン、ポリゴン、テキスト等のタイプのデー

タセットはベクタデータセットに属します（図 5.1a）。ラスタデータセットはネットワークあるいは画像タ

イプのデータ保存に使用し、画像データセット、GRID データセット、MrSID データセット、ECW デー

タセット等のタイプのデータセットはラスタデータセットに属します（図 5.1b）。SuperMap GIS ではこれ

ら 2 つのデータセットを 1 つのデータソースに保存することができ、1 つのマップウィンドウに重ねて

表示することもできます。 

 
a ベクタデータセット b ラスタデータセット 

図 5.1 ベクタデータセットとラスタデータセット 
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5.1.2 単一データセットと複合データセット 

単一データセットとは 1 種類の幾何オブジェクトのみ保存するデータセットで、ポイント、ライン、ポ

リゴン、テキストデータセット等がそれにあたります。 

複合データセット（CAD データセット）とは複数タイプの幾何オブジェクトを保存することができるデ

ータセットで、SuperMap GIS デスクトップ製品が類似した CAD データや、CAD を構成するための空

間データの保存と管理をします（図 5.2）。 

複合データセットはポイント、ライン、テキスト等異なるタイプの幾何オブジェクトを保存することが

できますが、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等

の単一データセットは、例えばポイントデータセット中にはポイントオブジェクトのみ保存し、ラインオ

ブジェクトは保存できないなど、同じタイプの幾何オブジェクトしか保存することができません。。 

また、複合データセットのすべてのオブジェクトはスタイルを保存することができますが（テキストデ

ータセットと同様）、ポイント、ライン、ポリゴンデータセット等の単一データセットのオブジェクトはスタ

イルを保存することができません。表示する際には、複合データセットは自身のスタイルを使用し、単

一データセットの表示スタイルはレイヤースタイルあるいは主題図の方式で定義をします。 

 

図 5.2 複合データセットに保存する複数のデータタイプとスタイル 

5.1.3 ネットワークデータセット 

ネットワークデータセットは、ネットワークトポロジ関係を備えたデータセットの保存に使用します。

簡単なポイントデータセット、ラインデータセットとは異なり、ネットワークデータセットにはネットワーク

ラインオブジェクトやネットワークノードオブジェクト、またそれらの間の空間トポロジ関係も含まれま

す（図 5.3）。そのためネットワークデータセットには、ノードデータセットとラインデータセットの 2 つの

データセットがあります。 
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a 道路ラインデータセット b 道路ネットワークデータセット 

図 5.3 ネットワークデータセット 

ネットワークデータセットに基づき、ルート解析、サービスエリア解析、近隣施設解析、リソース配

分、隣接ノード解析、アクセス可能ノード解析等の様々なネットワーク解析が実行できます。解析操

作について詳しくは 13.6ネットワーク解析機能を参照してください。 

5.1.4 空間データセットと非空間データセット 

簡単に言うと、図形データを持ったデータセットが空間データセットで、図形データのない属性テ

ーブルが非空間データセットです。表 5.1 のデータセット中、属性テーブルデータセットが非空間デ

ータセットで、その他はすべて空間データセットです。非空間データセットはレイヤーとしてマップウ

ィンドウで表示することはできません。図 5.4 は属性テーブルデータセットです。 

  
図 5.4 属性データセット 図 5.5 ポイントデータセット属性ダイアログボックス 
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5.2  データセットの属性 

5.2.1 ベクタデータセット属性 

データセット属性は、データセットの基本情報です。ベクタデータセットの属性には、空間情報と

属性情報が含まれます。データセットの属性を表示するには、ワークスペースウィンドウまたはワーク

スペースマネージャでデータセットを選択して右クリックし、表示されたショートカットメニューから 「属

性」を選択します。図 5.5 は、ポイントデータセットの属性ダイアログボックスです。 

ベクタデータセットの「属性」ダイアログボックスでは、データセットの基本情報、データセット範囲、

データセットトレランス、データセットの属性テーブルの構成、その他の属性情報が表示されます（詳

しくは 表 5.2 を参照してください）。 

表 5.2 ベクタデータセット説明 

項目 説明 
基本情報 データセットの名称、タイプ、オブジェクトの個数などが表示されます。プルダウンメニュ

ーから、データセットのテキストに使用する言語を選択できます。 
デ ー タ セ ッ ト

範囲 
データセットの地理境界範囲と標高範囲を表示します。 

データセットト

レランス 
ノードトレランス、ダングルトレランス、グレーントレランス、スモールポリゴントレランス、ロン

グダングルトレランス等データセットの各種トレランスを表示します。数値を直接入力する

ことや、「設定のクリア」、「デフォルト」の機能もあります。各トレランスの説明については

5.6.3トポロジ処理の詳細設定を参照してください。 
記述 データセットの説明を入力でき、修正可能です。 

属性テーブル

の構成 
データセットに含まれる属性テーブルの全フィールドについて、名前、型、デフォルト値

などの情報が表示されます。フィールドの作成、削除が可能で、フィールドを削除する際

の警告表示を選択できます。操作について詳しくは 9.4属性テーブルの修正を参照して

ください。 
そ の 他 の 属

性 
読取専用、ユーザーキャッシュ、3 級インデックス、ロングトランザクション、シーケンス、ユ

ーザーロック、NONE、スタイル、データ圧縮、コードタイプの状態を設定または確認でき

ます。 

応用 これをクリックすると、ベクタデータセット属性ダイアログボックスの各項目の修正を行いま

す。 
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5.2.2 ラスタデータセット属性 

ラスタデータセットの属性には、データセットの基本属性、画像属性、データセット範囲、その他の

属性情報が含まれます（詳しくは表 5.3 ラスタデータセット説明を参照してください）。データセット

の属性を表示するには、ワークスペースウィンドウまたはワークスペースマネージャでラスタデータセ

ットを選択して右クリックし、表示されたショートカットメニューから 「属性」を選択します。図 5.6 は、ラ

スタデータセットの属性ダイアログボックスです。 

 
図 5.6 画像データセット属性ダイアログボックス 

 

表 5.3 ラスタデータセット説明 

項目 説明 
基本属性 データセットの名称、タイプ、コーディング方式を表示します。 

画像属性 画像の保存フォーマットを表示します。Null 値はラスタデータセットのセルの値がないか、

意味を持たない場合（null 値の場合）、ここに表示された数値となります。通常-9999 と定

義されています。X/Y 解像度は、ラスタデータセットの X,Y 方向の解像度（1 つのピクセル

に相当する長さ）を表示します。設定したデータセット範囲の違いにより変化します。 

デ ー タ セ ッ ト

範囲 
データセットの地理境界範囲、ラスタピクセルの行列数、標高範囲を表示します。 

極値 ラスタデータセットの標高値の 大値と 小値を表示します。 
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そ の 他 の 属

性 
ピラミッド画像作成の有無、データ圧縮の有無を表示します。 

記述 データセットの説明を入力でき、修正可能です。 

応用 これをクリックすると、ラスタデータセット属性ダイアログボックスの各項目の修正を行いま

す。 

5.3 データセット新規作成 

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、複合データ

セット、 ルートデータセット、属性テーブルデータセット、ECW データセット、MrSID データセット、複

合データセット作成のバッチ処理、テンプレートよりデータセット作成等の新規データセットの作成方

法を提供しています。いずれの方法でも、複数の新規データセットをバッチ処理で作成できます。ま

た、バッチ処理で新規作成したデータセットの設定は単独で実行でき、互いに影響されません。 

 

新規データセットの作成方法には以下の 3 つがあります 

 メニューの｢データセット｣-｢新規データセット｣を選択します。 

 ワークスペースウィンドウ/ワークスペースマネージャで新規作成するデータセットのデータ

ソースを選択し、ショートカットメニューの｢新規データセット｣を選択します。 

 標準ツールバーの新規データソースボタン 右側の をクリックし、メニューの｢新規

データセット｣を選択します。 

5.3.1 データセット新規作成 

操作 
1. 「データセット」-「新規データセット」を選択すると、「新規データセット」ダイアログボックス

が表示されます（図 5.7）。  

2. 左のボックスで、作成するデータセットタイプ（ポイント、ライン、ポリゴン、テキスト、複合、ル

ート）を選択します。  

3. データセット名の列をクリックして新規データセット名を入力します。  

4. 保存先データソース名の列で、プルダウンリストから保存先のデータソースを選択します。  

5. ワークエリアに追加の列で、プルダウンリストから新規データセットを作成後の状態を選択

します。  
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6. コードタイプの列を選択して、プルダウンリストから新規データセットのコードタイプを選択

します。  

7. 他のデータセットを作成する場合、3 から 6 までの操作を繰り返します。  

8. 「OK」ボタンをクリックし、操作を実行します。  

 

図 5.7 新規データセットダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 
 データセット名: セルをクリックすると、編集可能な状態となり、データセット名を入力できま

す。 
 保存先データソース名:新規データセットを保存するデータソースを選択します。セルをクリ

ックすると、プルダウンメニューに、ワークスペースのすべてのデータソースが表示されます。

ここから保存先データソースを選択します。 
 ワークエリアに追加: 新規データセットのワークエリアへの追加方法を設定します。セルを

クリックすると、プルダウンメニューに、「新規マップウィンドウの作成」、「現在のマップウィン

ドウに追加」、「現在のマップウィンドウに追加しない」の 3 つの項目が表示されます。ここか

ら追加方法を選択します。 
コードタイプ: データの保存容量を節約し、サーバーとネットワークのデータ転送時の負荷

を減らすため、コードタイプの指定により、ベクタデータを圧縮できます。NONE、SDC、

SWC の 3 つのコードタイプを提供しており、デフォルトは NONE です。 
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5.3.2 複数データセット作成のバッチ処理 

一回の操作で複数タイプのデータセットを作成できます。 

操作手順はポイントデータセット等と同様ですが、リストにデータセット型の項目が追加されますの

で、必要に応じて選択します。  

5.3.3 テンプレートによる作成 

現在のワークスペースにある任意のデータセットをテンプレートとして、同じテーブル構成を持つ

データセットを作成します。 

操作 
1. 「データセット」-「新規データセット」を選択すると、「新規データセット」ダイアログボックス

が表示されます（図 5.7）。  

2. 左のボックスで、テンプレートよりデータセット作成を選択します。  

3. データセット名の列をクリックして新規データセット名を入力します。  

4. テンポラリデータソースの列で、プルダウンリストからテンプレートデータセットがあるデータ

ソースを選択します。  

5. テンプレートデータセットの列をクリックして、プルダウンリストからテンプレートデータセット

を選択します。  

6. 保存先データソース名の列で、プルダウンリストから保存先のデータソースを選択します。  

7. ワークエリアに追加の列で、プルダウンリストから新規データセットを作成後の状態を選択

します。  

8. 他のデータセットを作成する場合、3 から 7 までの操作を繰り返します。  

9. 「OK」ボタンをクリックし、操作を実行します。 

5.3.4 ECW、MrSID データセット 

MrSID（Multi-resolution Seamless Image Database）はアメリカ Los Alamos 国立研究所が

発明した新しい画像圧縮、解凍、保存、取得技術です。離散ウェーブレット変換（DWT）技術を利用

して画像を圧縮し、局部変換により画像内部のすべての部分を統一の解像度にし、画像の質量を

非常に高めます。 
ECW（Enhanced Compression Wavelet）はオーストラリア ER Mapper がウェーブレット

（Wavelet）に基づき変換した画像圧縮技術で、高い圧縮比率（50:1～20:1）、速い還元速度、画像
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損失が少ない等の特徴をそなえています。この画像圧縮フォーマットは高圧縮率の状況下でも非常

に高い解像度と画像質量が保持できます。MrSID と同様の圧縮技術をそなえていますが、圧縮フォ

ーマットは異なり、システムは ECW と MrSID の変換機能と表示機能を提供しています。 
操作 

1. 「データセット」-「新規データセット」を選択すると、「新規データセット」ダイアログボックス

が表示されます（図 5.7）。  

2. 左のボックスで、作成するデータセットタイプ（ECW、MrSID）を選択します。  

3. 「関連ファイル」ボタンをクリックするか、リストボックス内でダブルクリックすると、「ファイルを

開く」ダイアログボックスが表示されます。  

4. ファイルパスとファイル名を選択して、「開く」をクリックします。  

5. 保存先データソース名の列で、プルダウンリストから保存先のデータソースを選択します。  

6. ワークエリアに追加の列で、プルダウンリストから新規データセットを作成後の状態を選択

します。  

7. MrSID データセットに対しては、パスワードの設定もできます。  

8. 他のデータセットを作成する場合、3 から 7 までの操作を繰り返します。  

9. 「OK」ボタンをクリックし、操作を実行します。  

5.3.5 属性テーブルデータセット 

あるデータセットをテンプレートとして、バッチで複数の属性テーブルデータセットを作成します。

属性テーブルの構成は、サンプルのデータセットと同じです。 

操作 
1. 「データセット」-「新規データセット」を選択すると、「新規データセット」ダイアログボックス

が表示されます（図 5.7）。  

2. 左のボックスで、テンプレートより属性テーブルデータセットを選択します。  

3. データセット名の列をクリックして新規データセット名を入力します。  

4. 保存先データソース名の列で、プルダウンリストから保存先のデータソースを選択します。  

5. テンポラリデータソースの列で、プルダウンリストからテンプレートデータセットがあるデータ

ソースを選択します。  

6. テンプレートデータセットの列をクリックして、プルダウンリストからテンプレートデータセット

を選択します。この項目を空とした場合、生成される属性テーブルデータセットには、シス

テムフィールドの SmID と SmUserID のみ作成されます。  

7. 他のデータセットを作成する場合、3 から 6 までの操作を繰り返します。  
8. 「OK」ボタンをクリックし、操作を実行します。  
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ダイアログボックスについて 
 データセット名: セルをクリックすると、編集可能な状態となり、データセット名を入力できま

す。 
 保存先データソース名: 新規データセットを保存するデータソースを選択します。セルをク

リックすると、プルダウンメニューに、ワークスペースのすべてのデータソースが表示されま

す。ここから保存先データソースを選択します。 

 テンポラリデータソース: セルをクリックすると、プルダウンメニューに、ワークスペースのす

べてのデータソースが表示されます。ここからテンプレートデータセットを保存するデータソ

ースを選択します。 

 テンプレートデータセット: テンプレートデータセットを選択します。新規データセットのベク

タテーブル構造は、テンプレートデータセットと同じになります。 

5.4 データセットの基本操作 

5.4.1 データセットをコピー 

機能 

データセットを同一または異なるデータソースにコピーします。 

操作 

1. 「データセット」 - 「データセットをコピー」を選択すると、「データセットのコピー」ダイアログ

ボックスが表示されます（図 5.8）。  

2. コピー元データソースとコピー先データソースを選択します。  

3. 「生成元データセット」で、データセット名の前のチェックボックスにチェックを入れて、デー

タセットを選択します。デフォルト設定では、「生成先データセット」に、「生成元データセッ

ト」のデータセット名がそのまま表示されます。名前を変更する場合は、「保存先データセッ

ト」のデータセット名をクリックし、新たなデータセット名を入力します。  

4. データセットのコード方式を選択します。 

5. 「OK」をクリックすると、選択したデータセットをコピーします。  
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図 5.8 データセットのコピーダイアログボックス 

その他の操作方法 

 ワークスペースマネージャでコピーしたいデータセットを選択し、ショートカットメニューの

｢コピー｣、｢貼り付け｣機能を使用します。  

 ワークスペースマネージャでコピーしたいデータセットを選択して右クリックし、表示された

ショートメニューから「名前を付けてのコピー」を選択すると、「名前を付けてデータセットを

保存」ダイアログボックスが表示されます。保存先のデータソースを選択し、保存先のデー

タセット名を入力して「OK」をクリックすると、データセットをコピーします。  

 ワークスペースウィンドウでコピーしたいデータセットを選択し、左クリックをして目的のデー

タソースにドラッグします。これらの方法で一度にコピーできるデータセットは 1 つだけで

す。  

注意事項 

 「データセットのコピー」ダイアログボックスの「生成元データセット名」には、コピー元デー

タソースのすべてのコピー可能なデータセットが表示されますが、選択されたデータセット

だけをコピーできます。 

 現在、ECW、MrSID に対するデータセットのコピー操作はサポートしていません。  

 SQL データソースに対して、ルートデータセット、3D ポイントデータセット、3D ラインデータ

セットのコピー操作はサポートしていません。  

条件 

 ワークスペースにデータセットがある状態で実行して ください。 
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5.4.2 データセットの削除 

機能 

データセットを削除します。 

操作 

1. 「データセット」 - 「データセットの削除」を選択すると、「データセットを削除」ダイアログボ

ックスが表示されます。  

2. 削除するデータセットのデータソースを選択します。  

3. 「ファイルの種類」で、削除するデータセットのタイプを選択します。  

4. リストボックスで、削除するデータセットを選択します。  

5. 「OK」をクリックすると、選択したデータセットを削除します。  

その他の操作方法 

 ワークスペースウィンドウでデータセットを選択し、Delete キーを押すと、選択したデータセ

ットを削除します。 

 ワークスペースウィンドウでデータセットを選択して右クリックし、表示されたショートメニュー

から「データセットの削除」を選択すると、削除確認のダイアログボックスが表示されます。

「OK」をクリックすると、選択したデータセットを削除します。  

注意事項 

 データセットを削除すると、元に戻すことはできません。 

 作成した 3 級インデックスのデータセットを削除すると、その作成時に自動で生成した Lib

データセットも削除されます。その Lib データセットも 3 級インデックスを作成しており、Lib

データセットが 3 級インデックス作成時に生成した Lib データセットも削除されます。 

条件 

 ワークスペースにデータセットがある状態で実行してください。 

5.4.3 データセットの検索 

機能 

ワークスペースから指定条件にあったデータセットを検索します。 

操作 
1. 「データセット」-「データセット検索」を選択すると、「データセット検索」ダイアログボックス

が表示されます（図 5.9）。  

2. 名称、元データ、レコード数、範囲等の検索条件を設定します。  
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3. 「検索」をクリックすると、検索されたデータセットがワークスペースマネージャに表示されま

す。 

  
図 5.9 データセット検索ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 
 名称: 名称から条件を満たすデータセットを選択します。 
 全てマッチ: 入力した名称と完全に一致するデータセットのみを検索します。 
 元データ: 元データから条件を満たすデータセットを選択します。 
 全てマッチ:入力した元データと完全に一致するデータセットのみを検索します。 
 レコード数: データセットのレコード数から条件を満たすデータセットを選択します。 
 範囲: データの範囲を入力します。この範囲内に一部でもデータが存在するデータセット

を検索します。 

その他の操作方法 
 ワークスペースウィンドウから「データソース」ラベルを選択し、ショートカットメニューから

「データセット検索」を選択します。この方法では、すべてのデータソースから条件にあった

データセットを検索します。  

 ワークスペースウィンドウから検索を行うデータソースを選択し、ショートカットメニューから

「データセット検索」を選択します。この方法では、選択したデータソース内からのみ条件

にあったデータセットを検索します。  

注意事項 
 レコード数を条件とした検索はラスタデータセットでは使用できません。 

5.4.4 ウィンドウに追加 

機能 
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その他のデータセットあるいはデータソースのデータセットをマップウィンドウに追加します。 

操作 

1. 「データセット」 - ｢ウィンドウに追加｣ を選択すると、「選択」 ダイアログボックスが表示さ

れます。  

2. データソースを選択し、リストボックスで追加するデータセットを選択します。  

3. 「OK」をクリックし、操作を完了します。  

その他の操作方法 

 ワークスペースウィンドウでデータセットを選択します。マウスでドラッグして、開いているマ

ップウィンドウに移動します。 

条件 

 ウィンドウに開いているマップがある状態で実行してください。 

5.5 データセットのオプション操作 

5.5.1 境界範囲の更新 

機能 

データセットの範囲を再計算し、更新します。 

操作 

1. 「データセット」 - 「境界範囲の更新」 を選択すると、「データセットの範囲を再計算」ダイ

アログボックスが表示されます。 

2. 境界範囲を更新するデータソース、データセットを選択します。。 

3. 「OK」 をクリックし、操作を完了します。 

更新に成功した場合、解析レポートウィンドウに「データセット" （データセット名）" の範囲を更新

しました。」と表示されます。 

その他の操作方法 

 ワークスペースウィンドウでデータセットを選択して右クリックし、表示されたショートカットメ

ニューから「境界範囲の更新」を選択します。この方法で一度にピラミッド画像を生成でき

るデータセットは 1 つです。 

注意事項 

 オブジェクトを削除しても、境界範囲は更新されません。このため、レイヤーの端にある大

きなオブジェクトを削除したような場合に、レイヤーの全体表示を正確に実行できないこと
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があります。境界範囲の更新は、このような場合に必要となります。 

5.5.2 空間インデックスの作成 

機能 

データセットを再計算し、高速検索できる空間インデックスを作成します。複数データセットでバッ

チ処理できます。 

操作 

1. 「データセット」 - 「空間インデックスの作成」 を選択すると、「空間インデックスの作成」 

ダイアログボックスが表示されます（図 5.10）。 

2. 空間インデックスを作成するデータセットを選択します。  

3. 「作成されるインデックスタイプ」を変更する場合、リストボックスから該当するデータセットを

選択後、「関連パラメータ」にある「タイプ」のプルダウンメニューから選択します。現在、R

木インデックス、四分木インデックス、動態インデックスの 3 種類の空間インデックスタイプ

をサポートします。 

4. 「OK」をクリックすると操作を完了します。  

空間インデックスの作成に成功すると、解析レポートウィンドウに「データセット"（データセット名）"

の空間インデックスの作成に成功しました」と表示されます。 

 
図 5.10 データセット空間インデックスダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 
 リストボックス: 選択したデータソースの、「ファイルの種類」で指定したタイプのデータセ

ットを表示します。 
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番号:データセットの番号とタイプのアイコンを表示します。 
データセット名:空間インデックスを作成するデータセット名です。データセット名 a@データ

ソース A。 
現在のインデックスタイプ:現在使用している空間インデックスで、デフォルトは R 木インデ

ックスです。 
作成されるインデックスタイプ:使用するインデックスタイプで、デフォルトは R 木インデック

スです。 
 インデックスタイプ: リストボックス中のデータセットの現在のインデックスと作成するインデ

ックスのタイプを表示します。空間インデックス無し、R木インデックス、四分木インデックス、

動態インデックスの 4 種類のインデックスがあります。詳しくは 表 5.4 を参照してください。 

空間インデックス無し: 範囲検索の時に空間インデックスを使いません。データ量が非常

に小さい場合に適しています。特にオブジェクト数が 1000 以下のデータベースのデータ

セットの場合、インデックスを作成することでかえって速度が低下することがあります。この

ような場合に、システムが判断してインデックスを作成しないことを推奨します。 

R 木インデックス: R 木インデックスは B 木（1 次元）を高次元空間に拡張したもので、各タ

イプの空間検索に関する操作をサポートします。R 木インデックスは読み取り効率が高い

ですが、同時アクセス編集はサポートしません。しかも維持コストが高くなるため、R 木イン

デックスは単独ユーザー、データ量が中規模以下のデータの操作に適しています。通常

50 万以下のレコード、また SDB データソースに対して適しています。 

R 木空間インデックスの方法は、仮の矩形目標を設計し、空間位置が近接する目標オブ

ジェクトはこの矩形内に含まれます（図 5.11）。このような矩形を空間インデックスとします。

これが含まれるすべての空間オブジェクトの指針となります。例えば、A 中に空間オブジェ

クト D、E、F、B 中に空間オブジェクト H、I、J、K、C 中に空間オブジェクト L、M を含むとし

ます。このような場合、図 5.12 が R 木インデックスのモデルとなります。 

 

 
図 5.11 仮の目標矩形 図 5.12  R 木インデックス 
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四分木インデックス: 四分木は一種の有効な 2D インデックスで、小データ量で頻繁に同

時アクセスして編集するデータに適しています。基本的なしくみは、ワークスペース全体の

コードを 0 として、水平線と垂直線でワークスペースを 4 等分に分割します。各部分に対し

て順序どおりに 00、01、02 とコードを付与します。左上角を 00、右下角を 03 とします。この

ように分割された格子は、同じ規則で更に細かく分割されます。例えば、第 00 格子が更に

分割されると、分割後の 4 つの格子はそれぞれ 000、001、002、003 とコードが付与されま

す。必要に応じて更に継続して分割することができます。例えば、第 031 格子は引き続き、

0310、0311、0312、0313 となります（図 5.13）。同様の操作で、ずっと細分化していくことが

できます。分割のレベルは研究区域のオブジェクト数と平均サイズで決まります。左の図で

はデータセットのすべてのオブジェクトが完全にインデックスに含まれた状態で、この状態

の 4 分木構造を示したのが図 5.14 です。 

  

図 5.13 四分木格子 図 5.14 四分木インデックス 

動態インデックス: 動態インデックスは SuperMap が 2008 バージョンで提供する新しいタイ

プのインデックスです。これはR 木インデックスと4分木インデックスの利点を融合させたも

ので、同時アクセス編集に対しても優れた効果があります。どのタイプの空間インデックス

が良いか決めかねる場合は、動態インデックスの作成を推奨します。動態インデックスは

多層グリッド分割の方式でデータを構成管理します。基本方式は、データセットを一定の

規則で均等あるいは不均等のグリッドに分割するもので、各地理オブジェクトが占有する

グリッド位置を記録します。GIS ではしばしば規則グリッドを用います。ユーザーが空間検

索を実行したとき、まず検索するオブジェクトのグリッドを算出して、これを通じて高速で目

標の地理オブジェクトを検索します。データセットに対して動態インデックスを作成するに

は、インデックス基準点とグリッド幅を設定する必要があります。基準点はインデックス範囲

中心点、グリッドの幅は、理論上はレベル数につれて増加します。つまり第 2 レベルのグリ

ッドの幅は第 1 レベルのグリッドの幅より大きいことになります（図 5.15）。 
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図 5.15 動態インデックス 

その他の操作方法 

 ワークスペースウィンドウで、データセットを選択して右クリックし、表示されたショートカット

メニューから「空間インデックスの 作成」を選択します。この方法で一度に空間インデック

スを作成できるデータセットは 1 つで、元のインデックスタイプを保持し、インデックスがな

い場合は R 木インデックスを作成します。 

注意事項 

 データセットを閉じた状態でないと、空間インデックスは作成できません。データセットを開

いた状態で空間インデックスを 作成しようとすると、「データセットが開いています。自動的

にデータセットを閉じて処理を継続させますか？」と表示されます。 

 オブジェクトを追加または削除する時、オブジェクトを選択できなことがあります。多くの場

合、データセットの空間インデックスがダメージを受けています。新たに空間インデックスを 

作成する必要があります。 

 ワークスペースウィンドウで、データセット名の左上に赤色で「*」印がついている場合、空

間インデックスを作成する必要があります。 

表 5.4 データベースに対するインデックスタイプのサポート状況 

 SDB SDB+ SQL SQL+ Oracle+
Oracle 
Spatial 

KingBase Sybase DM DB2 

R 木インデ

ックス 
√ √  

○√ 
○√ 

○√ 
○√ 

 
○√ 
○√ 

○√ 
○√ 

○√ 
○√ 

○√ 
○√ 

四分木イン

デックス 
   ○√ ○√  ○√ ○√ ○√ ○√ 

動態インデ

ックス 
   √ √      
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注:○√ ポイント以外のデータセットはサポート、√すべてのデータセットサポート 

5.5.3 データセットのリサンプリング 

機能 

マップオブジェクトのノード（頂点）密度が高く、不必要に高い精度を保持している場合、ノードをリ

サンプリングし、マップ精度とデータサイズを低減させます。複数のデータセットのバッチ処理ができ

ます。 

操作 

1. 「データセット」 - 「データセットのリサンプリング」を選択すると、「データセットのリサンプリ

ング」ダイアログボックスが表示されます。 

2. 「データセットの選択」ボタンをクリックすると、「選択」ダイアログボックスが表示されます。 

3. リサンプリングするデータセットを選択し、、「OK」をクリックします。 

4. リサンプリング距離、スナップノードトレランスを入力し、トポロジ前処理をするかを選択しま

す。 

5. 「OK」をクリックすると、データセットをリサンプリングします。 

リサンプリングに成功すると、「データセット"（データセット名）"のリサンプリングに成功しました。」

と表示されます。 

その他の操作方法 

 ワークスペースウィンドウでラインデータセット選択して右クリックし、表示されたショートカッ

トメニューから「データセットのリサンプリング」を選択すると、「オブジェクトリサンプル」ダイ

アログボックスが表示されます。リサンプル距離を指定し、「OK」をクリックします。この方法

で一度にリサンプリングを実行できるデータセットは 1 つです。 

注意事項 

 リサンプリング距離が大きいほど、たくさんのデータがリサンプルされ、簡素化されます。 

 ラインオブジェクトのリサンプリングだけでなく、ポリゴンオブジェクトの境界のリサンプリング

もサポートします。 

 データセットのリサンプリングはラインデータセット、ポリゴンデータセット、ネットワークデー

タセットにのみ適用します。 

5.5.4 データセットのスムーズネス処理 

機能 
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データセットスムーズネス処理ではラインデータセット/複合データセットのポリラインを滑らかにし、

連続した曲線にします。 

操作  
1. 「データ処理」-「ラインデータセットのスムーズネス」を選択すると、「ラインデータセットスム

ーズネス処理」ダイアログボックスが表示されます。  

2. 「データセットの選択」をクリックすると、「選択」ダイアログボックスが表示されます。  

3. データソースとデータセットを選択して、「OK」ボタンをクリックします。  

4. 挿入ポイント数を入力します。2から32767までの任意の整数を設定します。この値が大きい

ほど処理したポリラインはより滑らかになります。 

5. 「OK」ボタンをクリックして、操作を完了します。 

ラインデータセットのスムーズネス処理に成功すると、「データセット"（データセット名）"のスムーズ

ネス処理に成功しました。」と表示されます。 

注意事項 
 ラインデータセット、複合データセットに適用します。 

 異なるデータソース中のデータセットを選択することができます。 

5.5.5 データセットの追加 

機能 

データセットの中のデータを他のデータセットに追加します。 

操作 

1. 「データセット」 - 「データセットの追加」 を選択すると、「データセットの追加」 ダイアログ

ボックスが表示されます（図 5.16）。 

2. 「保存データセット」で追加先のデータセットを設定します。既存のデータセットを選択する

か、新規にデータセットを作成します。  

3. 「元データセットリスト」で、追加したい元データセットを設定します。複数のデータセットを

生成元データとしてを設定することができます。  

4. 元データセットを設定すると、元データセットの非システムフィールドおよび編集可能なフィ

ールド（追加先データセットに既にある同名のフィールド以外）がすべて「生成先データセ

ットのフィールド」にリストアップされます。追加先のデータセットのフィールドを選択します。  

5. 「追加」ボタンをクリックすると、選択されたデータセットが追加されます。 
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図 5.16 データセットの追加ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 保存データセット 
データソース:ワークスペースのすべてのデータソースを表示します。データを追加するデ

ータセットがあるデータソースを選択します。 

データセット:データソースのデータセットを表示します。データを追加するデータセットが

あるデータソースを選択します。 
新規データセット:新規データセットにより追加することができます。 
名前:新しいデータセットの名称です。 

タイプ: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、

複合データセット、属性テーブルデータセット、ルートデータセット、ネットワークデータセッ

ト等からせんたくすることができます。 

 元データセットリスト: 追加したい元データセットを「追加」ボタンをクリックしてリストに追加

します。 または「削除」ボタンをクリックしてリスト削除することができます。 
 生成先データセットのフィールドに追加: 生成元データセットの非システム属性フィールド

と編集可能システムフィールドを表示し、保存先データセット に追加するフィールドを選択

します。 
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その他の操作方法 

 ワークスペースウィンドウでデータセット（追加元）を 1 つクリックし、同じタイプのデータセット

（追加先）上にドラッグすると、追加先のデータセットに追加元にデータセットを追加します。 

条件 

 「追加先データセット」は、「追加元データセット」と同じタイプのデータセットまたは複合デ

ータセットでなければなりません。 

注意事項 
 SQL+のデータセットで、元々3 級インデックスを作成してあるものは、追加操作後に 3 級イ

ンデックスを削除し、新たに作成する必要があります。 

5.5.6 属性テーブルの結合 

機能 

追加元データセットの属性テーブルを、追加先データセットの属性テーブルに結合します。両方

のデータセットに共通するフィールドを指定し、そのフィールドの同じフィールド値のレコード同士を

結合します。 

操作 

1. 「データセット」 - 「属性テーブルの結合」 を選択すると、「属性テーブルの結合」 ダイア

ログボックスが表示されます（図 5.17）。 

2. 「追加先データ」で、追加先のデータソースとデータセット及び共通フィールドを選択しま

す。  

3. 、「追加元 属性テーブルデータ」で、追加元のデータソースとデータセット及び共通フィー

ルドを選択します。  

4. 「追加可能フィールド」で、追加先データセットに追加するフィールドを選択します。  

5. 「OK」 をクリックすると属性テーブルを結合します。 
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図 5.17 属性テーブルの結合代ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 追加先のデータセット 
データソース: ワークスペースのすべてのデータソースを表示します。追加先のデータセ

ットのデータソースを選択します。 
データセット: データソースのすべてのデータセットを表示します。追加先のデータセット

を選択します。 

共通フィールド: 保存先データセットと属性テーブルを提供するデータセットの共通フィー

ルドを設定します。この 2 つのフィールド値が同じオブジェクトにのみ、属性情報を追加で

きます。 
 追加元属性デーブルデータ 

データソース: ワークスペースのすべてのデータソースを表示します。ここから属性テーブ

ルを提供するデータセット があるデータソースを選択します。 
データセット: データソースのすべてのデータセットを表示します。ここから属性テーブル

を提供するデータセット追加先のデータセットを選択します。 
共通フィールド: 保存先データセットと属性テーブルを提供するデータセットの共通フィー

ルドを設定します。この 2 つのフィールド値が同じオブジェクトにのみ、属性情報を追加で

きます。 
追加可能フィールド: 属性テーブルを提供するデータセットの非システム属性フィールドと

編集可能システムフィールドを表示し、保存先データセット に追加するフィールドを選択

します。 

注意事項 

 結合するには、追加元データセットの属性テーブルは、追加先データセットの属性テーブ
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ルにないフィールドを持っている必要があります。そうでない場合は結合できません。 

 SQL+のデータセットで、元々3 級インデックスを作成してあるものは、追加操作後に 3 級イ

ンデックスを削除し、新たに作成する必要があります。 

条件 

 結合するには、2 つの属性テーブルは、共通のフィールドを持っている必要があります。指

定した共通フィールドの、同じフィールド値のレコードどうしを結合します。 

5.5.7 ラスタデータセットの追加 

機能 
ラスタデータセットを他のラスタデータセットに追加します。 

操作 
1. 「データセット」-「ラスタデータセットの追加」を選択すると、「ラスタデータセットの追加」ダイ

アログボックスが表示されます（図 5.18）。  

2. 「追加先データ」のデータソースとデータセットとをそれぞれ選択します。  

3. 「追加データ」のデータソースとデータセットをそれぞれ選択するか、画像ファイルを指定し

ます。  

4. 「OK」をクリックすると、操作を実行します。  

 
図 5.18 ラスタデータセットの追加ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 
 追加先データ 

データソース: ワークスペースのすべてのデータソースを表示します。ここから、追加先の

データセットがあるデータソースを選択します。 
データセット: 選択したデータソースのすべてのラスタデータセットを表示します。ここから、
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追加先のデータセットを選択します。 
 追加データ 

ファイルから: 画像ファイルを追加先データセットに追加します。現在 JPG、BMP 及び

TIFF フォーマットの画像ファイルをサポートしています。直接テキストボックスに全パスとフ

ァイル名を入力するか、右側のボタンからファイルを選択することができます。 

データセットから: 現在のワークスペースから 1 つのラスタデータセットを追加先データセッ

トに追加します。 
 自動計算極値: ここをチェックすると、ラスタデータセットを追加する時に自動でラスタデー

タセットの極値を計算します。もし、追加結果のラスタデータセットを表示するのみであれば、

この計算を行う必要はなく、処理速度も速くなります。 もし、追加結果のラスタデータセット

に対して解析機能を実行する場合は、この計算を行う必要があります（チェックを入れま

す）。 
注意事項 

 追加データで「ファイルから」を選択した場合、ファイルフォーマットは JPG、TIFF 及び BMP

の 3 種類をサポートしています。座標情報が含まれる TIFF ファイル（GeoTIFF）については、

座標情報が反映されます。 JPG と BMP については、tfw フォーマットファイル（画像地理座

標参照ファイル）を使用することができます。該当ファイルを画像ファイルと同じディレクトリ

に置いておくことで可能です。 

 ラスタデータセットの追加には次 の制限があります。：(1)追加データと追加先データの 2 つ

のラスタデータセットのピクセルフォーマットが一致している。(2)2 つのラスタデータセットの

範囲に重なる部分がある。(3)範囲が重なる部分は追加するラスタの値を採用します。 

 DEM/GRID データセットはファイルからの追加はサポートしていません。また IMG を使用し

ての追加についてもサポートしていません。 

5.5.8 データセットのディゾルブ 

機能 

データセットの 2 つまたは複数のディゾルブ条件をそなえたオブジェクトを 1 つにディゾルブ、ある

いは 1 つの複合オブジェクトにグループ化します。 

操作 

1. 「データ処理」-「データセットのディゾルブ」を選択すると、「データセットのディゾルブ」ダイ

アログボックスが表示されます（図 5.19）。 

2. 「元データ」でディゾルブするデータセットを選択します。  
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3. ディゾルブ方式を選択します。グループ化、ディゾルブ、ディゾルブ後グループ化、接辺、

接辺後グループ化の 5 種類のディゾルブ方法があります。 

4. トレランスを設定します。ディゾルブ後、2 つあるいは複数のノードの間の距離がこのトレラ

ンス範囲内にあると、1 つのノードとされます。 

5. 式を設定します。この条件を満たすオブジェクトはディゾルブ計算にかかわりません。  

6. ディゾルブフィールド値が Null のオブジェクトを処理するかどうかを選択します。  

7. データセットを新規作成し結果データを保存するかを選択します。これを選択すると、ディ

ゾルブ後の結果データは新規データセットに保存され、そうでなければ元データセットで

直接ディゾルブ操作を行います。  

8. ディゾルブフィールドを選択します。  

9. 統計フィールドを選択し、リストボックスで統計タイプが選択できます。  

10. 「OK」をクリックし、ディゾルブ操作を行います。 

 

図 5.19 データセットのディゾルブダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 元データ  
データソース: ディゾルブするデータセットのデータソースを選択します。 
データセット: 選択したデータソースのすべてのラインデータセットとポリゴンデータセットを

表示します。ここから、ディゾルブするデータセットを選択します。 
 パラメータ設定 

方式: 5 種類の方式があります。 
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 グループ化：同じ属性値を持ったオブジェクトを 1 つの複合オブジェクトにグループ化

します。 
 ディゾルブ：同じ属性値を持ち、交差/接するオブジェクトを 1 つのオブジェクトにディ

ゾルブします。 
 ディゾルブ後グループ化：同じ属性値を持ち、交差/接するオブジェクトを 1 つのオブ

ジェクトにディゾルブします。ディゾルブ後、オブジェクトのディゾルブフィールド値が

同じであればそれを 1 つの複合オブジェクトにグループ化します。 
 接辺：同じ属性値を持ち、接する(ディゾルブトレランス範囲内)オブジェクトを 1 つのオ

ブジェクトにディゾルブします。ポリゴンデータセットにのみ適用します。 
 接辺後グループ化：同じ属性値を持ち、接する(ディゾルブトレランス範囲内)オブジェ

クトを 1 つのオブジェクトにディゾルブし、属性値が同じでも接していないオブジェクト

に対してはそれを 1 つの複合オブジェクトにグループ化します。ポリゴンデータセット

にのみ適用します。 
トレランス: ディゾルブ後、2つあるいは複数のノードの間の距離がこのトレランス範囲内に

あると、1 つのノードとされます。 
表現式: この条件を満たすオブジェクトはディゾルブ計算にかかわりません。 
Null 値のオブジェクトを処理: これを選択すると、ディゾルブフィールド値が Null のオブジ

ェクトもディゾルブ計算にかかわります。 
トポロジ前処理: これを選択すると、ディゾルブ前にトポロジ前処理を行います。 

 結果データを新規作成: データセットを新規作成しディゾルブ結果データを保存します。 
 ディゾルブフィールド: データセットで同じフィールド値を持ったフィールドです。このフィー

ルドの値に基づきデータのディゾルブ、グループ化を行います。 

 統計フィールド: ディゾルブしたオブジェクトにフィールド統計を行います。統計タイプは

Max、Min、Mean 等が選択できます。 
 Max：ディゾルブ/グループ化オブジェクトに対しフィールドの 大値を求めます。数

値型フィールドと時間型にのみ有効です。 
 Min：ディゾルブ/グループ化オブジェクトに対しフィールドの 小値を求めます。数値

型フィールドと時間型にのみ有効です。 
 Sum：ディゾルブ/グループ化オブジェクトに対しフィールドの和を求めます。数値型

フィールドにのみ有効です。 
 Mean：ディゾルブ/グループ化オブジェクトに対しフィールドの平均値を求めます。数

値型フィールドにのみ有効です。 
 First：ディゾルブ/グループ化オブジェクトの SmID が 小のオブジェクトに相応なフィ

ールド値を取得します。 
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 Last：ディゾルブ/グループ化オブジェクトの SmID が 大のオブジェクトに相応なフィ

ールド値を取得します。 

注意事項 

 ラインデータセットとポリゴンデータセットに適用します。 

 ディゾルブフィールドとは、同じフィールド値をそなえたフィールドです。 

 ディゾルブ条件：フィールドの値が同じ、ポリゴンオブジェクトが交差あるいは接(共有辺が

ある)している、ラインオブジェクトの開始ポイントと終止ポイントが重なること。 

 接辺及び接辺後グループ化は共有する境界線をそなえた（重なってはいけない）2 つのポ

リゴンに適用し、処理後は共有の辺を消去します。 

 データセットディゾルブ後のオブジェクト属性は、ディゾルブにかかわったオブジェクトの

SMID フィールド値が 小のオブジェクト属性を保持します。 

5.5.9 シーケンス 

機能 
データセットで行われた編集を記録し、過去の時点の状態を表示します。 

 操作 
1. ワークスペースウィンドウのデータソースタイプのデータソースから、シーケンスを設定する

データセットを選択します。  

2. 右クリックして、ショートカットメニューから「属性」を選ぶと、このデータセットの属性ウィンド

ウが表示されます。  

3. 「データセット属性」タブを選択します。  

4. 「シーケンス」ボタンを選択します。  

5. 「OK」ボタンをクリックします。  

6. 属性ウィンドウを閉じます。  

7. このデータセットをマップウィンドウに開きます。  

8. マップウィンドウでこのデータセットを編集すると、編集内容が記録され、過去の状態に遡

って表示することができます。  

9. 凡例ウィンドウでこのレイヤーを選択します。  

10. 右クリックして、ショートカットメニューから「シーケンス」を選択すると、「シーケンス」ダイアロ

グボックスが表示されます。  

11. 開始時間と終了時間を選択します。  

12. 下のスクロールバーで、ポインタをレイヤーの状態を表示したい時間に移動させます。上

の欄に、ポインタの位置が示す時間が表示されます。  
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13. 「更新」ボタンをクリックすると、レイヤーの表示内容が指定した時間の状態に更新されます。

もしくは、「リアルタイムで更新」をチェックすると、スクロールバーのポインタの動きに伴い

随時レイヤー内容が更新されます。 

5.5.10 ハイパーリンク 

5.5.10.1 ハイパーリンクフィールド設定 

機能 
選択したレイヤーにハイパーリンクフィールドを設定します。 

操作 
1. 凡例ウィンドウでハイパーリンクを作成したいレイヤーを選択します。  

2. 右クリックして、ショートカットメニューの「ハイパーリンクフィールド設定」を選択すると、「ハ

イパーリンクフィールド」ダイアログボックスが表示されます。  

3. ハイパーリンクフィールドを選択します。  

4. ｢OK｣ボタンをクリックし、操作を完了します。  
注意事項 

 ハイパーリンクフィールドはテキスト型のフィールドのみです。  

 ハイパーリンクフィールド設定後、レイヤーに設定したハイパーリンクフィールド値を表示す

る場合は、还需要（1）凡例ウィンドウでそのレイヤーのショートカットメニューの「ハイパーリ

ンク」を選択します。（2）「マップ操作」ツールバーで「ハイパーリンク」ボタンを選択します。 

5.5.10.2 ハイパーリンク表示 

機能 
選択したレイヤーのハイパーリンクフィールド値を選択します。 

操作 
1. 凡例ウィンドウでハイパーリンクフィールド値を表示するレイヤーを選択します。  

2. 右クリックし、ショートカットメニューの「ハイパーリンク」を選択すると、マウスの移動に従っ

て、その幾何オブジェクトのハイパーリンクフィールド値を表示します。 

5.5.10.3 ハイパーリンクを開く 

機能 
設定したハイパーリンクフィールドに基づき、関連する内容にリンクします。 
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操作 
1. 「マップ操作」ツールバーの「ハイパーリンク」ボタンをクリックすると、マウスポインタの位置

にある幾何オブジェクトのハイパーリンクのフィールド値が表示され、マウスポインタが

に変化します。  

2. 左クリックすると、リンク先にリンクします。  
条件 

 すでにハイパーリンクフィールドが設定されている必要があります。  

 凡例ウィンドウから「ハイパーリンク表示」が選択されている必要があります。 

5.5.11 緯度経度面積計算 

機能 

緯度経度座標系のポリゴンデータセットの実際の面積を計算し、新規フィールドに追加します。 

操作 

1. 「データ処理」-「緯度経度面積計算」を選択すると、「緯度経度面積計算」ダイアログボック

スが表示されます（図 5.20）。  

2. 緯度経度面積計算を行うデータセットが存在するデータソースを選択します。  

3. リストボックスに選択したデータソースのすべてのポリゴンデータセットが表示されます。面

積計算を行うデータセットにチェックを入れます。  

4. 「OK」をクリックすると、結果は「緯度経度面積フィールド」に保存され、デフォルトのフィー

ルド名は“SdAreaBL”です。  

 
図 5.20 緯度経度面積計算ダイアログボックス 

注意事項 
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 緯度経度座標系のポリゴンデータセットに対してのみ有効です。 

5.5.12 データセットフィールドインデックス 

機能 
データセットのフィールドに対してインデックスを作成します。データの検索とソートの速度向上に

対して有効です。 

操作 
1. 「データセット」-「データセットフィールドインデックス」を選択すると、「データセットフィール

ドインデックス」ダイアログボックスが表示されます。  

2. データソースのプルダウンリストから、インデックスを作成するデータセットが存在するデー

タソースを選択します。  

3. データセットのプルダウンリストから、インデックスを作成するデータセットを選択します。  

4. リストボックスに表示されているフィールドで、「インデックスあり」列で「OK」はすでにインデ

ックスが作成されているもので、「無効」は作成されていないものです。「無効」のフィールド

を選択して「インデックス作成」ボタンをクリックします。作成に成功した場合、解析レポート

ウィンドウに、「フィールド"***"にインデックス作成が成功」と表示され、失敗した場合、「フ

ィールド"***"にインデックス作成が失敗」と表示されます。 

5. インデックスを削除する場合は、「インデックスあり」列から「OK」のフィールドを選択して「イ

ンデックス削除」ボタンをクリックします。 

6. 「キャンセル」をクリックすると、ダイアログボックスを閉じます。 
注意事項 

 現在 SDB， SDB+，SDX+ for SQL Server，SDX+ for Oracle データソースのみサポートして

います。  

 ネットワークデータセットについて、リストボックスにフィールド情報だけでなく、サブデータ

セットのフィールド情報も表示される場合は、サブデータセットフィールドを選択してインデ

ックスを作成します。 

 編集不可能なシステムフィールドでSmIDがすでにインデックスがあることを除き、その他の

フィールドはインデックスを作成することはできません。 

5.5.13 3 級インデックスの作成 

機能 
データセットに 3 級インデックスを作成し、表示とデータ検索の速度を向上させます。 
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操作 
1 「データセット」-「3 級インデックスの作成」を選択すると、「3 級インデックスの作成」ダイアロ

グボックスが表示されます（図 5.21）。  

2 データソースのプルダウンリストから、インデックスを作成するデータセットが存在するデー

タソースを選択します。  

3 データセットのプルダウンリストから、インデックスを作成するデータセットを選択します。  

4 インデックスタイプから作成するインデックスのタイプを選択します。フィールドインデックス

あるいは範囲インデックスから選択します。「フィールドインデックス」を選択した場合、フィ

ールドを選択します。「範囲インデックス」を選択した場合、インデックス範囲の幅及び高さ

を設定します。  

5 「OK」をクリックします。  

作成に成功した場合は、解析レポートウィンドウに「データセット"***"の 3 級インデックスの作成に

成功しました」と表示され、失敗した場合は、「データセット「***」の 3 級インデックスの作成に失敗し

ました」と表示されます。 

 
図 5.21 3 級インデックスの作成ダイアログボックス 

条件 
 ワークスペースにデータベースタイプのデータソースが開かれている必要があります。  

 データベースタイプのデータソースに属し、まだ 3 級インデックスが作成されていないポイ

ント、ライン、ポリゴン、テキストあるいは複合データセットが選択されている必要がありま

す。  

注意事項 
 データベースタイプのデータソースに保存されたポイント、ライン、ポリゴン、テキストあるい

は複合データセットに対してのみ作成できます。 
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5.5.14 3 級インデックスの削除 

機能 
データセットに作成されている 3 級インデックスを削除します。 

操作 
1. ワークスペースウィンドウ/ワークスペースマネージャで、3 級インデックスを削除するデータ

セットを選択します。  

2. 「データセット」-「3 級インデックスの削除」を選択します。  

削除に成功した場合は、解析レポートウィンドウに「データセット"***"の 3 級インデックスの削除に

成功しました」と表示され、失敗した場合は、「データセット「***」の 3 級インデックスの削除に失敗し

ました」と表示されます。 

条件 
 ワークスペースにデータベースタイプのデータソースが開かれている必要があります。  

 データベースタイプのデータソースからすでに 3 級インデックスが作成されているデータソ

ースが選択されている必要があります。  

5.5.15 テキストファイルを SDB に変換 

機能 
指定されたフォーマットのテキストデータを SDB データに変換します。 
操作 

1. 「ツール」 - 「テキストファイルを SDB に変換」を選択すると、「テキストファイルを SDB に変

換」ダイアログボックスが表示されます（図 5.22）。 

2. 元データファイルを選択します。直接入力することも、ボタンをクリックしてパスとファイル名

を選択することも可能です。 

3. SDB ファイルのパスと座標系を設定します。「新規作成」をクリックしてデータソースの座標

系を設定することも可能ですし、「コピー」ボタンをクリックして、現在のワークスペースにあ

るデータソースの座標系をコピーすることも可能です。 

4. 生成するデータセットに名前をつけます。  

5. 「OK」をクリックすると変換を行います。  

ダイアログボックスについて 
 生成元データ 

テキストファイル：SDB に変換するテキストファイルの場所とファイル名。 
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データタイプ：直角座標と地理座標の 2 種類から選択します。 
 生成する SDB 

データソースファイル：変換した SDB データソースを保存するファイルの場所とファイル

名。 
投影設定：設定する座標系と生成元データで選択するデータタイプに一致します。座標

系の設定について詳しくは 17.2座標系の設定を参照してください。 
投影情報：設定した座標系情報を表示します。 

 生成するデータタイプ 
データセットタイプ：データセットのタイプを選択します。 
ポイント/ライン/ポリゴンデータセット：生成する SDB データソースのポイント/ライン/ポリゴ

ンデータセットに名前をつけます。 
テキストファイルのフォーマットに関して詳しくは 付録 4 テキストファイルをSDBデータセット

に変換を参照してください。 

 

図 5.22 テキストファイルを SDB に変換ダイアログボックス 

5.6 ラインデータセットトポロジ処理 

機能 
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ラインデータセットにトポロジ処理を実行します。 

5.6.1 ラインデータセットトポロジ処理の基本操作 

1. 「データ処理」-「ラインデータセットトポロジ処理」を選択すると、「ラインデータセットトポロ

ジ処理」ダイアログボックスが表示されます（図 5.23）。  

2. 元データソースと元データセットを選択します。  

3. トポロジパラメータを設定します。  

4. トポロジエラー処理の項目を選択します。  

5. 「OK」ボタンをクリックし、トポロジ処理を完了します。  

 

図 5.23 ラインデータセットトポロジ処理ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 元データセット 
データソース：ワークスペースのすべてのデータソースを表示します。ここから、トポロジ処

理するデータセットのデータソースを選択します。 
データセット：選択したデータソースのすべてのラインデータセットを表示します。ここから、

トポロジ処理するデータセットを選択します。 
作業データセットの新規作成：元データセットのバックアップに相当する作業データセット
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を作成します。作業データセットの新規作成を選択すると、ずべてのトポロジ処理が作業

データセットで行われ、そうでなければ直接元データセットで行われます。 
 トポロジパラメータ 

ポリゴンデータセットを新規作成：チェックボックスにチェックを入れると、右側のエディタボ

ックスが編集可能な状態となります。ポリゴンデータセット名を入力すると、トポロジ処理結

果をポリゴンデータセットとして保存します。 
ネットワークデータセットを新規作成：チェックボックスにチェックを入れると、右側のエディ

タボックスが編集可能な状態となります。ネットワークデータセット名を入力すると、トポロジ

処理結果をネットワークデータセットとして保存します。ネットワークデータセットでは、ネット

ワークトポロジを生成または保存します。 
トポロジエラー情報の生成：チェックボックスにチェックを入れると、ラインデータセットをト

ポロジ処理した後、SMTOPOERROR フィールドを生成します。このフィールドに、生成した

トポロジエラー情報を記録します。 
 トポロジ処理：ここで選択した項目に対して、トポロジ処理過程でエラーがあった場合、自

動的に処理しますが、選択していない項目に対しては処理しません。各オプションの説明

についての詳しくは 5.6.2トポロジエラー処理オプション説明を参照してください。 
 詳細：「トポロジ処理の詳細設定」ダイアログボックス（図 5.32）を表示します。パラメータの

説明について詳しくは 5.6.3トポロジ処理の詳細設定。を参照してください。 

注意事項 

 トポロジエラー検査をする場合は「トポロジ処理」でラインのインターセクションを選択する

必要があります。ラインのインターセクションは以降のトポロジ処理の基礎となります。その

他のトポロジ処理を行う際は、「トポロジ処理の詳細設定」ダイアログボックスで「ノードトレラ

ンス」を選択する必要があります。デフォルト値を推奨します。 

 「詳細」ボタンをクリックし、「トポロジ処理の詳細設定」ダイアログボックスで非切断ラインパ

ラメータとトレランスの設定をすることができます。「トポロジ処理の詳細設定」ダイアログボ

ックス及び各パラメータの説明については 5.6.3トポロジ処理の詳細設定を参照してくだ

さい。 

5.6.2 トポロジエラー処理オプション説明 

 1. エッジのインターセクション  
トポロジを生成するには、下の図のように、ラインオブジェクトの交差するノードを計算し、ノードの

位置によって、ラインオブジェクトを順番に複数のラインオブジェクトに切断します。一般的に 2D デ

ータでは、交差点のように、他のラインと交差するラインオブジェクトは、全て交点で切断します。下



 

78 

の図の元のエッジ AB、CD、EF はトポロジ処理後、交点で切断され、7 本のエッジ AG、GB、CH、HD、

EG、GH、HF になります。 

 
図 5.24 エッジのインターセクション（1） 

実態は少々異なります。例えば、鉄道の線路が道路の上に跨っている場合、2D 座標上では交差

する 2 つのラインオブジェクトですが、交点で切断されることはありません。この場合は非切断ライン

のレコードフィールドを設定し、一定条件（例えばフィールド値が 0 以上）を満たすラインは切断しな

いことができます。例えば下の図の元のエッジ AB、CD、EF で、エッジ CD を線路とすると、エッジ EF

（道路）との交点（H）では切断されません。この場合、このレイヤーにフィールドを追加し、エッジ CD

のフィールド値を 1 と設定して、またレイヤーの非切断式をフィールド値 0 以上とします。そうするとエ

ッジ CD が EF と交差する位置では切断されません。下の図のとおり、トポロジ処理後、エッジ AB は

AG、GB に、エッジ EF は EG、GF に切断されますが、エッジ CD は切断されません。 

 
図 5.25 エッジのインターセクション（2） 

2. 仮ノードの消去  
仮ノードは、事実上意味がない場合は消去でき、この仮ノードと接続する 2 つのラインを 1 つにマ

ージできます。例えば 1 本の道路で、ある部分がアスファルト路面、その他の部分が石灰路面のよう

に、仮ノードが異なる属性を備えた 1 つのラインオブジェクトの標識である場合、トポロジ処理の際に

非切断ラインパラメータを設定すると、仮ノードを保留することができます。下の図のように、ノード D

は事実上意味がない仮ノードですが、ノード B は地理上の意味があるため、非切断ラインパラメータ

フィルタを設定し、保留します。 
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図 5.26 仮ノードの消去 

3. 重複したノードの消去  
エッジ上の 2 つのノード間の距離が指定したノードトレランス（許容値）以下の場合、そのうち 1 つ

のノードを重複したノードとして消去できます。この操作を重複したノードの消去といいます（図

5.27）。 
注意：重複したノードと仮ノードは共通点と相違点があります。  

 重複したノードの消去と仮ノードの消去はともに余分なノードを消去することです。  

 重複したノードは余分なノードであるため、必ず消去しなければなりませんが、仮ノードは意

味がある場合には保留する必要があります。  

 重複したノードはベクタ化の過程でラインが描かれる際にでき、このノードが接続するのは

連続した、かつ完全な 1 本のエッジですが、仮ノードは隣接した端点のマージ、あるいはス

ナップした際にでき、このノードが接続するのは 2 本のエッジです。  

 
図 5.27 重複したノードの消去 

4. 重複したラインの消去  
2 つのラインオブジェクトのノードを含めた全ての頂点が重なり合う（同一座標）の場合、これを「重

複したライン」と呼びます。ラインの重複の判断には方向は考慮されません。トポロジを生成する際、

面積ゼロのオブジェクト発生を避けるため、重複したラインオブジェクトを 1 つだけ残し、残りは消去

します。 

重複したラインは、エッジのインターセクションにより生成することが多いです。下の図のエッジ

ADE、EF のインターセクション後、6 本のエッジ AB、BC、CD、EB、BC、CF ができ、そのうちエッジ
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BC は重複したラインです。重複したラインの消去により、結果は 5 本のエッジ AB、BC、CD、EB、CF

になります。 

 
図 5.28 重複したラインの消去 

5. ショートダングルラインの消去  
1 本のエッジの端点が、その他のどのエッジの端点とも接続しない場合、この端点をダングルノー

ドといいます。ダングルノードのあるエッジがダングルラインです。ショートダングルラインとは指定し

たダングルトレランス（許容値）より短いダングルラインを指し、ダングルトレランスの範囲内で消去で

きます。この操作を「ショートダングルライン」の消去といいます（図 5.29）。 

 
図 5.29 ショートダングルラインの消去 

6. ロングダングルラインの延長 
ロングダングルラインは、指定したダングルトレランスより長く、かつダングルノードに向かってノー

ドトレランス（許容値）以内の長さで延長すると、他のラインオブジェクトと交差できるダングルラインを

指します。ロングダングルラインは、他のライン（ラインの中間またはノード）に延長できます。この処

理を、「ロングダングルラインの延長」と言います。下の図では、AB が MN に向かう方向を  、折線

CDE が MN に向かう方向を  、 、FG が MN に向かう方向を とします 。以上のことから、ライン

が向かう方向は、ある端点から も近いノードを端点の方向でその他のラインに延長する方向である

ことがわかります。 
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図 5.30 ロングダングルラインの延長 

7. 隣接するノードのマージ  
ノード間の距離が指定したノードトレランス（許容値）より小さい 2 つ以上のノードを、隣接ノードと

呼びます。隣接点を識別し、それを 1 つに結合（マージ）する操作を、「隣接ノードのマージ」と呼び

ます。2 つの端点が隣接した場合、マージ後は 1 つの仮ノードが得られます（図 5.31）。 

 

図 5.31 隣接するノードのマージ 

5.6.3 トポロジ処理の詳細設定 

トポロジ処理の詳細設定には非切断ラインパラメータ設定とトレランス設定があります（ 

図 5.32）。 
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図 5.32 トポロジ処理の詳細設定ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 
 非切断ラインパラメータ設定：このパラメータに合致するラインは切断されません。 

ラインオブジェクトフィルタ：この表現式に合致するラインは切断されません。右側のボタンをク

リックすると、「SQL式」ダイアログボックスを表示し、表現式を作成します。SQL式について詳

しくは 10.2.3 SQL式を参照してください。このSQL式はSmID、SmUserID等システムフィール

ドをサポートしません。 
参照ポイントデータセット：非切断の追加条件です。設定すると、「ラインオブジェクトフィルタ条

件」を満たすラインオブジェクトに対し、システムが自動的に判断し、ポイントデータセットでライ

ンとの交点に隣接するポイント(2 点間の距離は設定した参照ポイントトレランス内)を見つけ、

そのポイントでは切断処理をせず、そうでなければ切断します。 
ポイントオブジェクトフィルタ条件：参照ポイントの選択に用います。「参照ポイントデータセット」

を設定すると、参照ポイントとなるオブジェクトをさらにフィルタリングして、フィルタ条件を満た

すポイントオブジェクトが切断の参照ポイントとなります。 
参照ポイントトレランス：非切断ラインのノード選択に用います。前のパラメータを設定後、この

値でポイントデータセットのポイントとラインデータの交点の間の距離を判断し、それがこの値

より小さい交点のみ保留され切断されず、そうでなければ切断されます。単位はデータセット

の単位と同じです。 
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 トレランス設定 
ノードトレランス： もよく使われるトレランスで、データセットの 2 つのノード間の 小距離。この

距離内の 2 つのポイントは重なっているとみなされます。ノードトレランスは一般にレイヤー範囲

の 1/10000 -- 1/1000000 の間です。地図の精度を保つため、システムのデフォルトはレイヤー

範囲の 1/1000000 で、単位はデータセットの単位と同じです。 
ダングルトレランス：自動トポロジ処理を実行する際、削除できる重複ラインの 大サイズ。シス

テムのデフォルトはレイヤー範囲の 1/10000 で、単位はデータセットの単位と同じです。 
ロングダングルトレランス：隣接した 2 つのノードを 1 つのノードとみなす 大距離。システムの

デフォルトはレイヤー範囲の 1/10000 で、単位はデータセットの単位と同じです。 
グレーントレランス：円、アーク、曲線をポリラインに変換するときのポイント取得密度。システム

のデフォルトはレイヤー範囲の 1/10000 で、単位はデータセットの単位と同じです。 
スモールポリゴントレランス：自動トポロジ処理を実行する際、削除できるスモールポリゴンの

大サイズ。このトレランスの単位は面積です。 

5.7 データセットのタイプ変換 

5.7.1 ラインデータセットをポリゴンデータセットに変換 

機能 

ラインデータセットをポリゴンデータセットに変換します。 

操作 

1. 「データ処理」 - 「タイプ変換」 - 「ラインデータセットをポリゴンデータセットに変換」を選

択すると、「ラインデータセット->ポリゴンデータセット」ダイアログボックスが表示されます。  

2. 「変換元データ」で、データソースとデータセットを選択します。  

3. 「変換先データ」で、変換結果を保存するデータソースとデータセットを選択します。変換

結果を新規データセットとして保存したい場合は、「新規データセット」のチェックボックスに

チェックを入れ、データセット名を入力します。  

4. 「OK」をクリックし、操作を完了します。  

注意事項 

 閉じていないポリラインオブジェクトを変換すると、起点と終点を繋げたポリゴンオブジェクト

を生成します。 
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5.7.2 ポリゴンデータセットをラインデータセットに変換 

機能 
ポリゴンデータセットをラインデータセットに変換します。 

操作 
1. 「データ処理」 - 「タイプ変換」 - 「ポリゴンデータセットをラインデータセットに変換」を選

択すると、「ポリゴンデータセット->ラインデータセット」ダイアログボックスが表示されます。  

2. 生成元データで変換するデータセット、及びデータソースを選択します。  

3. 生成先データで変換したポリゴンデータを保存へのデータソース、及びポリゴンデータセッ

トを選択します。新規データセットを選択すれば、データセットの名を入力する必要があり

ます。  

4. 「OK」をクリックし、操作を完了します。 

5.7.3 複合データセットを分解 

機能 
複合データセット(CAD データセット)を、データタイプごとに複数の単一データセットに分解しま

す。  

操作 
1. 「データ処理」 - 「タイプ変換」 - 「複合データセットを分解」を選択すると、「複合データ

セットの分解」ダイアログボックスが表示されます。  

2. 「分解元データセット」で、データソースと複合データセットを選択します。  

3. 「分解先データセット」で、分解結果を保存するデータソースを選択します。  

4. 「分解」をクリックすると、複合データセットをデータタイプ（ポイント、ライン、ポリゴン、テキス

ト）毎に複数の 単一データセットに分解します。  

操作終了後、選択した単一データセットが生成されます。分解元の複合データセットに、分解先

データセットタイプのオブジェクトが存在しない場合は、このデータセット中のオブジェクト個数は 0 と

なります。 

5.7.4 複合データセットを生成 

機能 
複数の異なるタイプの単一データセットを複合データセット（CAD データセット）に合成します。 
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操作 
1. 「データ処理」 - 「タイプ変換」 - 「複合データセットを生成」を選択すると、「複合データ

セットを生成」ダイアログボックスが表示されます。  

2. 「合成先のデータ」で、合成結果を保存するデータセットを選択します。  

3. リストボックスで複合データセットを生成するための単一データセットを選択します。  

4. 「OK」 をクリックすると、1 つの複合データセットを生成します。 

5.7.5 ネットワークデータセットをラインデータセットに変換 

機能 
ネットワークデータセットにおけるすべてのラインセグメント（ネットワークの接続ライン）を抽出し、ラ

インデータセットに変換します。 
操作 

1. 「データ処理」 - 「タイプ変換」 - 「ネットワークデータセットをラインデータセットに変換」

を選択すると、「ネットワークデータセット->ラインデータセット」ダイアログボックスが表示さ

れます。  

2. 生成元データ区域で変換するデータセット、及びデータソースを選択します。  

3. 生成先データ区域で変換したラインデータを保存するデータソース、及びラインデータセ

ットを選択します。新規データセットを選択すれば、データセットの名を入力する必要があ

ります。  

4. 「OK」をクリックし、操作を完了します。 
注意事項 

 ラインデータセットの属性テーブルでは、システムフィールドの値はシステムにより与えられ

ます。非システムフィールドの値は、対応する変換元ネットワークデータセットの非システム

フィールドの値が与えられます。 

5.7.6 ネットワークデータセットをポイントデータセットに変換 

機能 
ネットワークデータセットにおけるすべてのノード（ネットワークの接続ポイント）を抽出し、ポイント

データセットに変換します。 

操作 
1. 「データ処理」 - 「タイプ変換」 - 「ネットワークデータセットをポイントデータセットに変

換」を選択すると、「ネットワークデータセット->ポイントデータセット」ダイアログボックスが表



 

86 

示されます。  

2. 生成元データで変換するデータセット、及びデータソースを選択します。  

3. 生成先データで変換したポイントデータを保存へのデータソース、及びポイントデータセッ

トを選択します。新規データセットを選択すれば、データセットの名を入力する必要があり

ます。  

4. 「OK」をクリックし、操作を完了します。 

注意事項 
 ラインデータセットの属性テーブルでは、システムフィールドの値はシステムにより与えられ

ます。非システムフィールドの値は、対応する変換元ネットワークデータセットの非システム

フィールドの値が与えられます。 

5.7.7 ラインデータセットをポイントデータセットに変換 

機能 
ラインデータセットにおけるすべてのラインオブジェクトの頂点を抽出し、ポイントデータセットに変

換します。 

操作 
1. 「データ処理」 - 「タイプ変換」 - 「ラインデータセットをポイントデータセットに変換」を選

択すると、「ラインデータセット->ポイントデータセット」ダイアログボックスが表示されます。  

2. 生成元データで変換するデータセット、及びデータソースを選択します。  

3. 生成先データソース、及びデータセットを選択します。新規データセットを選択すれば、デ

ータセットの名を入力する必要があります。  

4. 「OK」をクリックし、操作を完了します。 
 

5.7.8 テキストデータセットをポイントデータセットに変換 

機能 
テキストデータセット中のアンカーポイント地点にポイントを生成します。 

操作 
1. 「データ処理」-「タイプ変換」-「テキストデータセットをポインタデートセットに変換」を選択

すると、「テキストデータセットをポイントデータセットに変換」ダイアログボックスが表示され

ます。  

2. 「変換元データ」で、変換するテキストデータセットを選択します。  
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3. 「変換先データ」で、生成されるポイントデータを保存するポイントデータセットを選択しま

す。あるいは、データセット名を入力して新規ポイントデータセットに保存することができま

す。  

4.   ボタンをクリックします。  

5. 変更先データが存在する場合の処理方法を選択します。  

6. テキストオブジェクトにサブオブジェクトがある場合の処理方法を選択します。  

7. 「OK」をクリックすると、変換操作を実行します。  
注意事項 

 テキストのアンカーポイントとは、テキストオブジェクトの座標値の基準となる地点で、テキス

トの左上、左下、中上等があります。  

 テキストのアンカーポイントの位置は、テキストの「属性」ダイアログボックス-「テキスト情報」

タブ-「配置」で設定します。  

5.7.9 属性データをポイントデータセットに変換 

機能 
属性テーブルの X、Y（、Z）座標に対応するフィールドの値を元に、1 つ（またはパッチ処理で複

数）のポイントデータセットを生成します。  

操作 
1. 「データ処理」 - 「タイプ変換」 - 「属性データをポイントデータセットに変換」を選択する

と、 「属性データをポイントデータセットに変換」ダイアログボックスが表示されます（図

5.33）。  

2. 生成元のデータソースとデータセットを選択します。このデータセットの属性には X、Y、

（Z）座標のフィールドが含まれます。  

3. 「生成」をクリックすると、操作を完了します。  

ポイントデータセットの生成をバッチ処理で行うことも可能です。位置情報フィールドの各パラメー

タ設定後、「バッチ処理リストに追加」をクリックすると、選択されたデータセットが 「バッチ処理リスト」

に表示されます。「生成」をクリックすると、複数のポイントデータセットがバッチ生成されます。  
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図 5.33 属性データをポイントデータセットに変換ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 
 パラメータ選択 

生成元データソース：ワークスペースのすべてのデータソースを表示します。ここから、変

換元データセットのデータソースを選択します。 
生成元データセット：選択したデータソースのすべてのデータセットを表示します。ここから、

変換元データセットを選択します。 
生成先データソース：ワークスペースのすべてのデータソースを表示します。変換結果を

保存するデータセットのデータソースを選択します。 
生成先データセット：変換結果を保存するデータセット名を入力します。 

X,Y 座標：変換結果データセットの X,Y 座標となる、生成元データセットのフィールドを選

択します。 

 Z 座標：ボタンをクリックすると、右側のプルダウンメニューが選択可能となります。変換結

果データセットの Z 座標となる、生成元データセットのフィールドを選択します。 
 バッチ処理リストに追加：パラメータ設定後のデータセットをバッチ処理リストに追加します。

追加した複数のデータセットをバッチ処理で変換します。 

 バッチ処理リストから削除：選択したデータセットをバッチ処理リストから削除します。 
注意事項 

 XYZ のフィールドフォーマットは緯度経度座標にも対応していますが、XYZ のフィールドタ

イプは倍精度型であるため、座標値の単位は「度」となります。またこの場合、生成先デー

タセットを保存するデータソースは、緯度経度座標系でなければなりません。 
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5.7.10 属性データをテキストデータセットに変換 

機能 
属性データの任意のフィールドの内容をテキストデータセットに変換し、マップの表記機能を実現

します。 

操作 
1. 「データ処理」 -「タイプ変換」- 「属性データをテキストデータセットに変換」 を選択すると、

「属性データをテキストデータセットに変換」 ダイアログボックスが表示されます。 

2. 「元データ」で、変換するフィールドが所在するデータソース、データセットを選択します。

「生成データ」で、変換結果を保存するデータソースを選択し、生成するテキストデータセ

ット名を入力します。 

3. 変換するフィールドを選択します。このフィールド値をマップの表記に用います。  

4. 「テキストデータセットにコピーするフィールド」を選択します。 

5. 「OK」をクリックし、操作を完了します。 

注意事項 
 この操作でマップの注記表示が実現できます。 

 変換したテキストデータセットに含まれるテキストオブジェクトの位置は、対応する変換元の

オブジェクトの中心点となります。 

 ポイント、ライン、ポリゴン、テキスト及びネットワークデータセットに対して有効です。 

5.7.11 テキストデータセットを属性データに変換 

機能 
テキストデータセット中のテキスト情報を、他の属性テーブルに追加します。 

操作 
1. 「データセット」 - 「データタイプの変換」 - 「ラインデータセットをポイントデータセットに

変換」を選択すると、「テキストデータセットを属性データに変換」ダイアログボックスが表示

されます。  

2. 「生成元のテキストデータ」で、データソースとテキストデータセットを選択します。  

3. 変換結果を保存するフィールドを指定します。「新規フィールド」を選択し、新しいフィール

ド名を入力します。データセットに非システムのテキスト型フィールドがある場合は、「現在

のフィールド」でフィールドを選択できます。 

4. 「OK」 をクリックすると、変換操作を完了します。  
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注意事項 
 変換結果を保存するフィールドサイズは、含まれる 長のテキストオブジェクトサイズより大

きく設定する必要があります。指定したフィールドサイズを上回るテキストオブジェクトは変

換できません。 

5.7.12 ポリゴン中心点をポイントデータセットに変換 

機能 
ポリゴンデータセットで、ポリゴンオブジェクトの中心点を抽出し、ポイントデータセットを生成しま

す。  

操作 
1. 「データ処理」 - 「タイプ変換」 - 「ポリゴン中心点をポイントデータセットに変換」を選択

すると、「ポリゴン中心点->ポイントデータセット」ダイアログボックスが表示されます。  

2. 「変換元データ」で、データソースとポリゴンデータセットを選択します。  

3. 「変換先データ」で、生成結果を保存するデータソースを選択し、データセットを入力しま

す。  

4. 「OK」をクリックすると、操作を完了します。 

5.7.13 ポイントデータセットの属性をポリゴンデータセットの属性に変換 

機能 
ポイントデータセットのポイント属性情報で、ポリゴンデータセットのポイントがあるポリゴンオブジェ

クトの属性を更新します。  

操作 
1. 「データ処理」 - 「タイプ変換」 - 「ポイントデータセットの属性からポリゴンデータセットの

属性に変換」を選択すると、「セントロイドポイント属性からポリゴン属性を更新」ダイアログ

ボックスが表示されます。  

2. 「ポイントデータ」と「ポリゴンデータ」でそれぞれデータソースとデータセットを選択します。  

3. エラー記録フィールド名を入力します。  

4. 「OK」をクリックすると、操作を完了します。  
注意事項 

 ポリゴンオブジェクトにポイントオブジェクトが 1 つしか存在しない場合、このポイントオブジ

ェクトの属性情報をポリゴンオブジェクトの属性情報として設定されます。「エラー記録フィ

ールド」は 1 となります。  
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 ポリゴンオブジェクトにポイントオブジェクトが 1 つ以上存在する場合、ポリゴンの属性情報

は更新されません。「エラー記録フィールド」も 1 となりません。 

5.7.14 3D ポイントを 2D ポイントに変換 

機能 
3D ポイントデータセットを 2D ポイントデータセットに変換します。  

操作 
1. 「データ処理」-「タイプ変換」-「3D ポイントを 2D ポイントに変換」を選択すると、「3D ポイント

->2D ポイント」ダイアログボックスが表示されます。  

2. 変換元データで変換する 3D ポイントデータセット、そのデータソースを選択します。  

3. 変換先データで、変換生成したデータを保存するデータソースおよび 2D ポイントデータセ

ットを選択します。新規データセットを選択した場合はその名前を入力します。  

4. 「OK」ボタンをクリックし、操作を完了します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

92 

第6章 データ変換 

6.1 サポートするフォーマット 

SuperMap GISデスクトップ製品のインポート／エクスポート機能は従来のバージョンの特性を受け

継ぎ、汎用的なベクタ交換フォーマット:AutoCAD DXF、ArcInfo E00、MapInfo MIF等をサポートして

います。更にラスタファイルフォーマットでは、一般的なフォーマットのほか、，Erdas IMG、GeoTiff等

のリモセンの画像形式もサポートしており、ECWやMrSIDの 2 種の画像圧縮技術もサポートしていま

す。表 6.1 ではSuperMapデスクトップ製品がサポートするすべてのベクタ、ラスタフォーマットについ

て紹介します。表 6.2 と 表 6.3 ではSuperMap GIS デスクトップのベクタ、ラスタデータセットがエク

スポートするファイルタイプを紹介します。 

表 6.1 SuperMap GIS デスクトップ製品がインポート/エクスポートサポートするベクタ、ラスタフォーマット 

インポートサポートする ベクタファイル

フォーマット 
インポート

インポートサポートする ラスタファイ

ルフォーマット 
エクスポ

ート 
AutoCAD Drawing ファイル（*.dwg）  Erdas Image ファイル（*.img）  

AutoCAD DXF ファイル（*.dxf） √ Idrisi Image ファイル（*.idr）  
MapInfo 交換フォーマット（*.mif） √ BIL ファイル（*.bil）  

ArcInfo 交換フォーマット（*.e00） √ MrSID ファイル（*.sid）  

ArcView Shape ファイル（*.shp） √ TIFF ファイル（*.tif） √ 

ArcInfo Coverage ファイル √ ビットマップファイル（*.bmp） √ 

MicroStation DGN ファイル（*.dgn）  JPG ファイル（*.jpg） √ 
MapInfo TAB ファイル（*.tab）  ECW ファイル（*.ecw） √ 

Idrisi ベクタファイル（*.vec） √ ArcInfo GRID ファイル（*.*）  

Windows WMF ファイル（*.wmf）  
ArcInfo GRID 交換フォーマット

（*.grd） 
√ 

OperGIS GML（*.gml） √ USGS DEM ファイル（*.dem）  
日本 GXML ファイル（*.gxml） √ FST ファイル（*.fst）  

SuperMap SML ファイル（*.sml） √ RAW ファイル（*.raw）  

中国標準ベクタ交換フォーマット（*.vct） √ BIP ファイル（*.bip）  

DBF データベースファイル（*.dbf） √ BSQ ファイル（*.bsq）  
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Access データベースファイル（*.mdb） √ E00 Grid ファイル（*.e00）  
MapGIS 交換フォーマット

（*.wat;*.wal;*.wap;*.wan） 
 SIT ファイル（*.SIT） √ 

表 6.2 ベクタデータセットがエクスポートサポートするフォーマット 

 DXF COV E00 SHP MIF DGN VEC VCT MDB GML SML GXML 

CAD データセッ

ト 
√     √   √ √ √ √ 

ポイントデータ

セット 
√ √ √ √ √  √ √ √ √ √ √ 

ラインデータセッ

ト 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

ネットワークデ

ータセット 
√ √ √ √ √  √ √ √ √   

TIN 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 
√ √ √  √ √  √ √  √ √ 

3D ポイントデー

タセット 
√   √     √    

3D ラインデータ

セット 

√   √     √    

表 6.3 ラスタデータセットがエクスポートサポートするフォーマット 

 TIF BMP JPG ECW GRD SIT 
画像（ラスタ）データ

セット 
√ √ √ √  

√ 

MrSID データセット       
Grid データセット     √  
DEM データセット     √  
ECW データセット √ √ √ √   
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6.2 データセットのインポート 

次のいずれかの操作を行うと、「データインポート」ダイアログボックスが表示されます。インポート

するファイルの選択、インポート先のデータソースなどを指定し、実行します。 

データセットのインポート 

操作 
 メニューバーから「データセット」－「データセットのインポート」を選択します。 

 ワークスペースウィンドウまたはワークスペースマネージャでデータソースを 1 つ選択して

右クリックし、表示されたショートカットメニューから「データセットのインポート」を選択します

（この場合、選択したデータソースがインポート先データソースとなります）。 

 ショートカットキー「Ctrl＋I」を押します。 

6.2.1 ベクタデータのインポート 

1. CAD タイプのベクタデータのインポート 
CAD タイプのデータファイル（*.dxf、*.dgn、*.dxf など）は、複数のレイヤーを含み､かつタイプの

異なるオブジェクトが全てそれぞれのスタイルを持っています。従って、このタイプのデータファイル

のインポートはやや複雑です。複数のインポート方式があり､それによってインポート結果は異なりま

す。 

CAD タイプのデータを SuperMap GIS デスクトップ製品の複合データセットにインポートする際､

オプションの「レイヤーのマージ」を選択すると､元のデータファイルの全レイヤーの全ての内容を１

つの複合データセットにマージしてインポートします。「レイヤーのマージ」を選択しない場合は､元

のデータファイルの各レイヤーをそれぞれ１つの複合データセットにインポートします。 

CAD タイプのデータを、単一データセット（ポイントデータセット、ラインデータセットなど）にインポ

ートする際、オプションの「レイヤーのマージ」を選択すると、元のデータファイルの全レイヤーに含ま

れる同じタイプの図形オブジェクトを、同じタイプのデータセットにマージしてインポートします。「レイ

ヤーのマージ」を選択しない場合は､元のデータファイルの各レイヤーに含まれる図形オブジェクト

を、タイプの異なるオブジェクト毎に、対応する単一データセットにそれぞれインポートします。 

2. CAD タイプ以外のベクタデータのインポート 
ArcInfo の e00、MapInfo の mif など、一般的な GIS ソフトウェアのデータをインポートする場合､

通常は単一データセットにインポートします。元のデータのオブジェクトタイプ（ライン、ポリゴンなど）

が分かっている場合は、「データセット名」でインポートするデータセットタイプにチェックを入れ、デ

ータセット名を設定します。特に指定しない場合は、元のデータファイルが、ポイント、ライン、ポリゴ
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ン、テキスト、属性テーブルの 5 種類のタイプにデータを分けて、それぞれのタイプのデータセットに

インポートします。あるタイプのオブジェクトが元のデータにない場合は､一旦空のデータセットにイン

ポートされ、その後そのデータセットは削除されます。インポートを実行した正確な結果が 後に表

示されます。 

6.2.2 ラスタデータのインポート 

ラスタデータのインポートは､ベクタデータのインポートに比べて簡単です。ただし、インポートする

ラスタデータに座標情報がない場合がありますのでご注意 ください。この場合は、インポート後にレ

ジスタ処理を行い、空間位置情報を与える必要があります。座標情報を持つ TIFF ファイルなど、

元のラスタデータの座標情報が分かっている場合は､「詳細」をクリックして表示される「詳細オプショ

ン」ダイアログボックスで、「画像地理座標参照」のファイル名を選択すると、ファイルの座標値に基づ

き画像データの座標範囲を設定しますので､新たにレジスタする必要はありません。画像地理座標

ファイルの内容については 6.4画像地理座標参照ファイルを参照してください。 

6.2.3 データセットインポートの基本操作 

1. 「データセット」 - 「データセットのインポート」を選択すると、「データインポート」ダイアログ

ボックスが表示されます（図 6.1）。ダイアログボックス上でダブルクリックすると、「ファイルを

開く」ダイアログボックスが表示され、インポートするファイルを選択します。 

2. 「ファイルの追加」ボタンをクリックするか、リストを選択し、「開く」をクリックします。 

3. インポートタイプ、オプション、データセット名など、インポートのパラメータを設定します。

必要に応じて「詳細」ボタンをクリックし、詳細設定を行います。  

4. 「インポート」ボタンをクリックすると、指定されたファイルをバッチ処理でインポートします。  

操作を完了すると、リストボックスの「状況」にインポートの結果が表示されます。同時に、解析レポ

ートウィンドウにも、インポートしたファイルの場所が表示されます。「データインポート」ダイアログボッ

クスの内容については 表 6.4 を参照してください。 
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図 6.1 データインポートダイアログボックス 

表 6.4 ｢データインポートダ｣イアログボックス説明 

パラメータ 説明 
ファイルの追加 クリックすると、「ファイルを開く」ダイアログボックスを表示しま

す。ここからインポートするファイルを選択します。 

ファイルの削除 リストボックスで選択したファイルを削除します 

リストボックス インポートするデータのファイル名、データタイプ、インポートの

ステータス等を表示します 

インポート先 インポート結果データセットを保存するデータソースを選択しま

す 

データセット名 複合データセットとラスタデータセットの場合のデータセット名で

す。デフォルトはインポートするデータのファイル名です 

結
果
デ
ー
タ
セ
ッ
ト 

コードタイプ 圧縮方式でデータ保存するかを指定します。 

ベクタデータセットについては現在、未エンコード、SDC、SWC

の 3 種類の圧縮方式があります。ラスタデータセットについては

現在、未エンコード、DCT、SGL の 3 種類の圧縮方式がありま

す。DCT は Image データの圧縮にのみ、SGL は Grid データと

Dem データの圧縮にのみ使用できます 
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単一データセット 単一データセット（ポイント、ライン、ポリゴン、テキストなど）とし

てインポートします 

ベ

ク

タ 複合データセット 複合データセット（CAD データセット）としてインポートします 

IMAGE データセット ラスタデータセットとしてインポートします 

GRID データセット グリッドデータセットとしてインポートします 

イ
ン
ポ
ー
ト
タ
イ
プ 

ラ

ス

タ DEM データセット DEM データセットとしてインポートします 

レイヤーのマージ 選択すると、元のデータファイルの全レイヤーの全ての内容を 1

つの複合データセットにマージしてインポートします 

データセットの圧縮 選択すると、選択したすべてのデータセットを、指定した圧縮方

式で圧縮します。チェックを外した場合は、データセットを圧縮

せずにインポートします 

スタイルを無視 選択すると、複合データセット方式でインポートするとき、外部

ファイルのスタイル情報を無視するかどうか設定します。単一デ

ータセット方式では使用されません 

標高値を無視 選択すると、3D データをインポートするときに標高値を無視し

て、2D のデータとしてインポートします。Shape ファイルのみ適

用します 

トポロジを無視 選択すると、ベクタデータインポート時、外部ファイルのトポロジ

情報を無視するかどうかを設定します。選択すると、外部ファイ

ルのトポロジ情報を無視し、外部ファイルにトポロジ情報のある

ラインオブジェクトがある場合、ラインデータセットとしてインポー

トします。選択しないと、外部ファイルのラインオブジェクトにトポ

ロジ情報がある場合、トポロジ情報を取り込み、ネットワークデ

ータセットを生成します。E00 と Coverageフォーマットファイルで

トポロジ情報を取り込むことができ、他の状況では作用しません 

ベ
ク
タ 

空間インデックス再作

成 

選択すると、データセットインポート後、データセットに空間イン

デックスを再作成します 

自動圧縮処理 データインポート後、自動でそのデータセットを圧縮処理する

かどうか 

オ
プ
シ
ョ
ン 

ラ
ス
タ 

画像ピラミッドを自動生

成 

選択すると、データセットインポート後、このデータセットに画像

ピラミッドを作成します。 
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ポイントデータセット 生成するポイントデータセット名 

ラインデータセット 生成するラインデータセット名。インポートするファイルが E00、

Coverage の場合は、トポロジ情報を無視し、ラインデータセット

を生成せず、ネットワークトポロジデータセットを生成します 

ポリゴンデータセット 生成するポリゴンデータセット名 

テキストデータセット 生成するテキストデータセット名 

単
一
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
を
イ
ン
ポ
ー
ト

し
た
場
合
の
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
名 属性テーブル 幾何オブジェクトを持たない属性テーブルファイルにのみ有効

です 

プログレスバーを表示 
データをインポートする時、プログレスバーで全体の進行度が

表示されます 

自動でダイアログボックスを閉じる 
データのインポートが完了すると、自動でダイアログボックスが

閉じられます 

オプションパラメータ 「オプションパラメータ設定」ダイアログボックスが表示されま

す。詳しくは、「オプションパラメータ設定」ダイアログボックスの

説明を参照してください 

｢オプションパラメータ設定」ダイアログボックスについて 

オプションパラメータタブ（図 6.2） 

 

図 6.2 データインポートオプションパラメータ設定ダイアログボックス（1） 

 環境パラメータ 
テンポラリパス：臨時ファイルを保存する一時フォルダのパスを指定します。指定しない場合は､

デフォルトの臨時ディレクトリに保存します。指定したディレクトリの 後に「\」をつける必要があ

ります（「c:\temp\」など）。 
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インポート時プログレスバーを表示：インポートする時にプログレスバーを表示するかどうかを

設定します。 
 ラスタデータ共通パラメータ 

画像座標参照ファイル：地理座標を記録していない画像ファイルについては、画像地理座標

参照ファイルにより地理座標情報を取得できます。詳しくは 6.4画像地理座標参照ファイルを参

照してください。 

ArcInfo GRID ファイルピクセルフォーマット：ArcInfo GRID ファイルピクセルのフォーマットで、

整数型、単精度型、倍精度型があります。  
 ベクタデータ共通パラメータ 

元ファイルの座標系を無視：インポートするファイルの座標系を無視します。  
属性情報を無視：インポートするファイルの属性情報を無視し、インポート結果のデータセット

には、空間情報とシステムが与えた属性情報のみが含まれます。チェックを外した場合は、属

性情報を無視せず、ファイルの属性情報をできる限りインポートします。 
単位：データセットインポート後の座標単位を設定します。  
曲線の精度：ラインオブジェクトまたはポリゴンオブジェクトのラインの精度を設定します。 
詳細オプションタブについて（図 6.3） 

 ｢DXF/DWG/DGN ファイルインポートレイヤー｣リストボックス：インポートするレイヤー名

を表示し、ここからインポートするレイヤーを選択します。このリストボックスがアクティブに

なるのは、「データインポート」ダイアログボックスの「インポートタイプ」で、複合データセット

を選択した場合だけです。また、DGN、DWG、DXF の 3 種類のデータタイプについてのみ

有効で、その他のベクタデータでは無視されます。 

図 6.3 データインポートオプションパラメータ設定ダイアログ

ボックス（2） 

図 6.4 データインポートオプションパラメータ設定ダイアログ

ボックス（3） 

 DXF/DWG/DGN ファイル基本パラメータ 
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レイヤー情報フィールド：ベクタデータをインポートする際、インポートするレイヤー名を追加表

示するフィールド名です。一部のベクタファイルをインポートする時のみ有効です。デフォルトは

"Layer"です。 
標高フィールド：ベクタデータをインポートする際、標高情報を追加表示するフィールド名です。

一部のベクタファイルをインポートする時のみ有効です。デフォルトは"Elevation"です。  
クイックインポート：DXF ファイルをインポートする場合に、通常よりも短時間で実行します。た

だし、精度は通常よりも低下する場合があります。 
DGN 単位：インポートする DGN ファイルに関連する単位を選択するパラメータです。DGN ファ

イルをインポートする時のみ有効です。  
 DGN カラーテーブル：DGN ファイルをインポートする際、DGN カラーに対応するカラー値

（RGB 表示）を検索します。DGN ファイルをインポートする時のみ有効です。 
 DXF/DWG/DGN/TAB/MIF スタイルテーブル：スタイルを持つデータセット（DXF、DGN、

TAB、DWG、MIF など）をインポートする際、これらのデータのスタイルを完全にインポート

するため、ユーザーの作成した SuperMap の書式ファイルを指定します。インポートするフ

ァイルがベクタファイルで、スタイルを持つ場合にのみ有効です。  
拡張データコードタブについて（図 6.4） 

 拡張データコードリストボックス 
順番：拡張データの属性フィールド ID。 
グループコード：拡張データの記述に用います。グループコード 1001 は拡張データの開始を

表します。拡張データを具有するデータの同一グループコードは、重複して出現することができ、

出現の順序が重要です。  
フィールド名：Supermap のデータセットで表示する属性フィールド名。 

その他の操作方法 

 ワークスペースマネージャ/ワークスペースウィンドウで、データソースを選択し、右クリック

し、表示されたショートカットメニューの｢データインポート｣を選択します。 

 ショートカットキーの｢Ctrl＋I」を押します。 

注意事項 

 データベースタイプのデータソースにファイルをインポートする場合、":"を含 めたデータ

セット名に設定することはできません。 

 ArcInfo Coverage フォーマットのファイルは、データのフォルダを選択するだけでインポー

トできます。同時に複数のフォルダを選択できます。 

 ECWファイルインポートには長時間を要するため、ECWデータセットの新規作成をお勧め

します。 

 上記の理由で、ECW ファイルのインポートを推奨していないため、「ファイルを開く」ダイア
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ログボックスの「ファイルの種類」で「すべてのファイル」を選択した状態では、上のリストボ

ックスに ECW ファイルは表示されません。「ファイルの種類」でこれらのファイルを指定した

場合のみ、上のリストボックスに ECW ファイルが表示されます。  

 投影方式でマップウィンドウに表示する場合、大きい保存容量が必要となります。 

6.3 データセットのエクスポート 

SuperMap フォーマットのデータを、AutoCAD DXF 、Arc/Info Coverage、ArcInfo E00、ArcView 

Shape 、MapInfo MIF、IDRISI 、中国国家標準ベクタファイル、Access 、OpenGIS GML 、XML 、

G-XML など、他のデータフォーマットにエクスポート（変換）します。 

操作 

1. 「データセット」 - 「データセットのエクスポート」を選択すると、「データセットのエクスポー

ト」ダイアログボックスが表示されます（図 6.5）。  

2. 「リストに追加」ボタンをクリックするか、リストボックス上でダブルクリックすると、「選択」ダイ

アログボックスが表示されます。  

3. エクスポートするデータソースとデータセットを選択します。  

4. 「保存先ファイル名」をクリックし、エクスポート後のファイル名を入力します。  

5. 「エクスポート先」で、エクスポート後のファイルを保存する場所を指定します。 

6. 「エクスポート」ボタンをクリックすると、操作を完了します。 

 
図 6.5 データセットのエクスポートダイアログボックス 
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ダイアログボックスについて 

 リストに追加：クリックすると、「選択」ダイアログボックスを表示します。ここからエクスポート

するデータセットを選択します。 
 リストから削除：選択したデータセットをリストボックスから削除します。 
 フォーマット：リストボックスで選択したデータセットのエクスポートファイルのフォーマットを

一括指定します。ボタンをクリックすると、「エクスポートファイルタイプ」ダイアログボックスが

表示され、エクスポートファイルのフォーマットを指定します。「OK」をクリックすると、指定し

たファイルタイプが、リストボックスの「エクスポートタイプ」に表示されます。「フォーマット」

ボタンは、リストボックスでデータセットを選択した場合のみアクティブになります。 
 リストボックス 

データセット名：エクスポートするデータセット名を表示します。 
データソース名：エクスポートするデータセットのデータソースを表示します。 

エクスポートタイプ：AutoCAD DXF 、Arc/Info Coverage、ArcInfo E00、ArcView Shape 、

MapInfo MIF、IDRISI 、中国国家標準ベクタファイル、Access 、OpenGIS GML 、SML 、

G-XML などのフォーマットのファイルにエクスポートできます。 
保存先ファイル名：エクスポート結果を保存するファイル名を表示します。デフォルト設定では、

エクスポートするデータセット名と同じです。 
 エクスポート先：エクスポート結果ファイルを保存するディレクトリのパスを表示します。直

接入力するか、右端のボタンをクリックして、保存場所を選択します。 

 詳細設定: クリックすると、「データセットエクスポートの詳細設定」ダイアログボックス（図

6.6）を表示します。選択したエクスポートタイプにより、パラメータを設定します。 
 エクスポート後、自動でダイアログボックスを閉じる: チェックボックスにチェックを入れると、

データセットをエクスポート後、自動でダイアログボックスを閉じます。 

 
図 6.6 データセットエクスポートの詳細設定ダイアログボックス 
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ダイアログボックスについて 

 DXF ファイルの設定 
対照表：エクスポート結果データセットのライン、フォント、シンボル、フィルと、SuperMap GIS デ

スクトップ製品のライン、フォント、シンボル、フィルとの対照表のファイルを指定します。 
レイヤー名：エクスポートされた DXF ファイルの、対応するレイヤー名を入力します。デフォルト

設定は「Layer」です。 
 画像座標参照ファイルの設定 

ファイルタイプ：地理座標を記録していない画像ファイルについては、画像地理座標参照ファイ

ルにより地理座標情報を取得できます。SuperMap GIS デスクトップ製品では、TIFF地理座標フ

ァイル、SuperMap SML ファイル、中国国家標準画像情報ファイルの 3 種類のフォーマットを提

供しており、この中から選択します。 
ファイル名：エクスポートする画像座標参照ファイル名を指定します。 

 COVERAGE ファイルの精度設定：COVERAGE ファイルの精度を、PC 精度、SUN 低精度、

SUN 高精度の 3 種類から選択します。  
 DBF ファイルの設定：DBF ファイルのバージョンを、DB2、DB3、DB30 の 3 種類から選択し

ます。  
 単位設定：エクスポートされるデータセットの長さの単位を設定します。  
 ファイルパスワード：エクスポートするデータにパスワードを設定します。 

その他の操作方法 

 ワークスペースウィンドウで、データセットを選択して右クリックし、表示されたショートメニュ

ーから「データセットのエクスポート」を選択すると、「データセットのエクスポート」ダイアログ

ボックスが表示されます。 

 ワークスペースウィンドウ/ワークスペースマネージャでデータソースを選択し、右クリックし

て表示されたショートカットメニューの「データセットのエクスポート」を選択します。 

 ショートカットメニューの｢Ctrl＋E｣を押します。 

注意事項 

 sml（SuperMap XML）ファイルにエクスポートする場合、データセット名に":"が含まると当

該のインポートに失敗します。  

 ワークスペースウィンドウでデータセットを選択した状態で「データセットのエクスポート」ダ

イアログボックスを表示すると、リストボックスにそのデータセットが表示されます。  

 ラスタデータセットを ECW ファイルにエクスポートする際、ファイルサイズが 500MB を超え

る場合は圧縮できません。メッセージが表示されます。  

 ベクタデータセットを Access（MDB）ファイルにエクスポートすると、データセットの属性テー

ブルにおける非システムフィールドをエクスポートします。  



 

104 

 TIN データセットはエクスポートできません。  

6.4 画像地理座標参照ファイル 

地理座標を記録していない画像ファイル（ラスタデータ）をインポート/エクスポートする場合、画像

地理座標参照ファイルにより、地理座標情報を取得、提供できます。インポートする時には、このファ

イルにより、画像ファイルの地理座標情報を指定できます。エクスポートする時には、このファイルに

より、画像データセットの地理座標情報をエクスポートできます。 

画像データを変換する場合は、画像の地理座標ファイルがあれば、インポートする際に自動的に

画像データの座標範囲を設定し、レジスタする必要はありません。再度エクスポートする際も、同時

に画像の地理座標情報を出力することができます。この画像地理参照座標ファイルは、メモ帳で開

いて編集でき、拡張子が smc のファイルで保存することができます。 

現在 SuperMap GIS デスクトップ製品は、次の 4 種類の画像地理座標参照ファイルをサポートして

います。 

1. GB Geography Reference File (*.img)、中国国家標準地理座標ファイル（以下はファイルフォー

マットのサンプル） 

DataMark：CNSDTF_IMG  
Version：1.0 
Unit：M 
Type：BMP 
SaveWay: RGB 
Band：1 
Alpha：0.0 
Row：7460 
Col：7150 
Xr：0.000000 
Yc：2027.045554 
Dr：0.283447 
Dc：0.283484 
StoreLocation：G:workgznew.bmp 
West：0.000000 
East：2114.517079 
South：0.134157 
North：2027.045554 
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Width：7460 
Height: 7150 
 

2. Tiff Geography Reference File（*.tfw）、TIFF 地理座標ファイル（ワールドファイル）（以下はファ

イルフォーマットのサンプルと説明） 

10     //地図の 1 つのピクセルの X 方向の X 解像度（1 つのピクセルに

相当する長さ） 

0     //X 方向回転角度 
0     //Y 方向回転角度 

-10     //Y 地図の１つのピクセルの Y 方向の Y 解像度のマイナス値 
18263450.000000  //ピクセル 1，1 中心位置の X 座標 
3658590.000000  //ピクセル 1，1 中心位置の Y 座標 

 

3. SuperMap XML FIle（*.smc），SuperMap ユーザー定義 XML ファイル  

SuperMap Coordinate File－SMC ファイルフォーマット定義。 

SMC は XML フォーマット定義を採用しています。SML は XML を採用したスタイルで記述さ

れていますが、以下のフォーマットのとおり､決められた場所で改行などを行う必要があります。 

ファイルのユーザー定義プロセス簡素化のため、SML では暫定的に投影座標系を考慮しませ

ん。 

ファイルフォーマットのサンプル（この中の yyy，xxx，rx，ry，uuu は具体的な数値で、それぞれ

北、 西の座標、x 方向のピクセル解像度、y 方向のピクセル解像度及び解像度単位を表します。） 
<SuperMapCoordinateFile Version="1.0"> 
<Northmost>yyy</Northmost> 
<Westmost>xxx</Westmost> 
<ResolutionX>rx</ResolutionX> 
<ResolutionY>ry</ResolutionY> 
<Units>uuu</Units> 
</SuperMapCoordinateFile> 

x、y 方向のピクセル解像度は、ラスタ画像の x（または y）方向における各ピクセルが表す実際距

離を指し、公式 rx=(x2-x1)/width と ry=(y2-y1)/Height により計算できます。x2、x1、y2、y1 はそれぞ

れラスタ画像の実際の地理位置の 東、 西、 北、 南の地理座標を表し、width と height は

ラスタ画像の幅と高さです。 

経緯度座標系の場合､「度・分・秒」で表す座標は「度」のみ（小数点を用いる 10 進法）の表示方

法に変換する必要があります。 
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uuu は SuperMap で用いる単位を表します。（大文字・小文字を区別しません）。 

表 6.5 SuperMap XML 単位 

SuperMap 単位 説明 
Milimeter ミリメートル 
Centimeter センチメートル 
Decimeter デシメートル 
Meter メートル 
Kilometer キロメートル 
Mile マイル 
Inch インチ 
Yard ヤード 
Foot フィート 
Degree 弧度 

 

4. SuperMap ユーザー定義（*.dom），SuperMap ユーザー定義ファイル（以下はファイルフォーマ

ットのサンプルと説明） 

  DataMark：CNSDTF_DOM 
Version：1.0 
Unit：M 
Type：U 
SaveWay：U 
Band：1 
Row：0 
Col：0 
Xr：51000.414000 
Yc：36799.556000 
Dr：1.000000 
Dc：1.000000 
StoreLocation：G:workgznew.bmp 
West：51000.414000 
East：54000.414000 
South:32799.556000 
North：36799.556000 
Width：3001 
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Height：4001 
 このファイルタイプは暫定的にエクスポートサポートをしません。 
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第7章 マップ 

7.1 マップ概説 

マップウィンドウには、レイヤーオブジェクトの表示やクエリ、またオブジェクトの新規作成や編集、

主題図情報の分類表示、解析等をおこなう作業ウィンドウとしての役割があります。また、マップウィ

ンドウにデータセットを追加し、表示スタイルや主題図といった表示属性を与えると、レイヤーになり

ます。1 つもしくは複数のレイヤーは何らかの順序にもとづいて一所に重なり合い、同一のマップウィ

ンドウに表示され、1 つのマップを形成しています。通常は、1 つのレイヤーには 1 つのデータセット

が対応します。同一のデータセットは、異なるマップウィンドウに何度でも追加することができ、異なる

表示スタイルを付与することができます。スタイルを保存しないデータセット（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）については、表示の際にはデフォルトのスタイルが与えられ

ます。スタイルを保存するデータセット（複合データセット、テキストデータセット）は、各オブジェクトに

設定されたスタイルで表示されます。マップウィンドウ中のレイヤーのスタイルは、レイヤーのスタイル

変更または主題図を作成することで、必要に応じで変更することができます。 

 

図 7.1 マップウィンドウ 

マップウィンドウはアプリケーション環境の右側にあり、画面の大部分を占めています。マップウィ
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ンドウはワークスペースにデータソースを新規作成するか、既存のデータソースを開いた状態で開

いてください。データソースを新規作成するには、ワークスペースウィンドウで「マップ」のアイコンを

右クリックし、ショートカットメニューから「新規マップ」を選択すると、「選択」ダイアログボックスが表示

されます。追加したいマップウィンドウのデータソースを選択後、Enter キーを押すと、新しいマップウ

ィンドウが開きます。またワークスペースウィンドウで、開きたいデータセットを選択後、Enterキーを押

して直接マップウィンドウに開くことも可能です。マップウィンドウを開くと、メニューバーに表示される

項目が変化します。図 7.1 はマップウィンドウを開いた様子です。 

7.2 マップの属性 

マップの属性には、マップ情報とマップ上のオブジェクトの設定情報が含まれます。マップの属性

ダイアログボックスを開くには、（1）メニューバーから「マップ」 - 「属性」を選択、（2）マップウィンドウ

上で右クリックし、表示されたショートカットメニューから「属性」を選択、の 2 つの方法があります。 

7.2.1 基本パラメータ 

 
図 7.2 基本パラメータオプションタブ 

 「基本パラメータ」オプションタブ 
 マップ名：マップ名を表示します。 



 

111 

 カラーモデル：現在開いているマップウィンドウのすべてのベクタデータセットのカラーモデルを

選択します。これにより事前に出力結果を確認することができます。カラーモデルのプルダウン

メニューをクリックし、 「デフォルトカラーモード」、「白黒モード」、「グレースケールモード」、「白

黒反転モード」、「白黒反転、その他は保留」、「白黒反転、その他はグレースケール 」の中か

ら任意のカラーモデルを選択します。 
 デフォルトテキストスタイル：新た追加するテキストオブジェクトのスタイルです。「デフォルトテキ

ストスタイル」を設定後に作成するテキストオブジェクトはみな、このスタイルになります。 
 マップ背景スタイル：クリックすると、「フィルスタイルの選択」ダイアログボックスが表示され、ここ

でマップウィンドウの背景スタイルを設定します。パラメータ設定について詳しくは 7.6.3ポリゴ

ンスタイルを参照してください。 
 マップ回転 

マップ回転角度：マップの角度を表示、設定します。回転角度を変更しても、各レイヤーのデー

タは変わりません。正の値は反時計回りに、負の値は時計回りに回転します。回転範囲は-360

から 360 で、単位は度です(注：直接開いて表示する画像データセットはサポートしていませ

ん)。 
シンボル固定角度：これを選択すると、マップの回転角度を変更してもシンボルの表示は変わ

りません。 
テキスト固定角度：これを選択すると、マップの回転角度を変更しても、テキストの表示は変わり

ません。 
 表示可能テキストサイズ 

小フォント高さ：テキストフォントの高さがこの値より小さい場合、表示できません。単位は

0.1mm です。 
大フォント高さ：テキストフォントの高さがこの値を超える場合、表示できません。単位は

0.1mm です。 
 その他 

自動スクロール：これを選択すると、マップウィンドウの境界付近になると左クリックで自動的に

移動し、そうでなければ手動で移動します。デフォルトは選択の設定になっています。 
テキストアンチエイリアス/ラインアンチエイリアス：テキスト、ラインスタイルをアンチエイリアスに

設定すると、ぎざぎざを取り去って、図 7.3、7.4 のように表示が美しくなります。 
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図 7.3 ラインアンチエイリアス 図 7.4 テキストアンチエイリアス 

テキストフィルタ表示：テキストのフィルタ表示をするかどうかを設定します (テキストオブジェクト、

ラベル主題図のテキストを含む)。テキストオブジェクトが他のテキストオブジェクトと重なっている

場合、 下レイヤー(SmID が も小さい)のテキスト表示のみを表示します。例えば下の左の図

では山形と宮城が重なり、テキストフィルタ表示を設定すると宮城がフィルタリングされ、右の図

のように非表示になります。 

  

A テキストフィルタ未設定 B テキストフィルタ設定 

図 7.5 テキストフィルタ表示 
テキストフィルタ固定位置：マップが移動しても、フィルタリングされているテキストはそのまま見

えない状態が保たれます。「テキストフィルタ表示」のチェックを外すことで表示されるようになり

ます。下の図ｂでは「テキストフィルタ表示」を設定し、宮城が非表示となっています。このとき

「テキストフィルタ固定位置」を設定していなければ、図 a の赤枠部分を左へ移動して、図 c のよ

うに山形がウィンドウで表示されなくなると、宮城が表示されます(宮城と重なるテキストがなくな

ったため)。マップウィンドウ移動前に「テキストフィルタ固定位置」を設定すると、同様に位置に

移動しても、図 d のように宮城は表示されません。このオプションは連続した画像ファイルを出

力後、画像をマージする際にテキストの重なりを回避することができます。 



 

113 

  

a テキストフィルタ未設定 b テキストフィルタ設定 
c テキストフィルタ固定位置

未設定 
d テキストフィルタ固定位置設定 

図 7.6 テキストフィルタ固定位置 

注意事項 
 マップの背景色は「透明設定」と｢グラデーションフィルスタイル｣をサポートしていません。 

7.2.2 投影パラメータ 

 
図 7.7 投影パラメータオプションタブ 

 「投影パラメータ」オプションタブ 
 アクティブ投影：現在のマップウィンドウのマップの投影情報と、マップウィンドウに追加しようと
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するデータのデータソースの投影情報が異なる場合、これを使用すると、レイヤーを追加したと

きに臨時で投影変換を行い現在のマップと地理的位置と一致して表示します。そうでない場合、

現在のマップの投影情報を無視し、臨時で投影変換を行いません。例えば、データソースが緯

度経度の JGD2000、マップが平面直角座標 9 系(JGD2000)とします。データソースのデータを

マップに追加するとき、アクティブ投影を使用しない場合、例えば東京駅の位置ポイントは同じ

場所には表示されませんが、アクティブ投影を使用すると一致します。 
 エクスポート：マップの投影情報を XML ファイルでエクスポートします。 
 設定：マップの投影を 設定します。クリックすると「投影系の参照」ダイアログボックス（図 7.8）

を表示し、改めてマップの座標を設定します。 

 
図 7.8 「投影系の参照」ダイアログボックス 

ファイルからインポート：*.e00、*.mif、*.xml の 3 種類のフォーマットの投影ファイルインポートを

サポートしています。 
データソースからコピー：ワークスペースのデータソースからその投影システムをコピーすること

ができます。 
再指定：「投影指定」ボタンをクリックすると、「システム設定」ダイアログボックスが表示されます。

座標システム設定について詳しくは 第 17 章 マップ投影設定を参照してください。 

投影情報：マップ投影設定後、確定前に新しい投影情報を調べることができます。 
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7.2.3 範囲パラメータ 

 
図 7.9 範囲パラメータオプションタブ 

「範囲パラメータ」オプションタブ 
 スケール情報：スケール情報の表示及び設定。 

小表示スケール：マップスケールがこの値より小さいと、縮小をしません。 
大表示スケール：マップスケールがこの値より大きいと、拡大をしません。 

現在のスケール：現在のマップのスケールです。数値を入力し、「適用」ボタンをクリックす

ると、マップを設定したスケールに拡大縮小します。 
固定スケール使用：一連のスケールを設定し、それに基づいてマップを拡大縮小します。

例えば 4 つの固定スケール 1000、1500、2000、3500 を設定し、マップの現在のスケールを

1756 として、マップを拡大するとそのスケールは 1500 に変わり、再度拡大するとスケール

は 1000 となります。その後は拡大しません。再度マップを縮小する場合は、スケールが

1500 に変わり、その後 2000、3500 となり、その後は縮小しません。これを選択すると、横の

「設定」ボタンがアクティブ化されて「固定スケール設定」ダイアログボックスが表示され、表

示する固定スケールを設定することができます。 
 中心点情報：現在のマップウィンドウの中心点の(X、Y)座標を表示します。 
 範囲 
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表示範囲のユーザー定義：マップウィンドウに特定の範囲のオブジェクトのみ表示します。

矩形描画、円形描画、ポリゴン描画、精確範囲指定、選択ポリゴンオブジェクトの境界から

取得、の 5 種類の設定があります。図 7.10 はある都市の行政区域図で、a は表示範囲を

未設定、b はある地区のポリゴンの境界内を表示設定しました。a はすべての範囲のオブ

ジェクトを表示し、b はある地区内のオブジェクトのみ表示します(注：データ自体の変更は

ありません)。 

 a 表示範囲未設定 b 表示範囲設定 

図 7.10 ユーザー定義表示範囲 

表示範囲を設定するには、(1)「表示範囲のユーザー定義」チェックボックスを選択。(2)横

の「設定」ボタンをクリックし、プルダウンリストから、本例で使用した「選択ポリゴンオブジェ

クトの境界から取得」のように表示範囲モードを選択。(3)マップウィンドウで表示範囲を描

画、あるいはポリゴンオブジェクト(本例ではある地区のポリゴンオブジェクトを選択。このオ

ブジェクト範囲内のオブジェクトは保留されて表示され、その他の位置のオブジェクトは非

表示)を選択。(4)「適用」ボタンをクリックし操作を完了すると、マップウィンドウに b のように

表示される。 

表示範囲の設定を取り消すには、「設定」ボタンをクリックし、リストの「表示範囲設定を取

消」を選択します。またプルダウンリストの「表示範囲を保存」機能も使用でき、設定した表

示範囲を既存のデータセットに、あるいは新規データセットに保存することができます。 

全体範囲のユーザー定義：マップウィンドウに特定範囲のオブジェクトを全体表示します。

3 種類の設定があり、矩形描画(マウスで矩形を描画し、その範囲内を全体表示)、精確範

囲指定(境界座標値を入力し全体表示したい範囲を精確指定)、選択ポリゴンオブジェクト

の境界から取得(選択したポリゴンオブジェクト範囲内を全体表示)、です。 

図 7.11 ははある都市の行政区域図で、a は全体表示範囲未設定、右は都市の中心部を

全体表示範囲と設定しています。 

全体表示範囲を設定するには、(1)「全体範囲のユーザー定義」チェックボックスを選択。

(2)横の「設定」ボタンをクリックし、プルダウンリストから、本例で使用した「選択ポリゴンオブ

ジェクトの境界から取得」のように表示範囲モードを選択。(3)マップウィンドウで全体表示
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範囲を描画、あるいはポリゴンオブジェクト(本例ではある地区のポリゴンオブジェクトを選

択)を選択。(4)「適用」ボタンをクリック。(5)マップ操作ツールバーの「全体表示」ボタンをク

リックすると、マップウィンドウに b のように表示される。 

。 

 

a b  a b 

図 7.11 ユーザー定義全体表示 図 7.12 全体表示余白設定 

現在の表示範囲：現在の表示範囲を見ることができます。 
マップ範囲：マップ範囲を見ることができます。 
全体表示余白：全体表示した時の余白で、単位は 0.1mm です。図 7.12 はともに全体表示で、a

が余白 0、b は余白 10 としたものです。 

7.2.4 編集パラメータ 

「範囲パラメータ」オプションタブ 

 
図 7.13 編集パラメータオプションタブ 
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 オブジェクト選択パラメータ 
選択モード：ドラッグ方式でオブジェクトを選択する際、どのような状況で選択されるかを設定し

ます。中心点を含む、ポリゴンインターセクト、オブジェクトを含むの 3 種類があります。図 7.14

の a は「中心点を含む」の設定で、×の位置が矩形オブジェクトの中心です。オブジェクトを選

択する際、中心がボックス内にあればこのオブジェクトは選択されます。bは「ポリゴンインターセ

クト」の設定で、選択ボックスとオブジェクトに重なる部分があれば、このオブジェクトは選択され

ます。c は「オブジェクトを含む」の設定で、完全に選択ボックスに含まれたオブジェクトが選択さ

れます。 

 

a 中心点を含む b ポリゴンインターセクト c オブジェクトを含む 

図 7.14 選択モード 

選択トレランス：オブジェクトを選択する際、マウスをクリックした場所とオブジェクトの間の距離

がこのトレランスより小さければ、そのオブジェクトは選択されます。 
ラインポリゴン選択スタイル: オブジェクトが選択された際のスタイル表示を設定します。クリッ

クすると、「フィルスタイルの選択」ダイアログボックスが表示されてスタイル設定をします。パラメ

ータ設定について詳しくは 7.6.3ポリゴンスタイルを参照してください。 
ズーム選択矩形スタイル: ドラッグしてマップをズームする際のスタイル表示。クリックすると、

「フィルスタイルの選択」ダイアログボックスが表示されてスタイル設定をします。パラメータ設定

について詳しくは 7.6.3ポリゴンスタイルを参照してください。 
 

 編集操作 

ラインの自動切断: これを選択すると、ラインオブジェクトを描画する際、他のラインオブジェク

トと交差すると、交差する箇所でラインオブジェクトを切断し、複数のラインのオブジェクトを生成

します。デフォルトは非選択状態です。詳しい説明についてはマップ設定ツールバーのライン

自動切断ボタンを参照してください。 
自動クリッピング: これを選択すると、マップウィンドウにポリゴンオブジェクトを描き、他のポリゴ

ンオブジェクトと交差すると、その部分が削除され、他のポリゴンオブジェクトと辺を共有するポリ

ゴンオブジェクトとなります。デフォルトは 非選択状態です。詳しい説明についてはマップ設定

ツールバーの自動クリッピングボタンを参照してください。 
描画方式: 現在は 3 種類の描画方式をサポートしています。 
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 通常の描画は、マップ上でマウスをクリックして幾何オブジェクトを描きます図 7.15 の a は

通常描画方式です。 

 精確描画は、各コントロールポイントの座標値を入力して幾何オブジェクトを描画します図

7.15 の b は精確描画で、ノードの座標値を入力してポリラインを描画したものです。 

 精確パラメータ描画は、オブジェクトのパラメータ値を入力して幾何オブジェクトを描画しま

す図 7.15 の c は円の半径を入力して円を描画したものです。 

   

a 通常描画 b 精確描画 c 精確パラメータ描画 

図 7.15 描画方式 

 反転カラー描画：これを選択すると、マップウィンドウの背景と反対のカラーでオブジェクトを描

画します。 
 オブジェクト編集 

ノード編集許可：これが選択されていると、編集可能なレイヤーでオブジェクトが選択され、ノー

ドを編集することができます。そうでなければ編集できません。 
オブジェクト移動許可：これが選択されていると、編集可能なレイヤーでオブジェクトが選択され、

マウスで位置を移動することができます。そうでなければ移動できません。 
オブジェクト回転許可：オブジェクトが選択された時の回転表示。これが選択されていると、オブ

ジェクトが選択され、赤い丸のアイコンで回転ポイントを表示し、ドラッグすると、×印の基準点

を中心に、選択したオブジェクトが回転します。そうでなければ白い丸のアイコンが表示され、

オブジェクトは回転しません。 
編集、描画オブジェクトのボーダーライン色：編集可能なレイヤーで、選択、編集オブジェクト

のカラーを選択します。ポリゴンレイヤーの場合はボーダーのカラーです。 
左上(中、下)点、上中点、下中点、右上(中、下)点：オブジェクトが選択されると周囲に表示が

でます。ボタンを選択すると、そのオブジェクトが選択された際、緑色のマークが表示され、マウ

スをドラッグしてオブジェクトの形状を変更することができ、そうでなければ白いマークが表示さ

れ、オブジェクトの形状を変更することができません。 
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7.3 レイヤーコントロール 

レイヤーコントロールダイアログボックス（図 7.16）により、現在表示されているマップの各レイヤー

に対し、パラメータ設定などのコントロールを行ないます。 

操作 

1. 「マップ」 - 「レイヤーコントロール」 を選択すると、「レイヤーコントロール」 ダイアログボック

スが表示されます。 

2. レイヤーのパラメータを設定します。 

3. 「適用」をクリックし、「OK」をクリックすると、レイヤーコントロールを完了します。 

その他の操作方法 

 「レイヤーコントロール」ツールバー  の「レイヤーコントロール」ボ

タン をクリックします 。 

 ショートカットメニューから「レイヤーコントロール」を選択します。 

 

図 7.16 レイヤーコントロールダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 レイヤー名リストボックス：開いているマップのすべてのレイヤーと、順序を示します。 
 追加: クリックすると、「レイヤー追加」ダイアログボックスが表示され、新規データセットを

マップウィンドウに追加することができます。 
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 削除: マップウィンドウから選択したレイヤーを削除します。 
 すべて選択: リストボックスにあるすべてのレイヤーを選択します。 
 選択の反転: リストボックスにあるすべてのレイヤーを反転選択します。 
 上（下）に移動: リストボックス中で選択したレイヤーを上（下）に 1 つ移動します。 
 上（下）位に移動: リストボックス中で選択したレイヤーを 上（下）レイヤーに移動しま

す。 
 表示可能: このレイヤーがマップ中に表示するかどうかを表示/設定します。 

 選択可能: このレイヤー上の幾何オブジェクトが選択可能かどうか表示/設定します。 
 編集可能: このレイヤー上の幾何オブジェクトが編集可能かどうか表示/設定します。 
 スナップ可能: このレイヤー上の幾何オブジェクトがスナップ可能かどうか表示/設定しま

す。 

 編集ロック: 選択レイヤーの編集状態がロックかどうか表示/設定します。編集ロック状態

のレイヤーは編集可能レイヤーに設定できません。 
 レイヤーキャッシュ: レイヤーが編集可能状態の時、これをチェックするとレイヤーの編集

効率が向上します。 
 シンボルスケーラブル：選択レイヤー中のシンボル（ポイント状のシンボルとラインスタイ

ル）がマップを拡大または縮小すると、スケールに応じてサイズが変わるかどうかを表示/

設定します。この機能は主題図には適用されません。 
 表示範囲適用：これをチェックして「応用」ボタンを押すと、「マップ属性」ダイアログボックス

中に設定したマップ表示範囲が有効になります。特定区域のみのマップが表示されます。 

 テキストフィルタ表示：このレイヤー上のテキストがフィルタ表示するかどうか表示/設定し

ます。 

 交差点の処理：ラインレイヤーで、交差点の処理を行います。図 7.17 の a は、交差点処理

を行う前の交差点、b は交差点の処理を行った状態です。 

 
a 処理前 b 処理後 

図 7.17 交差点の処理 

 オブジェクト描画順序フィールド：オブジェクトの描画順序はオブジェクトのマップ上での表

示に影響します。例えば下の図では、 SmID をオブジェクト描画順序フィールド（通常、こ
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のフィールドはシステムデフォルトのオブジェクト描画順序フィールド） の場合、マップウィ

ンドウ中の SmID フィールド値はそれぞれ 1（オブジェクト 1）と 2（オブジェクト 2）の 2 つのオ

ブジェクトの表示状況が b のようになります。 つまり、重なっている部分はオブジェクト 2 が

オブジェクト 1 を覆っています。そこで、test フィールドをオブジェクト描画順序フィールドに

すると、マップウィンドウ中の 2 つのオブジェクトの表示状況は c のようになります。つまり、

重なり部分はオブジェクト 1 がオブジェクト 2 を覆います。オブジェクト 1 の test フィールド

値は 14 で、オブジェクト 2 の test フィールド値 5 よりも大きいからです。 

  
a フィールド b 順序（1） c 順序（2） 

図 7.18 オブジェクト描画順序 
 レイヤー名：このレイヤーの名前を表示します。フォーマットは“データセット名＠データセ

ットが所在するデータソース名”です。 
 レイヤータイトル：このレイヤーの凡例ウィンドウ中での名前を表示/設定します。 
 大/ 小表示スケール：マップスケールがこの値より大きい/小さい時、当レイヤーは表

示しません。 
 レイヤー表示/非表示：このレイヤーが表示されているかどうか。 大/ 小スケール設定

により表示されていない場合は、「無効」と示されます。 
 レイヤースタイル：このレイヤーのスタイルを表示/再設定します。 
 フィルタ表示条件：このレイヤーで条件を満たす幾何オブジェクトは表示しません。 
 ハイパーリンク起動: このレイヤーのハイパーリンクを起動するかどうか。チェックすると、

右のプルダウンリストからこのレイヤーのハイパーリンクフィールドを選択できます。 
 対応データセットの再指定：このレイヤーのタイトルに対応するデータセットを再度指定し

ます。 

 背景（あるいは Null 値）透明表示：これをチェックすると、Image データセットの背景色ある

いは DEM/GRID データセットの Null 値ピクセル位置が透明表示となります。 
 Image レイヤーパラメータ: Image レイヤーの背景色、カラートレランス、背景が透明かどう

かを表示/設定します。 
背景色: このレイヤー上と設定したカラーが同じカラーは背景色です。 
カラートレランス:背景色を選択後、レイヤー中のあるグリッドの RGB 値がこのトレランス内

にある場合、グリッドは背景色になります。例えば一種の灰色（RGB：100，100，100）を選

択して背景色とする場合、ここでトレランスを 10 と設定すると、RGB 値は（100-10，100+10）

の間の色が一様に背景色となります。  



 

123 

カラーパレット: Image データセットの表示色を再設定する場合ここをクリックすると「カラー

パレット編集」ダイアログボックスが表示されます。このレイヤーに表示色を再設定すること

ができます。8 ビット以下の Image データセットのみ適用できます。 
 DEM/GRID レイヤーパラメータ: DEM/GRID レイヤーの Null 値スタイル、カラーテーブル

を表示/設定します。 
Null 値スタイル: DEM/GRID レイヤー中の値が Null 値のグリッドにはこの色を使用して表

示します。 
Null 値: DEM/GRID レイヤー中で値がこの値のグリッドは Null 値を表します。 
カラーテーブル: 「カラーセットの編集」ダイアログボックスを開き、このレイヤーに再度カラ

ーテーブルを設定します。 
 不透明度: このレイヤーの不透明度を設定します。この数値が大きいほど、レイヤーはより

不透明になります。 
 明度/コントラスト: レイヤーの明度/コントラストを設定します。「明度/コントラスト」ツール

バーの明度、コントラスト設定機能と同じです。 
注意事項 

 図 7.16 は 1 つのベクタデータセット選択のレイヤーコントロールダイアログボックスで、この

ほか、複数のベクタデータセット選択、1 つのラスタデータセット選択、複数のラスタデータ

セット選択、ベクタとラスタデータセット選択のダイアログボックスがあります。これらのダイア

ログボックスには多少の違いがありますが、同名の設定の機能は同じです。 

7.4 マップ選択 

3 つの選択方式、選択、円形選択、ポリゴン選択があります。 

7.4.1 選択 

機能 

1 つまたは複数のオブジェクトを選択します。 

操作 

1. 「マップ」 - 「マップ選択」 - 「選択」 を選択すると、マップウィンドウ上のカーソルが に

なります。 

2. 1 つのオブジェクトを選択したい場合は、そのオブジェクトを含むレイヤーを編集可能な状

態にし、オブジェクトをクリックします。他のオブジェクトをクリックすると、それ以前に選択し
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たオブジェクトの選択は解除されます。 

3. 複数のオブジェクトを選択したい場合は、次のいずれかの操作を行います。 

 1 つのオブジェクトを選択した後、<Shift>キーを押しながら、他のオブジェクトを選択し

ます。 

 「マップ」 - 「マップ選択表示」 - 「選択」 を選択した後、マップ上で矩形を描きます。

マウスを放すと、中心点が矩形領域内にあるすべてのオブジェクトが選択されます。 

異なるレイヤーの複数のオブジェクトは、同時に選択できません。選択した複数のオブジ

ェクトを一部を解除する場合は、解除したいオブジェクトを「Shift」を押しながらクリックする

と、クリックしたオブジェクトの選択を解除できます。 

4. 同一レイヤーで重なっているオブジェクトのうち、下のオブジェクトを選択する場合は、

<Ctrl>キーを押しながら、重なっているオブジェクトのうち上のオブジェクトをクリックしま

す。 

その他の操作方法 

 「マップ操作」ツールバーの「選択」ボタン  をクリックします。 

7.4.2 円形選択 

機能 

指定した円形領域内のすべてのオブジェクトを選択します。 
 

操作 

1. 「マップ」 - 「マップ選択」 - 「円形」 を選択すると、マップウィンドウ上のカーソルが に

変わります。 

2. 左クリックでマップ上に円形を描きます。 

3. マウスをもう１度クリックすると、円形の領域を確定し、中心点が円形領域内にあるオブジェ

クトが選択されます。 

その他の操作方法 

 「マップ操作」ツールバーの「円形選択」ボタン  をクリックします。 

7.4.3 ポリゴン選択 

機能 

指定したポリゴン領域内のすべてのオブジェクトを選択します。 
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操作 

1. 「マップ」 - 「マップ選択」 - 「ポリゴン」 を選択すると、マップウィンドウ上のカーソルが 

 になります。 

2. 左クリックでマップ上にポリゴンを描きます。 

3. マウスをもう 1 度クリックすると、ポリゴンの領域を確定し、中心点がポリゴン領域内にあるオ

ブジェクトが選択されます。 

その他の操作方法 

 「マップ操作」ツールバーの「ポリゴン選択」ボタン  をクリックします。 

7.5 マップ表示 

7.5.1 拡大 

機能 

マップを拡大して表示します。 

操作 

「マップ」 - 「マップ表示」 - 「拡大」を選択すると、マップウィンドウ上のポインタが  に変わりま

す。マップ上でドラッグ操作により矩形を描くと、描いた矩形領域が拡大表示されます。マップ上で

直接クリックすると、マウスポインタの地点を中心として固定倍率で拡大表示されます。 

その他の操作方法 

 「マップ操作」ツールバーの「拡大」ボタン  をクリックします。 

 ショートカットキー：Z。 

 マップ上で右クリックし、表示されたショートカットメニューから「拡大」を選択します。 

7.5.2 縮小 

機能 

マップを縮小して表示します。 

操作 

「マップ」 - 「マップ表示」 - 「縮小」を選択すると、マップウィンドウ上のポインタが に変わりま

す。マップ上にドラッグ操作で矩形領域を描くと、マップの現在の表示範囲を矩形領域に縮小して

表示されます。マップ上で直接クリックすると、マウスポインタの地点を中心として固定倍率で縮小表
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示されます。 

その他の操作方法 

 「マップ操作」ツールバーの「縮小」ボタン  をクリックします。 

 ショートカットキー：X。 

 マップ上で右クリックし、表示されたショートカットメニューから「縮小」を選択します。 

7.5.3 連続ズーム 

機能 

マップの連続ズームを行います。 

操作 

「マップ」 - 「マップ表示」 - 「連続ズーム」を選択すると、マップウィンドウ上のマウスポインタが

に変わります。上方向にドラックすると、マップは連続して拡大し、下方向にドラッグするとマップ

は連続して縮小します。 

その他の操作方法 

 「マップ操作」ツールバーの「連続ズーム」ボタン  、 をクリックします 。 

 ショートカットキー：C。 

 マップ上で右クリックし、表示されたショートカットメニューから「連続ズーム」を選択します。 

注意事項 

「マップ操作」ツールバーの「連続ズーム」ボタンの右下の矢印を下にドラッグすると、「連続ズー

ム」 と「連続リアルズーム」  の 2 つのボタンが表示されます。連続ズームを実行した際のマップ

の表示に若干の違いがあり、必要に応じて選択できます。「連続ズーム」は連続ズームを行うたびに、

マップが一瞬の間白くなりますが、表示スピードは速いです。「連続リアルズーム」は「連続ズーム」よ

りも遅いですが、マップが白くなることはなく、連続ズームをスムーズに実行できます。 

7.5.4 移動 

機能 

ドラッグ操作でマップを移動します。 

操作 

「マップ」 - 「マップ表示」 - 「移動」 を選択すると、マップウィンドウ上のマウスポインタが   

に変わり、マップを移動します。 

その他の操作方法 
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 「マップ操作」ツールバーの「移動」ボタン  、  をクリックします。 

 ショートカットキー：A。 

 マップウィンドウ上で右クリックし、表示されたショートカットメニューから「移動」を選択しま

す。 

 

注意事項 

 「マップ操作」ツールバーの「移動」ボタンの右下の矢印を下にドラッグすると、「移動」  

と「リアル移動」  の 2 つのボタンが表示されます。移動した時のマップの表示に若干違

いがあり、必要に応じて選択できます。「移動」は移動するたびにマップが瞬間的に白くな

りますが、表示スピードは速いです。「リアル移動」は表示スピードは「移動」よりも遅くなりま

すが、マップが白くなることはなく、滑らかに移動できます。 

7.5.5 全体表示 

機能 

マップオブジェクト全体がマップウィンドウに収まるように、マップオブジェクトを全体表示します。 

操作 

「マップ」 - 「マップ表示」 - 「全体表示」 を選択すると、マップオブジェクトが全体表示されま

す。 

その他の操作方法 

 「マップ操作」ツールバーの「全体表示」ボタン をクリックします。 

 ショートカットキー：F6。 

 マップウィンドウ上で右クリックし、表示されたショートカットメニューから「全体表示」を選択

します。 

7.5.6 全画面表示 

機能 

マップウィンドウを画面全体に表示します。 

操作 

「マップ」 - 「全画面表示」を選択すると、全画面表示モードに切り替わります。全画面表示モー

ドでは、メニューバーやワークスペースウィンドウ等は隠され、現在アクティブになっているマップウィ

ンドウを、モニタのサイズに合わせて 大限に広く表示します。全画面表示モードを終了し、通常の
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表示モードに切り替えるには「全画面表示を閉じる」をクリックします。 

その他の操作方法 

 「マップ操作」ツールバーの「全画面表示」ボタン  をクリックします。 

 マップウィンドウ上で右クリックし、表示されたショートカットメニューから「全画面表示」を選

択します。 

7.5.7 前のビュー 

機能 

マップの表示を１つ前の状態に戻します。 

操作 

「マップ」 - 「マップ表示」 - 「前のビュー」を選択すると、１つ前のビューが表示されます。 

その他の操作方法 

 「マップ操作」ツールバーの「前のビュー」ボタン をクリックします。 

 ショートカットキー：F7、Alt＋←、Back Space。 

7.5.8 次のビュー 

機能 

マップの表示を、「前のビュー」を実行する前の状態にします。 

操作 

「前のビュー」を実行するとアクティブになります。「マップ」 - 「マップ表示」 - 「次のビュー」を選

択すると、「前のビュー」を操作する前のビューがワークエリアに表示されます。 

その他の操作方法 

 「マップ操作」ツールバーの「次のビュー」ボタン をクリックします。 

 ショートカットキー：F8、Alt＋→。 

 

条件 

 「マップ」 - 「マップ表示」 - 「次のビュー」メニューは、「前のビュー」を実行するとアクティ

ブになります。 
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7.5.9 更新 

機能 

マップウィンドウを更新します。 

操作 

「マップ」 - 「マップ表示」 - 「更新」を選択すると、マップを更新します。 

その他の操作方法 

 「マップ操作」ツールバーの「更新」ボタン をクリックします。 

 ショートカットキー：F5。 

 マップウィンドウ上で右クリックし、表示されたショートカットメニューから「更新」を選択しま

す。 

7.6 マップスタイル設定 

7.6.1 ポイントスタイル 

ポイントデータセットまたは複合（CAD）データセットのポイントオブジェクトの表示スタイルを設定し

ます。 

操作 

1. 「マップスタイル」ツールバーの「ポイントスタイル」ボタンをクリックすると、「シンボルスタイ

ルの選択」ダイアログボックスが表示されます（図 7.19）。 

2. 左側のボックスからシンボルスタイルを選択します。また、「オプション」でカラー、大きさ、

回転角度を選択します。 

3. 「OK」をクリックし、設定を完了します。 
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図 7.19 シンボルスタイルの選択ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 グループ名：プルダウンメニューから、シンボルファイルがあるフォルダを選択します。 
 リストボックス：選択したグループのすべてのシンボルスタイルが表示されます。クリックし

てシンボルスタイルを選択します。 
 検索：シンボルスタイルを選択するもう一つの方法です。シンボルスタイルの「コード ID」ま

たは「名前」を選択すると、シンボルスタイルがリストボックスに表示され、選択できます。 
コード ID：プルダウンメニューから、シンボルスタイルの ID を選択または直接入力します。 
名前：プルダウンメニューから、シンボルスタイルの名前を選択または直接入力します。 

グループ名：選択したグループ名を表示します。 

 プレビュー：選択したシンボルスタイルまたは編集を加えたシンボルスタイルのイメージが

表示され、確認できます。 
 オプション：選択したシンボルスタイルのカラー、幅、回転角度を設定します。 

カラー：プルダウンメニューの右側のボタンをクリックします。表示されたカラーパネルから、

シンボルのカラーを選択します。 
大きさ：ポイントの大きさを設定します。右側の上下を示すボタンで選択するか、直接入力

します。単位は 0.1mm です。 

回転：ポイントの回転角度を設定します。右側の上下を示すボタンで選択するか、直接入

力します。単位は 0.1 度です。 
 シンボルライブラリ編集：ボタンをクリックすると、「シンボルエディタ」ダイアログボックスが
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表示されます。詳しくは 18.1シンボルライブラリを参照してください。 

条件 

 ポイントレイヤーの場合、マップウィンドウに表示され、凡例ウィンドウでポイントレイヤーが

選択された状態で実行してください。 

注意事項 

 ポイントレイヤーの場合、設定したポイントスタイルは、ポイントレイヤーのすべてのポイント

オブジェクトに適用します。 

 複合レイヤーの場合、設定したポイントスタイルは、選択したポイントまたは追加するポイン

トに適用します。 

7.6.2 ラインスタイル 

ラインデータセット、複合データセットのラインオブジェクトの表示スタイルを設定します。 

操作 

1.   「マップスタイル」ツールバーの「ラインスタイル」ボタンをクリックすると、「ラインスタイルの

選択」ダイアログボックスが表示されます（図 7.20）。 

2. 左側のボックスでラインを選択します。また、「オプション」で色と幅を選択します。 

3. 「OK」をクリックし、設定を完了します。 

ダイアログボックについて 

 グループ名：プルダウンメニューから、ラインスタイルファイルがあるフォルダを選択します。 
 リストボックス：選択したグループのすべてのラインスタイルが表示されます。クリックしてラ

インスタイルを選択します。 

 検索：ラインスタイルを選択するもう一つの方法です。ラインスタイルの「コード ID」または

「名前」を選択すると、選択したラインスタイルがリストボックスに表示され、選択できます。 
コード ID：プルダウンメニューから、ラインスタイルの ID を選択または直接入力します。 
名前：プルダウンメニューから、ラインスタイルの名前を選択または直接入力します。 
グループ名：選択したグループ名を表示します。 

 プレビュー：選択したラインスタイルまたは編集を加えたラインスタイルのイメージが表示さ

れ、確認できます。 
 オプション：選択したラインスタイルの色と幅を設定します。 

カラー：プルダウンメニューの右側のボタンをクリックします。表示されたカラーパネルから、

ラインの色を選択します。 
幅：ラインの幅を設定します。右側の上下を示すボタンで選択するか、直接入力します。単
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位は 0.1mm です。 
 ラインライブラリ編集：ボタンをクリックすると、「ラインライブラリエディタ」ダイアログボックス

が表示されます。詳しくは 18.2ラインライブラリを参照してください。 

 
図 7.20 ラインスタイルの選択ダイアログボックス 

条件 

 ラインレイヤーの場合、マップウィンドウに表示され、凡例ウィンドウでラインレイヤーが選

択された状態で実行してください。 

注意事項 

 ラインレイヤーの場合、設定したラインスタイルは、ラインレイヤーのすべてのラインオブジ

ェクトに適用します。 

 複合レイヤーの場合、設定したラインスタイルは、選択したラインまたは追加するラインに

適用します。 

7.6.3 ポリゴンスタイル 

機能 

ポリゴンデータセットまたは複合データセットのポリゴンオブジェクトの表示スタイルを設定します。 

操作 

1.   「マップスタイル」ツールバーの「ポリゴンスタイル」ボタンをクリックすると、「フィルスタイル
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の選択」ダイアログボックスが表示されます（図 7.21）。 

2. 左側のボックスからフィルを選択します。また、必要に応じてカラー設定、透明設定、ライン

スタイルの設定などを行います。 

3.   「OK」をクリックし、設定を完了します。 

 
図 7.21 フィルスタイルの選択ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 グループ名：プルダウンメニューから、フィルスタイルファイルがあるフォルダを選択しま

す。 
 リストボックス：選択したグループのすべてのフィルスタイルが表示されます。クリックしてフ

ィルスタイルを選択します。 
 検索：フィルスタイルを選択するもう一つの方法です。フィルスタイルの「コード ID」と「名

前」を選択して、必要なフィルスタイルを検索します。 
  コード ID：プルダウンメニューからフィルスタイルの ID を選択または直接指定します。 
名前：プルダウンメニューからフィルスタイルの名前を選択または直接指定します。 
グループ名：選択したグループ名が表示されます。 

 プレビュー：選択したフィルスタイルまたは編集を加えたフィルスタイルのイメージが表示さ

れ、確認できます。 
 カラー設定 

前景色：フィルの前景色を設定します。 
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背景色：フィルの背景色を設定します。 
 透明設定 

背景透明：選択しない場合は、背景色を設定できます。選択した場合、背景色を設定でき

ず、背景色は透明となります。 
不透明度：前景色または背景色の不透明度を設定します。デフォルト設定は 100%で、不

透明となっています。 
 グラデーション：選択すると、フィルスタイルは前景色から背景色まで、色が段階的に変化

します。線形、円形、円錐形、四角形の 4 つの中から選択できます。 
角度：グラデーションフィルの回転角度を設定します。上下を示すボタンで選択するか、直

接入力します。数値を増やすと反時計回りに回転し、数値を減らすと時計周りに回転しま

す。角度の単位は 0.1 度で、設定範囲は-3600～3600 となります。デフォルト設定は 0 度

です。 
 水平（垂直）オフセット：「タイプ」で、円形、円錘形、四角形を選択した場合にアクティブと

なります。数値を増やすと、グラデーションの中心位置が右側（上側）にずれ、数値を減ら

すと、グラデーションの中心位置が左側（下側）にずれます。数値は上下を示すボタンで

選択するか、直接入力します。 
 ラインスタイル：ボタンをクリックすると、「ラインスタイルの選択」ダイアログボックスが表示さ

れます。詳しくは 7.6.2ラインスタイルを参照してください。 
 フィルライブラリ編集：ボタンをクリックすると、「フィルライブラリ編集」ダイアログボックスが

表示されます。詳しくは 18.3 フィルライブラリを参照してください。 

条件 

 ポリゴンレイヤーの場合、マップウィンドウに表示され、凡例ウィンドウでポリゴンレイヤーが

選択された状態で実行してください。 

注意事項 

 ポリゴンレイヤーの場合、設定したフィルスタイルはポリゴンレイヤーのすべてのポリゴンオ

ブジェクトに適用します。 

 複合レイヤーの場合、設定したフィルスタイルは選択されたポリゴンまたは追加するポリゴ

ンに適用します。 

7.6.4 テキストスタイル 

機能 

編集可能なテキストデータセットまたは複合データセットの選択したテキスト、または複合データセ

ットでこれから追加するテキストの表示スタイルを設定します。 



 

135 

操作 

1. 「マップスタイル」ツールバーの「テキストスタイル」ボタンをクリックすると、「テキストスタイ

ル」ダイアログボックスが表示されます。 

2. テキストスタイルを設定します。 

3.   「OK」をクリックし、設定を完了します。 

条件 

 テキストレイヤーまたは複合レイヤーが編集可能な状態。 

 テキストオブジェクトが選択された状態。 
 

注意事項 

 テキストレイヤーの場合、設定したテキストスタイルは、選択したテキストオブジェクトまたは

追加するテキストオブジェクトに適用します。 

 複合レイヤーの場合、設定したテキストスタイルは、選択したテキストオブジェクトまたは追

加するテキストオブジェクトに適用します。 

ダイアログボックスについて詳しくは 8.2.3 テキストオブジェクトのスタイル情報を参照してくださ

い。 

7.6.5 ラスタレイヤーの明度/コントラスト 

機能 
ラスタレイヤーの明度/コントラストを設定します。 
操作 

1. 「明度/コントラスト」ツールバーで、設定するラスタレイヤーを選択します。  

2. 「マップ」-「明度コントラストの設定」を選択すると、「明度/コントラスト」ダイアログボックスが

表示されます。  

3. 明度とコントラストを調整します。「表示」にチェックを入れている場合、明度とコントラストの

調節に伴い、マップウィンドウの該当するラスタレイヤーの表示が随時変化します（図

7.22）。  

4. 「OK」をクリックすると、設定が完了します。  
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a デフォルト明度/コントラスト b 明度/コントラスト設定後 

図 7.22 明度/コントラスト設定 

その他の操作方法 

 「明度/コントラスト」ツールバーの「設定」ボタン をクリックします。  

 凡例ウィンドウから設定するレイヤーを選択し、ショートカットメニューから「明度/コントラスト

の設定」を選択します。  

注意事項 
 「一般のラスタレイヤーについては設定変更後、画面上での変更だけでなく、印刷結果に

も反映されます。ただし ECW、MrSID データセットについては、画面上での変更のみで、

印刷結果には反映されません。  

条件 
 現在のマップウィンドウにラスタレイヤーを開いた状態で実行してください。 

7.7 索引図と拡大鏡 

索引図と拡大鏡はマップの索引検索とズーム検索に使用します。メニューの「マップ」-「索引図と

拡大鏡」-「索引図」ダイアログボックスで操作をします。  

「レイヤー管理」では、マップの索引検索とズーム検索が的確に行われるように設定をします（図

7.23）。 
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図 7.23 レイヤー管理 図 7.24 索引図 図 7.25 拡大鏡 

索引図はマップ全体を小型の索引図ウィンドウに表示させ、マップ全体の中でのマップウィンドウ

の位置を確認できます。索引図ウィンドウに表示される赤い矩形は、マップウィンドウの位置を表しま

す。この赤い矩形をマウスでドラッグし、索引図ウィンドウの中を移動させると、マップウィンドウに表

示されるマップも移動し、赤い矩形の領域がマップウィンドウに表示されます（注意：索引図に表示さ

れるマップの範囲は、索引図を表示する時にマップウィンドウに表示されている領域です。これは索

引図を閉じるまで変わりません。索引図は、なるべく広い範囲をマップウィンドウに表示した状態で

使用してください）。 

拡大鏡はマップウィンドウ上でカーソルを当てている位置を、「倍率設定」で設定した倍率で拡大

表示します。赤い十文字マークの中心がカーソルの位置になります。 

7.8 マップのクリッピング 

マップのクリッピングは、表示されているマップウィンドウで指定した部分をクリッピング（切り抜き）

した状態で表示､保存する機能です。クリッピングした部分は、新しいデータセットに保存されます。

この機能はベクタレイヤーとラスタレイヤーに適用できます。 

SuperMap GIS デスクトップ製品では、2 つのクリッピング方法があります。1 つは選択されたオブ

ジェクト領域のクリッピングで､選択した1つまたは複数のオブジェクトをクリッピング領域とします。もう

1 つは図形フレームクリッピングで、矩形、円形、ポリゴンの各形状でクリッピング領域を描きます。 

7.8.1 選択されたオブジェクト領域のクリッピング 

機能 
選択した 1 つあるいは複数のポリゴンオブジェクトをクリッピング領域としてマップをクリッピングしま

す。 



 

138 

操作 
1. ツールを使用して、特定の行政区域などのオブジェクトをクリッピング領域として選択しま

す。また他の選択ツール（例えば円形選択など）を用いて、複数のオブジェクトを選択して

クリッピング領域とすることもできます。 

2. メニューバーから、「マップ」 - 「マップクリップ」 - 「選択オブジェクトで切り取り」を選択し

ます。右クリックしてショートカットメニューから「選択されたオブジェクトのクリッピング」を選

択すると、「マップクリッピング」ダイアログボックスが表示されます(図 7.26 a)。 

3. リストボックスからクリッピングしたいレイヤーを選択し、結果データセット名を設定します。 

4. クリッピング領域を削除するかを選択します。 

5. ポリゴンオブジェクト内側の内容か外側の内容か、クリッピング方式を選択します。 

6. マップに保存するかどうかを選択します。保存する場合、マップ名を入力し、マップの形式

でクリッピング後のデータを保存します。 

7. 「クリッピング領域の設定」オプションタブ（図 7.26b）をクリックし、座標値を入力すると、精

確なクリッピング領域が設定できます。 

8. 後に「クリッピング」をクリックすると、各指定レイヤーのクリッピング領域の内側または外

側（クリッピング方式設定ボックスの選択により決まります）の全ての部分をクリッピングして、

それぞれ新しいデータセットとして保存されます。クリッピングしたデータセットの属性はオ

リジナルのデータセットと同じです。また、オリジナルのデータセットは何も変更されませ

ん。 

 

a データクリッピング設定タブ b クリッピング領域の設定タブ 

図 7.26 選択されたオブジェクト領域のクリッピング 

 
ダイアログボックスについて 

「データクリッピング設定」タブ 



 

139 

 リストボックス 
レイヤー名：マップのクリッピングできるすべてのレイヤー名を表示します。チェックボックス

にチェックを入れて、クリッピングするレイヤーを選択します。 
保存先データソース名：クリッピング結果データセットを保存するデータソース名を表示し

ます。 
保存先データセット：クリッピング結果を保存するデータセット名を表示します。 
定義域：各レイヤーのクリッピング領域（内側または外側）を表示します。 
イレース：クリッピング領域を削除するかを選択します。 

 すべて選択：クリックすると、リストボックスのすべてのレイヤーを選択します。 
 選択の反転：選択した内容を反転します。選択したレイヤーを未選択の状態に、未選択の

レイヤーを選択した状態にします。 
 統一設定：リストボックスに選択したレイヤーのパラメータを統一して設定します。 
 保存先データソース：現在開いているワークスペース上のデータソースが表示されます。こ

こから、クリッピング結果データセットを保存するデータソースを選択します。 
 保存先データセット：クリッピング結果を保存するデータセット名を入力します。 
 マップに保存：チェックボックスにチェックを入れて選択し、マップ名を入力すると、クリッピ

ング結果をマップとして保存します。 
 クリッピング領域を削除：チェックを入れると、元データセットからクリッピング領域が削除さ

れます。チェックを入れない場合は削除されません。ベクタデータセットにのみ適用されま

す。 
 クリッピング領域： 

内側：選択すると、領域の内側をクリッピングします。 
外側：選択すると、領域の外側をクリッピングします。 

「クリッピング領域設定」オプションタブ 
 リストボックス：クリッピング領域の座標情報を表示します。座標を修正する場合は、番号

を選択し、下の「X 座標」、「Y 座標」に座標を入力します。 
 X 座標/Y 座標：座標ポイントを選択後、テキストボックスで精確に修正することができます。 
 変更：クリックすると、リストボックスで修正したクリッピング領域をマップウィンドウに表示しま

す。 
 復元：クリッピング領域を修正後にクリックすると、修正前の状態に戻ります。 

 オブジェクト：マップ上で複数のオブジェクトを選択している場合、クリッピングを行うオブジ

ェクトを選択します。プルダウンメニューで表示されるオブジェクトの順序は、選択ポリゴン

の SmID の順で表示されます。 
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7.8.2 円形によるマップクリップ 

メニューバーから「マップ」－「マップクリップ」を選択すると、サブメニューから「矩形」「円形」「ポリ

ゴン」の 3 つを選択できます。3 つのクリッピング操作は同じです。この中から 1 つのサブメニューを

選択し､クリッピングしたい場所に選択した図形のフレームを描くと、図１の「マップの切り取り」ダイア

ログボックスが表示されます。「クリッピング領域の設定」タブでは、クリッピング領域の範囲を再設定

できます。この中の編集ボックスはサブメニューの違いによって調整を行います。クリッピングの結果

は図 7.27 のとおりです。 

 

a 矩形によるクリッピング b 円形によるクリッピング c ポリゴンによるクリッピング 

図 7.27 図形フレームクリッピング 

7.9 マップ回転 

機能 

指定した角度でマップを反時計回りに回転させます。 

操作 

1. 「マップ」 - 「マップ回転」 を選択します。 

2. マップウィンドウ上で、基準となる直線を 1 本（または 2 つのポイントを持つポリラインもしく

は 3 つのポイントを持つポリライン）を 描き、回転基軸とします。 

3. 右クリックすると、「マップ回転」のダイアログボックスが表示されます。 

4. 回転するレイヤーを選択します。 

5. 「回転角度」で回転する角度を入力します （設定範囲は-360～360 度）。回転ベースライ

ンは 3 つのポイントを持つポリラインである場合、「回転角度」でポリラインにより角度を計算

します。マップの回転方式とオブジェクトの回転方式は同じです。 回転方法について詳し

くは 8.4.16回転を参照してください。 
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6. 「OK」をクリックし、操作を完了します。 

回転させたマップのオブジェクトの座標は変更され、元の状態に戻せません。「OK」をクリックする

と、「回転処理を行うと元に戻すことはできません。回転処理を行いますか」とメッセージが表示され

ます。 

注意事項 

回転をサポートするデータセットはポイントデータセット、3Dポイントデータセット、ラインデータセッ

ト、3D 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、複合データセット、ルートデー

タセットです。そのほかのデータセットはマップ回転をサポートしません。 

7.10 ラスタデータセットに変換 

機能 
マップデータをラスタデータセットに変換します。 

操作 

1. 「マップ」 - 「ラスタデータセットに変換」 を選択すると、「ラスタデータセットに変換」 ダイ

アログボックスが表示されます（図 7.28）。  

2. 出力範囲を選択します。現在のウィンドウ、マップ全体を選択、あるいは範囲をマウスで指

定することができます。  

3. 生成されたラスタデータセットを保存するデータソースを選択、データセット名を入力しま

す。  

4. 解像度を設定します。  

5. 「OK」をクリックし、操作を完了します。 
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図 7.28 ラスタデータセットに変換 ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 出力範囲 
現在のウィンドウ：現在のマップウィンドウに表示されている範囲をラスタデータセットに出

力します。 
マップ全体：マップ全体範囲をラスタデータセットに出力します。 

 マウス選択：マップ上でマウスにより画像で出力する範囲を選択することができます。 

 範囲：地理座標値を入力して、ラスタデータセットに出力する範囲を指定します。 

 出力データ 
データソース：ワークスペース上のすべてのデータソースを表示します。変換したラスタデ

ータセットを保存するデータソースを選択します。 
データセット：変換したラスタデータセットの名前を入力します。 
解像度：ラスタデータセットの解像度（1 つのピクセルに相当する長さ）を指定します。 
行/列数：入力した解像度に基づき行数、列数を算出して表示します。また、ラスタデータ

セットの行数、列数を変更することもできます。 
圧縮タイプ：生成したラスタデータセットを保存する容量を節約するため、方法を指定して

圧縮できます。DCT、SGL の 2 つの圧縮方法をサポートしています。また、デフォルト設定

の NONE では、圧縮を行いません。 
 ディスク容量 

必要な空き容量：ラスタデータセットを保存するために必要なディスクの容量です。 
テンポラリ容量：一時ファイルの容量です。 
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7.11 画像ファイルで保存 

機能 

マップを画像ファイルに保存します。 

操作 

1. 「マップ」 - 「画像ファイルで保存」 を選択すると、「画像ファイルで保存」ダイアログボック

スが表示されます。 

2. 出力範囲を選択します。 

3. 「ファイル名」で画像の保存場所とファイル名を指定します。BMP ファイルにエクスポートす

る場合、解像度を設定することができます。 

4. 「OK」をクリックし、操作を完了します。 

その他の操作方法 

 マップウィンドウ上で右クリックし、表示されたショートカットメニューから「画像ファイルで保

存」を選択します。 

7.12 ラスタデータのモザイク化 

機能 

2 つ以上のラスタデータセットを地理座標に基づいて 1 つのラスタデータに合成します。 

操作 

1. 「データ処理」-「ラスタデータのモザイク化」を選択すると、「ラスタデータのモザイク化」ダ

イアログボックスが表示されます（図 7.29）。 

2. モザイク化するラスタデータセットのタイプを選択します。DEM＆Grid タイプ及び IMAGE タ

イプから選択できます。  

3. 「追加」ボタンをクリックし、モザイク化するデータセットをリストボックスに追加します。  

4. 「結果データ」で結果データセットを命名し、結果データセットに画像ピラミッドを作成する

かどうかを選択します。ラスタデータセットに画像ピラミッドを作成するとデータの表示速度

が速くなります。  

5. 「パラメータ設定」でデータセットのモザイク化過程で、重複範囲の処理、ピクセル形式、

NULL データ、背景色無視等必要なパラメータを設定します。 

6. 「境界設定」で結果データセットの範囲および解像度等を設定します。  

7. 「OK」ボタンをクリックし、操作を完了します。 
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図 7.29 ラスタデータのモザイク化ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 モザイク化するデータセットタイプ：DEM＆Grid タイプ及び IMAGE タイプの 2 種類があり

ます。ここでデータセットタイプを選択して、モザイク化データセットをリストボックスに追加

すると、自動的にデータセットタイプをフィルタリングします。「モザイク化するデータセットタ

イプ」を選択し、モザイク化データセットをリストボックスに追加後は、「モザイク化するデー

タセットタイプ」は使用できません。モザイク化するデータセットタイプを変更したい場合は、

一旦リストボックスに追加したデータセットをすべて削除してください。 
 パラメータ設定 

重複範囲の処理：モザイク化するデータセットの地理範囲に重複範囲がある場合、それに

対するグリッド値の処理方法です。5 種類の方法があります。「 初」は、リストボックスの

初にあるデータセットのグリッド値をとります。「 後」は、リストボックスの 後にあるデータ

セットのグリッド値をとります。「 大値」は、リストボックスのすべてのデータセット中で同一

位置のグリッド値の 大値をとります。「 小値」は、リストボックスのすべてのデータセット

中で同一位置のグリッド値の 小値をとります。「平均値」は、リストボックスのすべてのデ

ータセット中で同一位置のグリッド値の平均値をとります。 
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ピクセル形式：結果データセットのピクセル形式です。10 種類以上のタイプから選択でき

ます。1 ビット(白黒)、4 ビット(16 色)、8 ビット(256 色)、16 ビット(カラー)、64 ビット(長整数型)、

32 ビット(整数型)、短精度型、倍精度型、 初、 後、 大値、 小値、 頻数等です。

そのうち前の 8 種類は直接選択するピクセルタイプです。その他のタイプについて、「

初」はリストボックスの 初にあるデータセット、「 後」はリストボックスの 後にあるデータ

セット、「 大値」はリストボックスのすべてのデータセットでピクセルタイプが 大のデータ

セット、「 小値」はリストボックスのすべてのデータセットでピクセルタイプが 小のデータ

セット、「 頻数」はモザイク化するラスタデータセットのうち出現頻度が も高いものをピク

セルタイプとし、頻度が同じものの場合、リストボックスで先にあるデータセットのピクセルタ

イプを結果データのピクセルタイプとします。 

背景色無視：データのモザイク化において、この色のセルがあれば、それを背景色とし、

計算にかかわりません。IMAGE データセットにのみ適用します。 
NULL データ：この設定値はモザイク化後の結果データセットの値を空とします。DEM＆

Grid タイプにのみ適用します。 
トレランス：背景色と NULL データのトレランスを設定します。Image タイプに対して、無視

する背景色を選択後、データセットのあるセルの RGB 値がこのトレランス内にあれば、この

セルを背景色とし、モザイク化計算にかかわりません。例えば灰色(RGB 値はそれぞれ 100、

100、100)を背景色とし、このトレランスを 10 とした場合、RGB 値が(100-10、100+10)の間に

ある色はみな背景色としてモザイク化計算にかかわりません。同様に DEM あるいは Grid

タイプに対して、データセットのセルのグリッド値がこのトレランス内にある場合、このセルを

NULL データとしてモザイク化計算にかかわりません。 
 境界設定 

範囲：結果データセットの範囲を指定します。デフォルトは「範囲指定」で、データセット範

囲のマージにかかわります。 
解像度：結果データセットの解像度を指定します。 
高さ/幅：指定した解像度での結果データセットの高さと幅を表示します。 

条件 

 マップウィンドウに少なくとも 2 つのラスタレイヤーがあること。 

注意事項 

 「モザイク化するデータセットタイプ」を選択し、モザイク化データセットをリストボックスに追

加後は、「モザイク化するデータセットタイプ」は使用できません。モザイク化するデータセ

ットタイプを変更したい場合は、一旦リストボックスに追加したデータセットをすべて削除し

てください。 
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7.13 マップ保存 

機能 

現在のマップを保存します。 

操作 

既に保存され、名前がついているマップの場合、「マップ」 - 「マップ保存」を選択すると、マッ

プはそのまま保存されます。 

新規マップの場合は、「マップ」 - 「マップ保存」を選択すると、「マップ保存」ダイアログボックス

が表示されます。新規マップ名を入力し、「OK」をクリックします。 

その他の操作方法 

 「標準」ツールバーの「保存」ボタン  をクリックします。 

 マップ上で右クリックし、表示されたショートカットメニューから「マップ保存」を選択します。 

注意事項 

 マップの状態を再現したい場合は、マップを保存した後で、必ずワークスペースを保存し

てください。（マップを保存しても、ワークスペースを保存せずに終了すると、マップの状態

は再現されません。）。 

 マップ保存は、マップに含まれるデータセットのインデックスをワークスペースに保存する

ものです。新たにファイルを生成することはありません。 

7.14 マップに名前をつけて保存 

機能 

開いている新規のマップに名前をつけ、保存します。 

操作 

1. 「マップ」 - 「マップ名で保存」 を選択すると、「マップ保存」 ダイアログボックスが表示

されます。 

2. マップ名を入力します。 

3. 「OK」をクリックすると、マップが保存されます。 

その他の操作方法 

 マップウィンドウ上で右クリックし、表示されたショートカットメニューから「マップに名前をつ

けて保存」を選択します 
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7.15 主題図 

7.15.1 主題図概説 

主題図作成は、地図データの属性情報を表現する機能です。複雑な地理情報を様々な条件で

分類し、色分けや図形などで区別することにより、地理情報を視覚的に表現できます。SuperMap 

GIS 5 デスクトップ製品では、次の 7 種類の主題図を作成することができます。 

表 7.1 主題図説明 

タイプ 説明 

 
個別値主題図 

指定したフィールド値の各オブジェクトを個別に分類し、色分けを行います。例え

ば世界地図における各国をそれぞれ別の色で表示するような場合に使用します。

固有の特徴（名称、タイプなど）に基づいて主題を区分する地図に適しており、ポ

イントデータセットとテキストデータセットには適しません。 

 
段階区分主題図 

指定したフィールド値により各オブジェクトを段階的に区分し、それに基づき色分

け等が行われます。行政区ごとの人口密度や農作物の生産高などの表現に適し

ています。 

 
連続的比例記号

主題図 

記号の大きさ等により、指定したフィールド値を表現します。数値タイプのデータに

適し、データの値の大きさに比例して記号の大きさが変化します。シンボルの大き

さを設定する際は、シンボルが互いに重なり合わないよう注意する必要がありま

す。 

 
点密度主題図 

オブジェクト上に表示される点（ドット）密度の程度により、属性データの値の大きさ

を表現します。各点は一定の数値を表します。1 点あたりの数値と点の総数の乗積

が各オブジェクト（ポリゴン）の属性データの値となります。同一の形状の点の分布

数、密度により各オブジェクトの人口や農作物の生産量の分布などを表すのに適

しています。 

 
統計グラフ主題図 

複数の数値型変数を統計グラフとして表現できます。さまざまなタイプのグラフを

作成できます。 

 
ラベル主題図 

指定したフィールドの値を、そのままテキストとしてマップ上に表示する場合に使用

します。文字フィールドだけでなく、数値フィールドに対しても作成することができま

す。マップ上の「注釈」として加えるのに適しています。 
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カスタム主題図 

各フィールドの値に対して表示スタイルを設定し、主題図を作成します。より自由

にデータの内容を表現できます。 

7.15.2 主題図作成 

7.15.2.1 主題図作成の一般操作 

1. データセットを 1 つ開き、これをマップウィンドウに表示します。 

2. 「マップ」－「主題図」を選択すると、「主題図」ダイアログボックスが表示されます（図

7.30）。 

3. レイヤーを 1 つ選択し、「主題図作成」をクリックすると、「主題図タイプの選択」ダイアログ

ボックスが表示されます（図 7.31）。 

4. 主題図のタイプを選択し、「次へ」をクリックすると、各タイプに応じたダイアログボックス（ウ

ィザード）が表示されます。 

5. 主題図のタイプによりスタイルを設定します。 

6. 各パラメータを設定して「完了（OK）」をクリックして主題図を表示します。 

その他の操作方法 
 凡例ウィンドウで主題図を作成するレイヤーを選択して右クリックします。表示されるポップ

アップメニューから「主題図ウィザード」を選択します。 

図 7.30 主題図ダイアログボックス 図 7.31 主題図タイプの選択ダイアログボックス 
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7.15.2.2 主題図タイプ選択 

「主題図タイプの選択」ダイアログボックスで主題図のタイプを選択し、「次へ」をクリックすると、主

題図スタイル設定に進みます。各主題図のタイプについては 7.15.1主題図概説を参照してくださ

い。 

       

個別値主題図 段階区分主題図
連続的比例記号

主題図 
点密度主題図

統計グラフ  

主題図 
ラベル主題図 カスタム主題図 

7.15.2.3 主題値選択 

各主題図のスタイルダイアログボックスで、指定フィールド(あるいはフィールド表現式)を選択しま

す。以下の 3 つの方法があります。 

レイヤーのフィールドを直接指定 

レイヤーのフィールド、例えばSmID、SmUserIDあるいは作成したフィールドCode等が可能です。 

表現式を使用 

フィールド表現式のプルダウンリストで表示することができます。例えばリストボックスに直接人口

増加率を以下のように入力します。 

（Pop2000-Pop_1990）/ Pop_1990 

「表現式…」を選択し、「SQL式」ダイアログボックスで作成することもできます。操作について詳し

くは 10.2.3 SQL式を参照してください。 
 

関連属性テーブルのフィールドを使用 

主題図作成前に主題図を作成する必要のあるレイヤーに関連属性テーブルを設定します。フィ

ールド表現式のプルダウンリストボックスに関連属性テーブルのフィールドがあり、それを使用して主

題図に多様性を持たせることができます。また、関連属性テーブルのフィールドもSQL表現式の作

成に使用することができます。関連属性テーブルの設定について詳しくは 10.1.3データセットの関

連付けを参照してください。 

7.15.2.4 個別値主題図設定 

主題図のレイヤーを設定後、主題図作成に必要な主題値及びそのスタイルを設定します。 

個別値主題図作成の主題値指定 



 

150 

SuperMap GIS デスクトップ製品では、主題フィールドのすべてのフィールド値を主題値として指

定します。 

操作：「すべて追加」をクリックすると主題フィールドのすべてのフィールドを「主題」リストボックスに

追加します。 大 255 の主題値を追加することができます。 

また、一部のフィールド値を主題値として指定することができます。 

操作：「選択追加」ボタンをクリックし、「値の追加」ダイアログボックスのリストボックスで一部のフィ

ールド値を選択し、「OK」ボタンをクリックすると、それらが「主題値」リストボックスに追加されます。 

主題値のスタイル設定 

 主題値のスタイル個別設定 
リストボックスで主題値を選択し、「スタイル修正」ボタンをクリックします(あるいは直接リスト

ボックスのスタイルをダブルクリック)。スタイルの選択ダイアログボックスが表示されるので、

そこで設定をします。 

 
 主題図のスタイル複数設定 

（1） リストボックスで複数の主題値を選択し、「スタイル修正」ボタンをクリックすると (あるい

は直接複数の主題値を選択して、右クリックのショートカットメニューで「スタイル修正」

を選択)、「主題図スタイルの変更」ダイアログボックスが表示されます。 

（2） 「主題図スタイルの変更」ダイアログボックスで、修正するスタイルを選択します。 

（3） 「スタイル設定」ボタンをクリックすると、各スタイル設定ダイアログボックスが表示され、

設定を行います。 

（4） 設定完了後、「主題図スタイルの変更」ダイアログボックスに戻り、「OK」ボタンをクリック

します。（図 7.32）。 

フィールド値ラベル修正 

主題リストボックスにはフィールド値のスタイル（各シンボルで表示）、フィールド値、ラベルが表示

されています。ラベルでダブルクリックすると編集可能状態になり、ラベルを直接修正することができ

ます。 

またリストボックスでは主題の順序を調整することができます。フィールド値を選択し、上下の移動

ボタンで順序を調整します。 
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図 7.32 個別値主題図 

個別値主題図前定義 

個別値主題図では、フィールド値を前定義することもできます。この個別値主題図に新しいオブ

ジェクトを追加する場合、新しいオブジェクトのフィールド値を前定義の新フィールド値に合わせれ

ば、主題図の表示スタイルはすでに設定されたスタイルとなります。 

新しい主題値を追加 

（1） 「選択追加」ボタンを選択すると、「値の追加」ダイアログボックスが表示されます（図

7.33）。 

（2） 「新規値」に値を入力します。 

（3） 「リストに追加」をクリックすると、新規値がリストボックスに表示されます。 

（4） リストの中の新規値を選択し、「OK」ボタンをクリックすると、新規値を主題リストボックス

に追加します。 

 
図 7.33 値の追加ダイアログボックス 
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7.15.2.5 段階区分の主題図設定 

主題図のレイヤーを設定後、主題図作成に必要な区分方法、区分数、スタイルを指定します。 

区分方法で範囲を確定 

区分方法には等距離区分、ユーザー定義区分、等級段階区分、偏差値区分、対数区分、開方区分

の 6 種類があります。 

 等距離区分：選択したフィールドの 大値と 小値に基づき、等しい距離で段階区分しま

す。区分数はユーザーの設定によります（プルダウンリストから 2-32 の間で選択、あるいは

2-255 の間の値を直接入力。デフォルトは 3。）。 

 ユーザー定義区分：選択したフィールドの 小値と指定した距離（間隔）に基づき、段階

区分をします。 

 等級段階区分：すべてのオブジェクトに対して各段階で同じ数になるように段階区分をし

ます。 

 偏差値区分：中間範囲はデータの平均値で区分されます。範囲のサイズは標準差とされ

ます。この標準差に基づき、双方向に向かって、段階区分をします。 
 対数区分：すべてのオブジェクトの 10 を底とする対数を求め、それに対して等距離区分の

方法で段階区分をします。データにマイナス値がある場合、この方法は適しません。 
 開方区分：すべてのオブジェクトの平方根を求め、それに対して等距離区分の方法で段

階区分をします。データにマイナス値がある場合、この方法は適しません。 
 精度の設定：設定範囲は 0.00000001-10000000 で、デフォルトは 0.1 です。 

段階合併により、リストボックスで選択した 1 つまたは複数の段階を 1 つにします。（注意：選択した段

階が隣接していない場合は、真ん中に挟まれている段階も合併します。） 

段階区分の表示スタイル設定 
各段階区分の表示スタイル設定操作は個別値主題図のフィールド値スタイル設定操作と類似し

ています。操作について詳しくは 7.15.2.4個別値主題図設定を参照してください。図 7.34 は段階区

分の主題図です。 
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図 7.34 段階区分主題図 

7.15.2.6 連続的比例記号の主題図設定 

主題図のレイヤーを選択後、連続的比例記号のレベル分け方式、表示するシンボルスタイル、シ

ンボルの基準数値等を指定します。レイヤーに負の値がある場合は、それに対応するシンボルスタ

イルも指定します。 

値の計算方法 

値の計算方法には以下の 3 つがあります。 
 定数：属性テーブルにおける元データのラインの比率によって、レベルを分けます。 
 平方根：属性テーブルにおける元データの平方根のラインの比率によって、レベルを分け

ます。 

 対数：属性テーブルにおける元データの対数のラインの比率によって、レベルを分けま

す。 

シンボルスタイルの設定 

 正の値のスタイル：右横のボタンをクリックすると、「シンボルスタイルの選択」ダイアログボ

ックスが表示され、正の値のスタイルを編集できます。 
 負の値のスタイル：チェックボックスにチェックを入れると、フィールド値がマイナスとなって

いるオブジェクトが表示されます。右横のボタンをクリックすると、「シンボルスタイルの選

択」ダイアログボックスが表示されます。マイナスの値のスタイルを編集できます。 

 ゼロ値を表示：チェックボックスにチェックを入れると、フィールド表現式の値が 0 のオブジ

ェクトを表示することができます。右横のボタンをクリックするとゼロ値のスタイルを編集でき

ます。このシンボルスタイルを変更しても正の値のシンボルスタイルには影響しません。 
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 リーダー線を表示：選択すると、シンボルオフセットオブジェクトを描く時、オブジェクトの間

はリーダー線でつながります。リーダー線上でクリックすると、「ラインスタイルの選択」ダイ

アログボックスが表示され、リーダー線のスタイルを設定できます。 
 フロー表示：選択すると、主題図のスタイルをアクティブに表示できます。 
 上レイヤーへ：選択すると、主題図をマップの も上のレイヤーで表示します（マップ中

の他のレイヤーの順序には影響しません）。 

シンボルの基準数値とオフセット設定 

 基準値：システムが定めているシンボルの基準数値です。この数値に基づき、システムは

区分レベルによって、他の値が対応するシンボルの大きさを計算します。 
 シンボルのオフセット：シンボルのオフセットの距離を設定します。 

図 7.35 は連続的比例記号の主題図です。 

 

図 7.35 連続的比例記号の主題図 

7.15.2.7 点密度主題図 

主題図のレイヤーを設定後、各ドットが表す数値やスタイルを設定します。 
ドット代表の値：ひとつのドットが表すすべての数値。 
ドットのスタイル設定：下のボタンをクリックすると、サイズやカラー、シンボルタイプ等ドットのス

タイルを変更できます。 

注意事項 
点密度主題図はポリゴンデータセットにのみ設定することができます。 

図 7.36 は点密度主題図です。 
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図 7.36 点密度主題図 

7.15.2.8 統計グラフ主題図設定 

複数のフィールド選択 

統計グラフ主題図の作成には複数のフィールドを指定する必要があります。必要に応じて左側の

フィールドリストから必要なフィールドをダブルクリックし、右側のリストに追加して主題図のフィールド

とします。 

スタイル修正 

 フィールドのスタイル統一修正 
「カラー設定」のプルダウンリストから選択をします。 

 フィールドのスタイル個別設定 
リストボックスのスタイルをダブルクリックすると、スタイル設定のダイアログボックスが表示され、

設定をします。 

フィールドの順序調整 

リストボックスで 1 つ(複数)のフィールドを選択し、上下移動のボタンでフィールドの順序を調整し

ます。リストボックスのフィールドの順序は統計図での各フィールドの順序です。 

折れ線グラフ、ポイントグラフ、棒グラフ、3D 棒グラフでのフィールド表示の順序とは左から右、円

グラフ、3D 円グラフ、ローズグラフ、3D ローズグラフ、ドーナツグラフでの 初のフィールドは開始角

度の一つ目のもので、続いて時計回りとなります。積み上げ棒グラフと 3D 積み上げ棒グラフでは下

から上となります。 
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統計図設定 

 統計グラフ主題図がサポートするタイプ 

    

面積図 段階図 折れ線グラフ ポイントグラフ 

    

棒グラフ 3D 棒グラフ 円グラフ 3D 円グラフ 

   

ローズグラフ 3D ローズグラフ 積み上げ棒グラフ 
3D 積み上げ棒グラ

フ 
ドーナツ図 

 円グラフの開始角度：円グラフの開始角度を指定します。デフォルト設定は水平となって

います。この項目は、円タイプのグラフ（円グラフ、3D 円グラフ、ローズグラフ、3D ローズグ

ラフ）を選択した場合のみ使用できます。 
 棒グラフの棒幅：棒グラフの棒の幅を指定します。デフォルトの棒幅は 大幅の半分です。

棒幅は 0 からこの 大幅までの間で設定可能です。 大幅を超えた設定は無効となりま

す。この項目は、棒タイプのグラフ（棒グラフ、3D 棒グラフ、積み上げ棒グラフ、3D）を選択

した場合のみ使用できます。 
 リーダー線を表示：選択すると、シンボルオフセットオブジェクトを描く時、オブジェクトの間

はリーダー線でつながります。リーダー線上でクリックすると、「ラインスタイルの選択」ダイ

アログボックスが表示され、リーダー線のスタイルを設定できます。 

 フロー表示：選択すると、主題図のスタイルをアクティブに表示できます。 

 値の計算方法：以下の 3 つがあります。 

定数：属性テーブルにおける元データのラインの比率によって、レベルを分けます。 
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平方根：属性テーブルにおける元データの平方根のラインの比率によって、レベルを分け

ます。 
対数：属性テーブルにおける元データの対数のラインの比率によって、レベルを分けま

す。 

基準値設定：主題図の表示サイズを制限します。「 小値」が小さいほど、 小の統計主題

図は小さく表示されます。「 大値」が大きいほど、 大の統計主題図は大きく表示されます 
 項目値のテキスト表示：選択すると、統計主題図に統計テキストが表示されます。 

テキスト書式：。「百分率」、「数値」、「タイトル」、「タイトル+百分率」、「タイトル+数値」といっ

た形式があります。 

テキスト書式の設定：統計主題図のサブテキストの表示スタイルを設定します。クリックす

ると、「テキストスタイル」ダイアログボックスが表示され、テキストのスタイルを設定します。

「フォント名」、「配置」、「フォントサイズ」、「文字色」、「背景色」等が含まれています。 
 座標軸の設定：「座標軸の設定」は面積図、段階図、折れ線グラフ、ポイントグラフ、棒グラ

フ、3D 棒グラフ、積み上げ棒グラフ、3D 積み上げ棒グラフにのみ使用できます。 
座標軸の表示：選択すると、主題図に座標軸が表示されます。プルダウンメニューをクリッ

クすると、カラーパネルが表示され、座標軸の色を選択します。 
目盛り線の表示：選択すると、主題図に座標軸のグリッドが表示されます。 
項目テキストの表示：選択すると、主題図に座標軸のテキストが表示されます。 
テキストスタイル：統計主題図の座標軸テキストの表示スタイルを設定します。クリックする

と、「テキストスタイル」ダイアログボックスが表示され、テキストのスタイルを設定します。「フ

ォント名」、「配置」、「フォントサイズ」、「文字色」、「背景色」等が含まれています。 

図 7.37 は統計グラフ主題図です。 

 
図 7.37 統計グラフ主題図 
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7.15.2.9 ラベル主題図設定 

主題図のレイヤー設定後、ラベルスタイル、表示効果等を設定します。 

 フォーマット設定 
数値テキスト精度：数値型テキストをマップ上で表示する精度（桁数）で、デフォルトは 1。 
長文処理方式：ラベルに使用するテキストが長い場合のラベル表示処理方式の設定。「省

略」と「改行」の 2 種類の処理方式があります。例えば、ラベルのテキスト内容が「日本スー

パーマップ株式会社」として、「1行の文字数」を9、長文処理方式で省略を設定した場合、

レイヤー上の表記は「日本スーパーマップ...」となります。長文処理方式で改行を設定した

場合、レイヤー上の表記は2行に分けられ、1行目は「日本スーパーマップ」、2行目は「株

式会社」となります。 
1行の文字数：1行で表示できる 多文字数（英数、かな漢字、スペース等すべて1文字と

してカウントされます）。この文字数を超えると省略または改行の方式で処理されます。英

単語については、改行の位置で分断される場合は自動処理で前の行で全て表示します。 

 スタイル設定 
テキストスタイル：クリックすると、「テキストスタイル」ダイアログボックスが表示され、「フォン

ト名」、「配置」、「フォントサイズ」、「文字色」、「背景色」等のラベルテキストのスタイルを設

定します。「テキストスタイル」ダイアログボックスの各パラメーターの設定については、マッ

プスタイルツールバーの 7.6.4テキストスタイルを参照してください。 
背景形状：選択したフィールドの 大値と 小値に基づき、等しい距離で段階区分しま

す。 
背景スタイル：ラベルテキストの背景タイプを設定します。ここでは、矩形、角丸矩形、楕円

などがあります。 
 カーブテキスト設定：ラインレイヤーに対してラインに沿う形のテキストを設定します。 

テキスト方向：カーブテキストの方向を次の 5 つから選択し設定します。 ラインに沿う：ライ

ンに沿い起点から終点の方向となります。その他 4 つの項目（（上→下，左→右 / 上→下，

右→左 / 下→上，左→右 / 下→上，右→左） では、まずシステムはラインの方向が横

方向か縦方向かどちらの傾向かを判断します（判断基準：水平との傾き角度が 60 度以内

の場合は横向き、それ以外は縦向き）。横方向のラインに対しては、選択項目にしたがい、

左から右あるいは右から左へ表記します（上→下と下→上は考慮しません）。逆に、縦方

向のラインに対しては、選択項目にしたがい、上から下あるいは下から上へ表記します（左

→右と右→左は考慮しません）。 
区間長さ：1 つのラインオブジェクトが非常に長い状況下で、一定距離ごとに表記するよう

に設定できます。ここではラベル間隔の距離を設定します。注意点として、この間隔は 1 つ
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前のラベルの開始位置と当ラベルの開始位置との間（もしくはラベルテキストの 後尾同

士）の距離を指します。距離単位はマップの地理単位と同じです。 

固定区間長さ：チェックを入れると、ラベルの周期長さの単位は0.1mmを表示します。選択

しない状態で、マップの地理単位を 区間長さの単位として表示します。 
固定テキスト間隔：ラベルテキストの文字間の距離。数値タイプのラベルテキストに適用し

ません。 

 オフセット設定 
固定オフセット：チェックを入れると、ラベルを 0.1mm 単位でオフセットします。選択しない

場合は、オフセット量はマップの地理単位となります。固定オフセット量をマップの拡大縮

小に伴い変化させたくない場合は、フォントスタイルを固定サイズに設定する必要がありま

す 

X、Y：ラベルのオブジェクトからのオフセット量を設定します 

 効果設定 
フロー表示：チェックを入れると、主題図のレンダリングスタイルをアクティブに表示できま

す。 

上レイヤーへ：チェックを入れると、主題図をマップの も上のレイヤーで表示します

（マップ中の他のレイヤーの順序には影響しません）。 
自動回避：チェックを入れると、適当な範囲内でラベル同士が互いに 重なり合わないよう

自動で避けて表示することができます。ただし、ラベルサイズが大きすぎる（多すぎる）状況

を除きます。 
小オブジェクト無視：チェックを入れると、ラベルテキストの長さがオブジェクトの長さを超え

る場合、表示しません。ラインオブジェクト、ポリゴンオブジェクトのみに有効です。 
固定角度：チェックを入れると、固定したテキストの角度でテキストが表示されます(図 7.38)。

チェックを入れない場合はカーブに沿った角度でテキストが表示されます(図 7.39)。デフォ

ルトは選択されておらず、カーブに沿った角度でテキストが表示されます。 

 
図 7.38 固定テキスト角度でテキスト表示 図 7.39 カーブに沿った角度でテキスト表示 

大テキスト個数：一つのレイヤーで表示できるラベルの 大個数。 
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リーダー線の表示：チェックを入れると、シンボルオフセットオブジェクトを描く時、オブジェクト

の間はリーダー線でつながります。リーダー線上でクリックすると、「ラインスタイルの選択」ダイアロ

グボックスが表示され、リーダー線のスタイルを設定できます。オブジェクトをウィンドウ範囲以外に

移動すると、リーダー線とラベルが表示されません。 

図 7.40 はラベル主題図です。 

 
図 7.40 ラベル主題図 

7.15.2.10 カスタム主題図設定 

数値型の属性フィールドに基づき主題図のフィルスタイル、ラインスタイル、シンボルスタイル、不

透明度、グラデーションタイプ等を設定します。 

7.15.2.11 主題図のインポートとエクスポート 

SuperMap GIS デスクトップ製品では、フィールド、フールド値、スタイル、表示スケール等設定し

た主題図情報を XML ファイルで保存することができ、それを主題図ファイルといいます。主題図ファ

イルがあれば、同じタイプの主題図を作成する際、再度主題図の表示スタイルや情報を設定する必

要はありません。 

主題図インポート 

操作：主題図設定ダイアログボックスで、｢主題図インポート｣ボタンを選択し、表示されたダイアロ

グボックスで、テンプレート主題図の名前を入力して｢OK｣ボタンをクリックします。 
その他の操作：凡例ウィンドウでインポートする主題図を選択し、右クリックのショートカットメニュー

から｢主題図インポート｣を選択します。 

主題図エクスポート 

操作：主題図設定ダイアログボックスで、｢主題図エクスポート｣ボタンを選択し、表示されたダイア
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ログボックスで、主題図のあるテンプレートを指定し、｢OK｣ボタンをクリックします。 

7.15.2.12 主題図の表示スケール範囲設定 

主題図作成後、主題図をソースレイヤーとするサブレイヤーをマップウィンドウに表示します。マッ

プのひとつのレイヤーとして、 大/ 小表示スケールが設定できます。マップのスケールが主題図

の表示スケール外の場合、その主題図は表示されません。 

表示スケール範囲設定の基本操作 
1. 凡例ウィンドウで主題図を選択します。  

2. 右クリックのショートカットメニューから｢表示スケール範囲｣を選択します。 

 ｢現在のマップスケールを 小値とする｣は、現在の表示スケールを記録し、マップを

ズームする際、マップのスケールがこの値より小さいと主題図を表示しません。 

 ｢現在のマップスケールを 大値とする｣は、は、現在の表示スケールを記録し、マッ

プをズームする際、マップのスケールがこの値より大きいと主題図を表示しません。 

 ｢範囲クリア｣は設定した 大/ 小スケールをクリアします。 

7.15.3 主題図修正 

主題図修正の一般操作 

1. ｢マップ｣-｢主題図｣を選択すると、｢主題図｣ダイアログボックスが表示されます。 

2. 修正する主題図を選択し、「修正」ボタンをクリックすると、対応のタイプの主題図設定ダイ

アログボックスが表示されます。 

3. 主題図の属性修正を行い、修正後に「OK」をクリックし、｢主題図｣ダイアログボックスに戻り

ます。 

4. ｢キャンセル｣をクリックすると、修正がされます。 

その他の操作方法 

 凡例マネージャで削除する主題図名を選択し、右クリックのショートカットメニューで「主題

図の修正」を選択します。 

注意事項 

 主題図修正でフィールド値タイプを変更した場合、システムが元のフィールド値と主題図ス

タイルの対応関係を保存します。 
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7.15.4 主題図削除 

主題図削除の基本操作 

1. ｢マップ｣-｢主題図｣を選択すると、｢主題図｣ダイアログボックスが表示されます。 

2. 削除する主題図を選択し、｢削除｣ボタンをクリックすると、その主題図が削除されます。 

3. ｢キャンセル｣をクリックします。 

その他の操作方法 

 凡例マネージャで削除する主題図名を選択し、右クリックのショートカットメニューで「主題

図の削除」を選択します。 

 凡例マネージャで削除する主題図名を選択し、Delete キーを押します。 

注意事項 

削除した主題図は復元できません。主題図を修正する際は主題図ファイルにエクスポートして

おくことをおすすめします。 
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第8章 オブジェクト 

8.1 オブジェクト概説 

SuperMap GIS デスクトップ製品では通常のポイント、ライン(直線、折れ線)、ポリゴン、テキストの

幾何オブジェクト以外にも、複合幾何オブジェクト、CAD で常用のパラメータ化幾何オブジェクト等、

10 種類以上の幾何オブジェクトを提供しています。 

複合幾何オブジェクトとパラメータ化幾何オブジェクトは CAD データセットにのみ保存することが

できます。タイプ変換により、それらをポリライン化したラインやポリゴンオブジェクトに変換し、GIS レ

イヤーに追加して各種解析を行います。 

以下は SuperMap で常用のオブジェクトタイプです。 

1. One Object：1 つのオブジェクトを指します。1 つの単一オブジェクト、1 つの複合オブジェ

クト等です。 

2. Single Object：1 つの子オブジェクト（part）のみのオブジェクト。分解することはできませ

ん。 

3. Complex Object：2 つ以上の子オブジェクトを持ったオブジェクトです。 

4. 複合オブジェクト：CAD データセットでグループ化により生成したオブジェクトです。複数の

同じ、あるいは異なるタイプの子オブジェクトにより構成し、各子オブジェクトは異なるスタイルとする

ことができます。 

5.  パラメータ化オブジェクト：CAD データセットのアークオブジェクト、円オブジェクト、楕円オ

ブジェク等です。例えば円オブジェクトが円心と半径でその位置を決定するように、その位置は複数

のコントロールポイントで、非ノード座標値により決定します。 

8.2 オブジェクト属性 

オブジェクトの属性には属性情報と空間情報の 2 つがあります。属性情報は地形や地物の特徴を

表す情報データで、例えば河川の長さや幅等です。経済データや統計データも属性情報とすること

ができます（図 8.1）。 

空間情報は地形や地物の空間位置と空間トポロジ関係を表すデータで、例えば 1 本の河川を構

成する座標ポイントデータや、その河川に関連するその他の地物等です。空間データは通常幾何
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図形の形式で表現します。 

そのほか、パラメータ化オブジェクトにはパラメータ情報、テキストオブジェクトには空間情報以外

に各自のスタイル情報が含まれています。 

オブジェクトの属性ダイアログボックスで各オブジェクトの空間情報、属性情報、パラメータ情報、

テキスト情報を設定することができます。 

 

図 8.1 オブジェクトの属性情報 

オブジェクトの属性情報検索 

 オブジェクトを選択し、メニューの｢オブジェクト｣-｢属性｣を選択します。 

 オブジェクトを選択し、右クリックのショートカットメニューの｢属性｣を選択します。 

8.2.1 オブジェクトの空間情報 

オブジェクトの空間情報はオブジェクトの属性ダイアログボックスの空間情報タブで編集すること

ができます（図 8.2）。 

 

図 8.2 オブジェクトの空間情報 
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空間情報タブにはオブジェクトの各ノードの座標、オブジェクトがあるマップ名とレイヤー名、その

オブジェクトに含まれるサブオブジェクト数があります。 

「空間情報」リストボックス：選択したオブジェクトの各頂点の情報を表示しています。「M 座標」

は、Route データセットのオブジェクトを選択した場合のみ表示され、座標値は各ノードから第

一の点までの距離となります。 
 マップ名：選択したオブジェクトのマップ名を表示します。 
 レイヤー名：選択したオブジェクトのレイヤー名を表示します。 
 サブオブジェクト総数：選択したオブジェクトに含まれているサブオブジェクトの数を表示し

ます。 
 現在サブオブジェクト：プルダウンメニューに、選択したオブジェクトのサブオブジェクトを

一覧表示し、サブオブジェクトを選択できます。 

空間情報の操作にはノード追加、ノード挿入、ノード削除があります。 

 ノード追加：クリックすると、選択したオブジェクトに頂点を追加できます。選択したオブジェ

クトのレイヤーが編集可能な状態の場合のみアクティブになります。 

 ノード挿入：クリックすると、選択した頂点に新しい頂点を挿入できます。新しい頂点の座

標はリストボックスの「X 座標」または「Y 座標」で指定できます。選択したオブジェクトのレイ

ヤーが編集可能な状態で、かつリストボックスに選択されたノードがある場合のみアクティ

ブになります。 

 ノード削除：クリックすると、選択したノードをリストボックスから削除できます。 

注意事項 

 空間情報の修正操作は「適用」ボタンをクリックしてから実行します。 

 空間情報の修正操作はオブジェクトがあるレイヤーが編集状態の時のみ実行できます。ノ

ードの挿入と削除はリストボックスで選択したノードがある時のみ有効となります。 

8.2.2 パラメータ化オブジェクトのパラメータ情報 

SuperMap GIS デスクトップ製品パラメータ化オブジェクトには円、アーク、楕円、傾斜楕円、楕円

アークの 5 種類があります。各種パラメータ化オブジェクトのパラメータ情報はオブジェクトの属性ダ

イアログボックスの空間情報オプションタブで修正することができます（図 8.3）。 
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図 8.3 オブジェクト属性ダイアログボックス——楕円のパラメータ情報 

表 8.1 各種パラメータ化オブジェクトが含むパラメータ情報 

パラメータ化オ

ブジェクト 

パラメータ情報 

円 円心の x、y 座標と半径 

アーク 円心の x、y 座標と半径、開始角度と終了角度 

楕円 楕円中心の x、y 座標、長軸半径と短軸半径 

傾斜楕円 楕円中心の x、y 座標、長軸半径と短軸半径、回転角度 

楕円アーク 楕円中心の x、y 座標、長軸半径と短軸半径、回転角度、開始角度と終了角度 

8.2.3 テキストオブジェクトのスタイル情報 

テキストオブジェクト属性にはその属性情報、空間情報、テキスト情報の 3 つがあります。テキスト

オブジェクトのスタイル情報は、「テキスト情報」オプションタブで修正することができます。 
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図 8.4 テキストのスタイル情報 

テキスト情報 
 フォント名：プルダウンメニューから選択します。 
 配置：テキストオブジェクトの配置を表示します。図 8.5 のように、テキスト上のシンボルがテ

キスト範囲でのポイントを表します。 

 フォントのサイズ、高さ、幅：フォントサイズを設定します。プルダウンメニューから選択する

か、直接入力します。高さと幅の設定単位は 0.1 ㎜です。テキストが漢字で、高さと幅が同

じ場合は、幅が高さの倍で表示されます。 

 回転角度：選択したテキストオブジェクトの回転角度を表示します。 
 フォント効果：太字、斜体、輪廓、影付き、背景透明、固定サイズ等、Miscrosoft Office スタ

イルと類似したオプションです。 

 
図 8.5 テキストオブジェクトの配置 
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 前景色、背景色：前景色はテキストオブジェクトフォントのカラー設定で、背景色はテキスト

の輪郭と背景色設定です。輪郭のチェックボックスを選択すると、輪郭の色を設定し、背景

透明のチェックボックスを選択しなければ背景色を設定することができます。 
 テキスト内容：選択したテキスト内容を表示します。ここから直接修正できます。 

8.3 オブジェクトの作成 

通常の描画、精確描画、精確パラメータ描画の 3 種類の描画方式をサポートしています。通常の

描画は、マウスを使いマップ上に幾何オブジェクトを描画します。精確描画は、各コントロールポイン

トの座標値を入力して幾何オブジェクトを描画します。精確パラメータ描画は、関連パラメータを入

力して幾何オブジェクトを描画します。以下に、3 種の描画方式の操作方法について詳細を説明し

ます。描画方式は、「マップ属性」ダイアログボックスの「編集パラメータ」タブから選択できます。 

8.3.1 ポイント 

機能 

マップウィンドウに、ポイントオブジェクトを作成します。 

操作 

通常の描画 

1. 「オブジェクト」 - 「追加」 - 「ポイント」を選択します。 

2. マップ上のポイントを追加する位置でマウスをクリックすると、ポイントオブジェクトを追加し

ます。 

精確描画/精確パラメータ描画 

1. 「オブジェクト」 - 「追加」 - 「ポイント」を選択します。  

2. マウスをマップ上で移動させると、テキストボックス中にマウスカーソル地点の座標値が表

示されます。テキストボックスには随時座標値が表示され、上側が X 座標値、下側が Y 座

標値です。テキストボックス中に追加するポイントの座標値を入力すると、ポイントオブジェ

クトを追加します。  

その他の操作方法 

 「オブジェクト追加」ツールバーの「ポイント追加」ボタン をクリックします。 

条件 

 ポイントレイヤー、複合レイヤーで有効です。 
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 レイヤーが編集可能な状態で実行してください。 

8.3.2 ライン 

機能 

ラインオブジェクトを追加します。 

操作 

通常の描画： 
1. メニューから「オブジェクト」 - 「追加」 - 「ライン」を選択すると、ラインを追加する状態に

なります。  

2. ラインを追加する位置で左クリックし、ラインの 1 点目を確定します。  

3. 任意の位置で再度 、左クリックすると、ラインを追加します。  
精確描画： 
1. メニューから「オブジェクト」 - 「追加」 - 「ライン」を選択すると、ラインを追加する状態に

なります。  

2. マウスをマップ上で移動させると、ポインタがマウスの動きに合わせた動きをとります。その

ポインタのあとにテキストボックスが表示され、座標がわかるようになっています。テキストボ

ックスの上段は X 座標値を、下段は Y 座標値を表しています。このテキストボックスに、ライ

ン 1 点目の座標値を入力し（Tab キーで入力欄の位置を変えることができます）、Enter キ

ーを押すと、ラインの位置を確定します。  

3. ラインを移動させ、テキストボックスにもう 1 点の座標値を入力し、Enter キーを押すと、ライ

ンを追加します。 

精確パラメータ描画： 
1. メニューから「オブジェクト」 - 「追加」 - 「ライン」を選択を選択すると、ラインを追加する

状態になります。  

2. マウスをマップ上で移動させると、ポインタがマウスの動きに合わせた動きをとります。その

ポインタのあとにテキストボックスが表示され、座標がわかるようになっています。テキストボ

ックスの上段は X 座標値を、下段は Y 座標値を表しています。このテキストボックスに、ライ

ン 1 点目の座標値を入力し（Tab キーで入力欄の位置を変えることができます）、Enter キ

ーを押すと、ラインの位置を確定します。  
3. マウスを移動させると、ポインタの位置にテキストボックスが表示され、前のコントロールポイ

ントとの接続線の長さとX軸正方向との挟角がわかるようになっています。この各テキストボ

ックスに値を入力して、Enter キーを押すと、ラインを 追加します。  

その他の操作方法 
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 「オブジェクト追加」ツールバーの「ライン追加」ボタン をクリックします。 

条件 

 ラインレイヤー、複合レイヤーで有効です。 

 レイヤーが編集可能な状態で実行してください。 

8.3.3 ポリライン 

機能 

マップウィンドウに、ポリラインオブジェクトを追加します。 

操作 

通常の描画： 

1. メニューから「オブジェクト」-「追加」-「ポリライン」を選択すると、ポリラインのポインタが表

示されます。 

2. ポインタをポリラインを追加したい位置に移動させます。 

3. 左クリックして、ポリラインの 1 点目を確定します。  

4. ポインタを任意の位置へ移動させ、再度左クリックすると、ポリラインの第 1 辺を描画しま

す。 

5. 続けてポインタを任意の位置へ移動させ、左クリックし、次の 1 辺を描画します。 

6. 5 の操作を繰り返し、ポリラインの辺を描画していきます。 

7. 後にマウスを右クリックすると、ポリゴンを追加します。 
精確描画： 
1. メニューから「オブジェクト」-「追加」-「ポリライン」を選択すると、ポリラインのポインタが表

示されます。  

2. マウスをマップ上で移動させると、ポインタがマウスの動きに合わせた動きをとります。その

ポインタのあとにテキストボックスが表示され、座標がわかるようになっています。テキストボ

ックスの上段は X 座標値を、下段は Y 座標値を表しています。このテキストボックスに、ポリ

ラインの第 1 点目の座標値を入力し（Tab キーで入力欄の位置を変えることができます）、

Enter キーを押すと、ポリラインの位置を確定します。  

3. マウスを移動させ、テキストボックスに 2 点目の座標値を入力します。Enter キーを押すと、

ポリラインの第 1 辺を描画します。  

4. 次のポイントの座標値を入力し、Enter キーを押すと、2 つめのラインが描画されます。  

5. 続けて座標値を入力していき、その他の辺を描画していきます。  

6. 後にマウスを右クリックすると、ポリラインを追加します。  
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精確パラメータ描画： 
1. メニューから「オブジェクト」-「追加」-「ポリライン」を選択すると、ポリラインのポインタが表１

示されます。  

2. マウスをマップ上で移動させると、ポインタがマウスの動きに合わせた動きをとります。その

ポインタのあとにテキストボックスが表示され、座標がわかるようになっています。テキストボ

ックスの上段は X 座標値を、下段は Y 座標値を表しています。このテキストボックスに、ポリ

ラインの第 1 点目の座標値を入力し（Tab キーで入力欄の位置を変えることができます）、

Enter キーを押すと、ポリラインの位置を確定します。  

3. マウスを移動させると、ポインタの位置にテキストボックスが表示され、前のコントロールポイ

ントとの接続線の長さとX軸正方向との挟角がわかるようになっています。この各テキストボ

ックスに値を入力して、Enter キーを押すと、ポリラインの第 1 辺を描画します。  

4. 同様の方法で、次のコントロールポイントと前のコントロールポイントの距離値と X 軸性方

向との挟角を入力して、Enter キーを押すと、ポリラインの次の辺を描画します。  

5. 同様にして、その他の辺を描画していきます。  

6. 後にマウスを右クリックすると、ポリラインを追加します。  

その他の操作方法 

 「オブジェクト追加」ツールバーの「ポリライン追加」ボタン をクリックします。 

条件 

 ラインレイヤー、複合レイヤーで有効です。 

 レイヤーが編集可能な状態で実行してください。 

8.3.4 3 点アーク 

機能 

マップウィンドウに、3 点を指定してアークオブジェクト（円弧）を追加します。 

操作 

通常の描画： 

1. メニューから「オブジェクト」 - 「追加」 - 「3 点アーク」を選択すると、3 点アークのポインタ

 が表示されます。 

2. 3 点アークを追加する場所で左クリックし、1 点目を指定します。  

3. 任意の位置でクリックし、2 点目を指定します。マウスを動かすと青色のアークが表示され

ます。マウスの位置により形状が変わります。  

4. 3 点目の場所でマウスをクリックすると、3 点アークを追加します。 
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精確描画/精確パラメータ描画： 

1. メニューから「オブジェクト」 - 「追加」 - 「3 点アーク」を選択すると、3 点アークのポインタ

が表示されます。  

2. マウスをマップ上で移動させると、ポインタがマウスの動きに合わせた動きをとります。その

ポインタのあとにテキストボックスが表示され、座標がわかるようになっています。テキストボ

ックスの上段は X 座標値を、下段は Y 座標値を表しています。このテキストボックスに 3 点

アークのコントロールポイントのうちの 1 つの座標値を入力します（Tab キーで入力欄の位

置を変えることができます）。Enter キーを押すと、3 点アークの位置を確定します。  

3. マウスを移動させ、テキストボックスに次の 1 点の座標値を入力し、Enter キーを押します。  

4. 3 点目の座標値を入力し、Enter キーを押すと、アークを追加します。  

その他の操作方法 

 「オブジェクト追加」ツールバーの「3 点アーク」ボタン  をクリックします。 

条件 

 ラインレイヤー、複合レイヤーで有効です。 
 レイヤーが編集可能な状態で実行してください。 

8.3.5 ベジェ曲線 

機能 

マップウィンドウに、ベジェ曲線を追加します。 

操作 

通常の描画： 
1. メニューから「オブジェクト」 - 「追加」 - 「ベジェ曲線」を選択を選択すると、レイヤー上

でベジェ曲線を追加する状態になります。  

2. マウスを左クリックして、ベジェ曲線の 1 点目のポイントを確定します。  

3. 任意の位置で再度左クリックし、2 点目のポイントを確定します。 

4. マウスを移動すると、青色でベジェ曲線が表示され、マウスの動きに合わせて変化します。

任意の位置で左クリックし、3 点目のポイントを確定します。  

5. 4 の操作を繰り返し、ポイントを追加していきます。  
6. すべてのポイントの追加を終えたら、右クリックし操作を終了します。  

精確描画/精確パラメータ描画： 
1. メニューから「オブジェクト」 - 「追加」 - 「ベジェ曲線」を選択を選択すると、レイヤー上

でベジェ曲線を追加する状態になります。  
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2. マウスをマップ上で移動させると、ポインタがマウスの動きに合わせた動きをとります。その

ポインタのあとにテキストボックスが表示され、座標がわかるようになっています。テキストボ

ックスの上段は X 座標値を、下段は Y 座標値を表しています。このテキストボックスに、ベ

ジェ曲線のポイントのうちの 1 つの座標値を入力し（Tab キーで入力欄の位置を変えること

ができます）、Enter キーを押すと、ベジェ曲線の位置を確定します。  

3. マウスを移動させ、テキストボックスに 2 点目の座標値を入力し、Enter キーを押します。  

4. 3 の操作を繰り返し、ポイントを追加していきます。  

5. すべてのポイントの追加を終えたら、右クリックし操作を終了します。 

その他の操作方法 

 「オブジェクト追加」ツールバーの「ベジェ曲線追加」ボタン をクリックします。 

条件 

 ラインレイヤー、複合レイヤーで有効です。 

 レイヤーが編集可能な状態で実行してください。 

8.3.6 マルチライン 

機能 

マップウィンドウにマルチラインオブジェクトを作成します。 

操作 

通常の描画： 
1. 「オブジェクト」-「追加」-「マルチライン」を選択すると、マルチラインのカーソルが表示され

ます。  

2. 以降の操作はポリラインの描画と同様です。  
マルチラインは複数の種類のラインオブジェクト（ポリライン、ベジェ曲線、3 点アーク）から構成さ

れるラインオブジェクトです。マルチラインメニュー（ボタン）を選択したとき、ポリラインメニュー（ボタ

ン）はマルチラインメニュー（ボタン）と同時に選択され、この時ポリラインを描画する状態となります。

描画を終了させる前に、ベジェ曲線メニュー（ボタン）あるいは 3 点アークメニュー（ボタン）を選択し

て、ベジェ曲線あるいは 3 点アークを描画することが可能です。 
精確描画/精確パラメータ描画： 
マルチラインは複数の種類のラインオブジェクト（ポリライン、ベジェ曲線、3 点アーク）から構成さ

れるラインオブジェクトです（通常の描画の図解参照）。マルチラインメニュー（ボタン）を選択したとき、

ポリラインメニュー（ボタン）はマルチラインメニュー（ボタン）と同時に選択され、この時ポリラインを描
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画する状態となります。現在、精確描画方式はコントロールポイントの座標値入力によるオブジェクト

描画のみサポートしています。 

1. 「オブジェクト」-「追加」-「マルチライン」を選択すると、マルチラインのカーソルが表示され

ます。  

2. マウスをマップ上で移動させると、テキストボックス中にマウスカーソル地点の座標値が表

示されます。上側が X 座標値、下側が Y 座標値です。テキストボックス中にマルチラインの

コントロールポイントの座標値を入力して（Tab キーで入力フォーカス位置を変更できます）、

Enter キーを押すと、コントロールポイントの位置が確定します。  

3. 以降の操作はポリラインの描画と同様です。座標値を入力してコントロールポイントの位置

を確定できるという点が異なります。  

4. 後にマウスを右クリックして描画を終了させます。 

その他の操作方法 

 「オブジェクト追加」ツールバーの「マルチライン追加」ボタン をクリックします。 

注意事項 

 マルチラインメニュー（ボタン）は、ポリラインメニュー（ボタン）、またはベジェ曲線／3 点ア

ークメニュー（ボタン）と同時に選択が可能です。 

条件 

 ラインレイヤー、複合レイヤーで有効です。 

 レイヤーが編集可能な状態で実行してください。 

8.3.7 アーク 

機能 

マップウィンドウに、アーク（楕円弧）を追加します。 

操作 

通常の描画： 
1. メニューから「オブジェクト」 - 「追加」 - 「アーク」を選択を選択すると、アークのポインタ

が表示されます。  

2. アークを追加する位置（アークの外接する矩形の対角線上の位置）で左クリックし、アーク

の位置を確定します。  

3. マウスを動かすと、青色の楕円が表示されます。この楕円は、マウスの位置によって大きさ

が変わります。任意の位置で再度クリックし、楕円の大きさを確定します。  

4. マウスを動かすと、緑色のマークが楕円上を移動するので、アークの起点位置で左クリック
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して起点を確定します。  

5. マウスを移動させ、アークの終点でクリックすると、アークの形状と大きさを確定します。 
 
精確描画/精確パラメータ描画： 
1. メニューから「オブジェクト」 - 「追加」 - 「アーク」を選択を選択すると、アークのポインタ

が表示されます。  

2. マウスをマップ上で移動させると、ポインタがマウスの動きに合わせた動きをとります。その

ポインタのあとにテキストボックスが表示され、座標がわかるようになっています。テキストボ

ックスの上段は X 座標値を、下段は Y 座標値を表しています。このテキストボックスに、ア

ークに外接する矩形の対角線上のポイントの座標値を入力し（Tab キーで入力欄の位置を

変えることができます）、Enter キーを押すと、アークの位置を確定します。  

3. マウスを移動させ、テキストボックスに外接する矩形の対角線のもう一端の座標値を入力し

ます。Enter キーを押すと、楕円の大きさを確定します。  

4. マウスを動かすと、緑色のマークが楕円上を移動します。アークの起点位置の座標値を入

力して起点を確定します。  

5. アークの終点の座標値を入力します。Enter キーを押すと、アークを追加します。  

その他の操作方法 

 「オブジェクト追加」ツールバーの「アーク追加」ボタン をクリックします。 

条件 

 ラインレイヤー、複合レイヤーで有効です。 

 レイヤーが編集可能な状態で実行してください。 

8.3.8 平行ライン 

機能 

マップウィンドウに、平行ラインオブジェクトを作成します。 

操作 

通常の描画 ： 

1. メニューから「オブジェクト」-「追加」-「平行ライン」を選択すると、平行ラインのポインタ

が表示されます。  

2. 平行線を開始する位置で左クリックして、平行線の位置を確定します。  

3. マウスを移動させて、平行線の幅の位置で左クリックして、平行線の幅を確定します。  

4. マウスを移動すると、平行線の幅が確定していることが確認できます。マウスの移動に伴い、
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平行線の長さが変化するので、適当な位置で左クリックして平行線の長さを確定します。  

5. その後の追加は、ポリラインを追加する方法と同様です。  

6. 右クリックして描画作業を終了します。  

精確描画： 
1. メニューから「オブジェクト」-「追加」-「平行ライン」を選択すると、平行ラインのポインタが

表示されます。  

2. マウスをマップ上で移動させると、ポインタがマウスの動きに合わせた動きをとります。その

ポインタのあとにテキストボックスが表示され、座標がわかるようになっています。テキストボ

ックスの上段は X 座標値を、下段は Y 座標値を表しています。このテキストボックスに、平

行ライン 1 点目の座標値を入力し（Tab キーで入力欄の位置を変えることができます）、

Enter キーを押すと、平行ラインの位置を確定します。  

3. マウスを移動して付随するテキストボックスに座標値を入力します。このポイントと前のコン

トロールポイントの間の距離が平行線の幅となります。Enter キーをクリックして平行線の幅

を確定します。注：このステップは平行線の幅の確定で、実際はレイヤー上には何らポイン

トを入力していません。そのため、座標値を入力するとき X 値が変化しない状態に保ち、Y

値の相応する幅の値を増加/減少させることができます（あるいは Y 座標値を変更せず、X

値の相応する幅の値を増加/減少）。例えば、幅 100 の平行線を作成するとき、開始コント

ロールポイントを(200,200)とすると、このステップは座標値を(100,200)と入力することがで

きます。  

4. マウスを移動すると、平行線の幅が確定していることが確認できます。平行線の長さはポイ

ンタの移動に伴い変化し、平行線の次のコントロールポイントの座標値を入力して、平行

線の長さを確定します。  

5. その後の追加は、ポリラインを追加する方法と同様です。  

6. 右クリックすると、操作を終了します。 

精確パラメータ描画： 
1. メニューから「オブジェクト」-「追加」-「平行ライン」を選択すると、平行ラインのポインタが

表示されます。  

2. マウスをマップ上で移動させると、ポインタがマウスの動きに合わせた動きをとります。その

ポインタのあとにテキストボックスが表示され、座標がわかるようになっています。テキストボ

ックスの上段は X 座標値を、下段は Y 座標値を表しています。このテキストボックスに、平

行ライン 1 点目の座標値を入力し（Tab キーで入力欄の位置を変えることができます）、

Enter キーを押すと、平行ラインの位置を確定します。  

3. マウスを移動させ、テキストボックスに平行ラインの幅を入力し、Enter キーを押します。  

4. マウスを移動すると、平行線の幅が確定していることが確認できます。ポインタ位置と前の
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コントロールポイントの連接線と X 軸の正方向の間の挟角が表示されます。対応するテキ

ストボックスでパラメータを入力して、Enter キーで平行線の長さを確定します。Tab キーを

押して入力フォーカス位置を変更することができます。  

5. その後の追加は、ポリラインを追加する方法と同様です。  

6. 右クリックすると、操作を終了します。 

その他の操作方法 

 「オブジェクト追加」ツールバーの「平行ライン追加」ボタン をクリックします。 

条件 

 ラインレイヤー、複合レイヤーで有効です。 

 レイヤーが編集可能な状態で実行してください。 

ヒント 

指定した間隔で平行ラインを追加する場合は次のように実行します。（1）ラインを追加します。

（2）オブジェクト編集ツールバーから「平行コピー」ボタンを選択します。（3）追加したラインを選

択してベースとします。（4）マウスを右クリックして、「オブジェクトオフセット」ダイアログボックスで

平行移動距離を入力します。 

8.3.9 矩形 

機能 

マップウィンドウに、矩形オブジェクトを追加します。 

操作 

通常の描画 ： 

1. メニューから「オブジェクト」 - 「追加」 - 「矩形」を選択すると、矩形のポインタ が表示

されます。  

2. ポインタを矩形を追加したい位置に移動させます。  

3. 左クリックし、矩形の対角線方向にマウスを移動させます。マウスを動かすと、青色の矩形

が表示されます。この矩形は、マウスの位置によって大きさが変わります。  

4. 任意の位置で再度左クリックすると大きさを確定し、矩形が追加されます。 
精確描画： 
1. メニューから「オブジェクト」 - 「追加」 - 「矩形」を選択すると、矩形のポインタが表示さ

れます。  

2. マウスをマップ上で移動させると、ポインタがマウスの動きに合わせた動きをとります。その

ポインタのあとにテキストボックスが表示され、座標がわかるようになっています。テキストボ
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ックスの上段は X 座標値を、下段は Y 座標値を表しています。このテキストボックスに、矩

形の第 1 点目の座標値を入力し（Tab キーで入力欄の位置を変えることができます）、

Enter キーを押すと、矩形の位置を確定します。  

3. マウスを移動させ、テキストボックスに対角線方向のもう 1 点の座標値を入力します。Enter

キーを押すと、矩形を追加します。  
精確パラメータ描画： 
1. メニューから「オブジェクト」 - 「追加」 - 「矩形」を選択すると、矩形のポインタが表示さ

れます。  

2. マウスをマップ上で移動させると、ポインタがマウスの動きに合わせた動きをとります。その

ポインタのあとにテキストボックスが表示され、座標がわかるようになっています。テキストボ

ックスの上段は X 座標値を、下段は Y 座標値を表しています。このテキストボックスに、矩

形の第 1 点目の座標値を入力し（Tab キーで入力欄の位置を変えることができます）、

Enter キーを押すと、矩形の位置を確定します。  

3. マウスを移動させると、マウスの動きにしたがって、テキストボックスに矩形の縦、横の数値

が表示されます。テキストボックスに任意の数値を入力し、Enter キーを押すと、矩形が追

加されます。 

その他の操作方法 

 「オブジェクト追加」ツールバーの「矩形追加」ボタン をクリックします。 

ヒント 

 正方形を描く場合は、操作 3 で左クリック後、Shift キーを押しながらマウスを動かします。そ

の後続けて操作 4 をおこないます。 

条件 

 ラインレイヤー、ポリゴンレイヤー、複合レイヤーで有効です。 

 レイヤーが編集可能な状態で実行してください。 

8.3.10 角丸矩形 

機能 

マップウィンドウに、角丸矩形オブジェクトを追加します。 

操作 

通常の描画 ： 

1. メニューから「オブジェクト」 - 「追加」 - 「角丸矩形」を選択すると、角丸矩形のポインタ

 が表示されます。  
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2. ポインタを角丸矩形を追加したい位置に移動させ、左クリックして、矩形の第 1 点を確定し

ます。  

3. マウスを動かすと、青色の矩形が表示されます。この矩形は、マウスの位置によって大きさ

が変わります。任意の位置で左クリックし、 角丸矩形の大きさを確定します。  

4. このときポインタを上下に移動させると、角丸矩形の四隅の丸みが変化します。適当な丸

みに設定して、左クリックして角丸矩形を追加します。  

精確描画 ： 

1. メニューから「オブジェクト」 - 「追加」 - 「角丸矩形」を選択すると、角丸矩形のポインタ

が表示されます。  

2. マウスをマップ上で移動させると、ポインタがマウスの動きに合わせた動きをとります。その

ポインタのあとにテキストボックスが表示され、座標がわかるようになっています。テキストボ

ックスの上段は X 座標値を、下段は Y 座標値を表しています。このテキストボックスに、矩

形の第 1 点目の座標値を入力し（Tab キーで入力欄の位置を変えることができます）、

Enter キーを押すと、矩形の位置を確定します。  

3. マウスを移動させ、テキストボックスに対角線方向のもう 1 点の座標値を入力します。Enter

キーを押すと、角丸矩形を追加します。  

4. このときポインタを上下に移動させると、緑色の四角いマークがポインタの移動につれて矩

形の縁を移動し、角丸矩形の四隅の丸みが変化します。丸みのコントロールポイントの座

標値を入力して、描画が完了します。  
精確パラメータ描画： 

1. メニューから「オブジェクト」 - 「追加」 - 「角丸矩形」を選択すると、角丸矩形のポインタ

が表示されます。  

2. マウスをマップ上で移動させると、ポインタがマウスの動きに合わせた動きをとります。その

ポインタのあとにテキストボックスが表示され、座標がわかるようになっています。テキストボ

ックスの上段は X 座標値を、下段は Y 座標値を表しています。このテキストボックスに、矩

形の第 1 点目の座標値を入力し（Tab キーで入力欄の位置を変えることができます）、

Enter キーを押すと、矩形の位置を確定します。  

3. マウスを移動させると、マウスの動きにしたがって、テキストボックスに矩形の縦、横の数値

が表示されます。テキストボックスに任意の数値を入力し、Enter キーを押すと、矩形が追

加されます。  

4. このときポインタを上下に移動させると、緑色の四角いマークがポインタの移動につれて矩

形の縁を移動し、角丸矩形の四隅の丸みが変化します。丸みのコントロールポイントの座

標値を入力して、描画が完了します。 

その他の操作方法 
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 「オブジェクト追加」ツールバーの「角丸矩形追加」ボタン をクリックします。 

条件 

 ラインレイヤー、ポリゴンレイヤー、複合レイヤーで有効です。 

 レイヤーが編集可能な状態で実行してください。 

8.3.11 ポリゴン 

機能 

マップウィンドウに、ポリゴンオブジェクトを追加します。 

操作 

通常の描画： 
1. メニューから「オブジェクト」 - 「追加」 - 「ポリゴン」を選択すると、ポリゴンのポインタ が

表示されます。  

1. ポインタをポリゴンを追加したい位置に移動させます。  

2. 左クリックして、ポリゴンの第 1 点目を確定します。  

3. ポインタを任意の位置へ移動させ、再度左クリックすると、ポリゴンの第 1 辺を描画します。  

4. 続けてポインタを任意の位置へ移動させ、左クリックし、次の 1 辺を描画します。  

5. 4 の操作を繰り返し、ポリゴンの辺を描画していきます。  

6. 後にマウスを右クリックすると、ポリゴンを追加します。  

ポリゴンの起点と終点は、自動で接合します。 
精確描画： 
1. メニューから「オブジェクト」 - 「追加」 - 「ポリゴン」を選択すると、ポリゴンのポインタが表

示されます。  

2. マウスをマップ上で移動させると、ポインタがマウスの動きに合わせた動きをとります。その

ポインタのあとにテキストボックスが表示され、座標がわかるようになっています。テキストボ

ックスの上段は X 座標値を、下段は Y 座標値を表しています。このテキストボックスに、ポリ

ゴンの1点目の座標値を入力し（Tabキーで入力欄の位置を変えることができます）、Enter

キーを押すと、ポリゴンの位置を確定します。  
3. マウスを移動させ、テキストボックスに 2 点目の座標値を入力します。Enter キーを押すと、

ポリゴンの第 1 辺を描画します。  

4. 次のポイントの座標値を入力し、Enter キーを押すと、2 つめのラインが描画されます。  

5. 続けて座標値を入力していき、その他の辺を描画していきます。  

6. 後にマウスを右クリックすると、ポリゴンを追加します。 

精確パラメータ描画： 
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1. メニューから「オブジェクト」 - 「追加」 - 「ポリゴン」を選択すると、ポリゴンのポインタが表

示されます。  

2. マウスをマップ上で移動させると、ポインタがマウスの動きに合わせた動きをとります。その

ポインタのあとにテキストボックスが表示され、座標がわかるようになっています。テキストボ

ックスの上段は X 座標値を、下段は Y 座標値を表しています。このテキストボックスに、ポリ

ゴンの第 1 点目の座標値を入力し（Tab キーで入力欄の位置を変えることができます）、

Enter キーを押すと、ポリゴンの位置を確定します。  

3. マウスを移動すると、随時ポインタ位置と前のコントロールポイントの連接線の長さと、連接

線と X 軸の正方向との間の挟角が表示されます。対応するテキストボックスにパラメータを

入力して、Enter キーで入力を実行すると、ポリゴンの第 1 辺が入力されます。  

4. 同様の方法で次のコントロールポイントと前のコントロールポイント間の連接線の長さと X

軸の正方向の間の挟角を入力して、Enter キーを押して入力を完了します。  

5. 同様にして、その他の辺を描画していきます。  

6. 後にマウスを右クリックすると、ポリゴンを追加します。  

その他の操作方法 

 「オブジェクト描画」ツールバーの「ポリゴン追加」ボタン をクリックします。 

条件 

 ラインレイヤー、ポリゴンレイヤー、複合レイヤーで有効です。 

 レイヤーが編集可能な状態で実行してください。 

8.3.12 平行四辺形 

機能 

平行四辺形を追加します。 

操作 

通常の描画： 
1. メニューから「オブジェクト」 - 「追加」 - 「平行四辺形」を選択すると、平行四辺形のポイ

ンタ が表示されます。  

2. 平行四辺形を追加する位置で左クリックしマウスを移動させると、青色のラインがマウスの

動きにともなって大きさが変化します。  

3. 任意の位置で再度左クリックし、平行四辺形の 1 辺の方向と長さを確定します。同時に平

行四辺形の仮の形状を確認でき、マウスを移動させてもう 1 辺の長さを変化させることがで

きます。  
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4. 後に任意の位置で左クリックすると、平行四辺形を追加します。  

精確描画： 
1. メニューから「オブジェクト」 - 「追加」 - 「平行四辺形」を選択すると、平行四辺形のポイ

ンタが表示されます。  

2. マウスをマップ上で移動させると、ポインタがマウスの動きに合わせた動きをとります。その

ポインタのあとにテキストボックスが表示され、座標がわかるようになっています。テキストボ

ックスの上段は X 座標値を、下段は Y 座標値を表しています。このテキストボックスに、平

行四辺形の1点目の座標値を入力し（Tabキーで入力欄の位置を変えることができます）、

Enter キーを押すと、平行四辺形の位置を確定します。  

3. マウスを移動させ、テキストボックスに 2 点目の座標値を入力します。Enter キーを押すと、

平行四辺形の辺の長さと方向を確定します。  

4. 次のポイントの座標値を入力し、Enter キーを押すと、平行四辺形を追加します。 
精確パラメータ描画： 
1. メニューから「オブジェクト」 - 「追加」 - 「平行四辺形」を選択すると、平行四辺形のポイ

ンタが表示されます。  

2. マウスをマップ上で移動させると、ポインタがマウスの動きに合わせた動きをとります。その

ポインタのあとにテキストボックスが表示され、座標がわかるようになっています。テキストボ

ックスの上段は X 座標値を、下段は Y 座標値を表しています。このテキストボックスに、平

行四辺形の1点目の座標値を入力し（Tabキーで入力欄の位置を変えることができます）、

Enter キーを押すと、平行四辺形の位置を確定します。  

3. マウスを移動すると、随時ポインタ位置と前のコントロールポイントの連接線の長さと X 軸の正

方向との間の挟角が表示されます。対応するテキストボックスにパラメータを入力して、Enter キ

ーで入力を実行します。Tab キーを押して入力フォーカス位置を変更することができます。  

4. 同様の方法で次のコントロールポイントと前のコントロールポイントとの間の連接線の長さと

X 軸の正方向の間の挟角を入力して、Enter キーを押して入力を完了します。 

その他の操作方法 

 「オブジェクト追加」ツールバーの「平行四辺形追加」ボタン をクリックします。 

条件 

 ラインレイヤー、ポリゴンレイヤー、複合レイヤーで有効です。 

 レイヤーが編集可能な状態で実行してください。 

8.3.13 半径円 

機能 



 

183 

中心と半径を指定して円を追加します。 

操作 

通常の描画 ： 

1. メニューから「オブジェクト」 - 「追加」 - 「半径円」を選択を選択すると、半径円のポイン

タ  が表示されます。 

2. 円を追加する位置で左クリックして、円心を確定します。 

3. 円の大きさを確定し、再度左クリックすると、円を追加します。 

精確描画 ： 

1. メニューから「オブジェクト」 - 「追加」 - 「半径円」を選択を選択すると、半径円のポイン

タが表示されます。  

2. マウスをマップ上で移動させると、ポインタがマウスの動きに合わせた動きをとります。その

ポインタのあとにテキストボックスが表示され、座標がわかるようになっています。テキストボ

ックスの上段は X 座標値を、下段は Y 座標値を表しています。このテキストボックスに円心

の座標値を入力し（Tab キーで入力欄の位置を変えることができます）、Enter キーを押す

と、円の位置を確定します。  

3. マウスを移動させ、テキストボックスに円上の 1 点の座標値を入力します。Enter キーを押

すと、円が追加されます。  

精確パラメータ描画 ： 

1. メニューから「オブジェクト」 - 「追加」 - 「半径円」を選択を選択すると、半径円のポイン

タが表示されます。  

2. マウスをマップ上で移動させると、ポインタがマウスの動きに合わせた動きをとります。その

ポインタのあとにテキストボックスが表示され、座標がわかるようになっています。テキストボ

ックスの上段は X 座標値を、下段は Y 座標値を表しています。このテキストボックスに円心

の座標値を入力し（Tab キーで入力欄の位置を変えることができます）、Enter キーを押す

と、円の位置を確定します。  

3. マウスを移動させると、マウスの動きに合わせて、テキストボックスに円の半径が表示されま

す。このテキストボックスに直接半径を入力し、Enter キーを押すと、円が追加されます。 

その他の操作方法 

 「オブジェクト追加」ツールバーの「半径円追加」ボタン をクリックします。 

条件 

 ラインレイヤー、ポリゴンレイヤー、複合レイヤーで有効です。 

 レイヤーが編集可能な状態で実行してください。 
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8.3.14 2 点円形 

機能 

マップウィンドウに、直径の両端点を指定して円を追加します。 

操作 

通常の描画 ： 

1. メニューから「オブジェクト」 - 「追加」 - 「2 点円形」を選択すると、2 点円形のポインタ  

が表示されます。 

2. 円を追加する場所で左クリックし、直径の片方の端点を指定します。 

3. 任意の位置で再度左クリックし、円の直径のもう一端のポイントと、直径の長さを確定しま

す。 後にマウスをクリックすると、円を追加します。 

精確描画/精確パラメータ描画 ： 

1. 「オブジェクト」 - 「追加」 - 「2 点円形」を選択すると、2 つのポイントが表示されます。  

2. マウスをマップ上で移動させると、ポインタがマウスの動きに合わせた動きをとります。その

ポインタのあとにテキストボックスが表示され、座標がわかるようになっています。テキストボ

ックスの上段は X 座標値を、下段は Y 座標値を表しています。このテキストボックスに追加

する円の直径の一端の座標値を入力し（Tab キーで入力欄の位置を変えることができま

す）、Enter キーを押すと、円の位置を確定します。  

3. マウスを移動させ、テキストボックスに直径のもう一端の座標値を入力します。Enter キーを

押すと円を追加します。 

その他の操作方法 

 「オブジェクト追加」ツールバーの「2 点円形追加」ボタン をクリックします。 

条件 

 ラインレイヤー、ポリゴンレイヤー、複合レイヤーで有効です。 

 レイヤーが編集可能な状態で実行してください。 

8.3.15 3 点円形 

機能 

マップウィンドウに、任意の 3 点を指定して円を追加します。 

操作 

通常の描画 ： 
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1. メニューから「オブジェクト」 - 「追加」 - 「3 点円形」を選択すると、3 点円形のポインタ  

が表示されます。 

2. 円を追加する位置で左クリックし、円に内接する三角形の 1 点目を指定します。 

3. 別の位置で再度左クリックし、2 点目を指定すると、内接する三角形の 1 辺が確定します。

マウスを動かすと青色の円が表示されます。この円はマウスの位置によりサイズが変わりま

す。 

4. 3 の操作を繰り返し、3 点目の位置でマウスをクリックすると、円を追加します。 

精確描画、精確パラメータ描画 ： 

1. メニューから「オブジェクト」 - 「追加」 - 「3点円形」を選択すると3点円形のポインタが表

示されます。  

2. マウスをマップ上で移動させると、ポインタがマウスの動きに合わせた動きをとります。その

ポインタのあとにテキストボックスが表示され、座標がわかるようになっています。テキストボ

ックスの上段は X 座標値を、下段は Y 座標値を表しています。このテキストボックスに、追

加する円上の 3 点のコントロールポイントのうちの 1 つの座標値を入力し（Tab キーで入力

欄の位置を変えることができます）、Enter キーを押すと、円の位置を確定します。  

3. マウスを移動させ、テキストボックスに次の 1 点の座標値を入力し、Enter キーを押します。  

4. 3 点目の座標値を入力し、Enter キーを押すと、アークを追加します。  

その他の操作方法 

 「オブジェクト追加」ツールバーの「3 点円形追加」ボタン をクリックします。 

条件 

 ラインレイヤー、ポリゴンレイヤー、複合レイヤーで有効です。 

 レイヤーが編集可能な状態で実行してください。 

8.3.16 楕円 

機能 

マップウィンドウに、楕円を追加します。 

操作 

通常の描画 ： 

1. メニューから「オブジェクト」 - 「追加」 - 「楕円」を選択を選択すると、楕円のポインタ  

が表示されます。 

2. 楕円を追加する位置で左クリックして、楕円の位置を確定します。  

3. マウスを動かすと、青色の楕円が表示されます。この楕円は、マウスの位置によって大きさ
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が変わります。任意の位置で再度左クリックすると、楕円が追加されます。  

精確描画 ： 

1. メニューから「オブジェクト」 - 「追加」 - 「楕円」を選択を選択すると、楕円のポインタが

表示されます。  

2. マウスをマップ上で移動させると、ポインタがマウスの動きに合わせた動きをとります。その

ポインタのあとにテキストボックスが表示され、座標がわかるようになっています。テキストボ

ックスの上段は X 座標値を、下段は Y 座標値を表しています。このテキストボックスに、楕

円に外接する四角形のポイントの座標値を入力し（Tab キーで入力欄の位置を変えること

ができます）、Enter キーを押すと、楕円の位置を確定します。  

3. マウスを動かすと青色の円が表示されます。この円はマウスの位置によりサイズが変わりま

す。テキストボックスに外接する四角形の対角線上のもう 1 点の座標値を入力します。 

Enter キーを押すと、楕円が追加されます。  

精確パラメータ描画 ： 

1. メニューから「オブジェクト」 - 「追加」 - 「楕円」を選択を選択すると、楕円のポインタが

表示されます。  

2. マウスをマップ上で移動させると、ポインタがマウスの動きに合わせた動きをとります。その

ポインタのあとにテキストボックスが表示され、座標がわかるようになっています。テキストボ

ックスの上段は X 座標値を、下段は Y 座標値を表しています。このテキストボックスに、楕

円に外接する四角形のポイントの座標値を入力し（Tab キーで入力欄の位置を変えること

ができます）、Enter キーを押すと、楕円の位置を確定します。  

3. マウスを動かすと青色の円が表示されます。この円はマウスの位置によりサイズが変わり、

テキストボックスに外接する矩形の縦、横の数値が表示されます。任意の数値を入力し、

Enter キーを押すと、楕円が追加されます。  

その他の操作方法 

 「オブジェクト追加」ツールバーの「楕円追加」ボタン をクリックします。 

条件 

 ラインレイヤー、ポリゴンレイヤー、複合レイヤーで有効です。 
 レイヤーが編集可能な状態で実行してください。 

8.3.17 傾斜楕円 

機能 

ラインデータセット、ポリゴンデータセットまたは複合データセットのレイヤー上に、傾斜楕円を作
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成します。 

操作 

通常の描画 ： 

1. 「オブジェクト」-「追加」-「傾斜楕円」を選択すると、傾斜楕円のカーソル  が表示されま

す。 

2. 傾斜楕円の長軸もしくは短軸の一方の端点でクリックし、長軸または短軸を設定します。  

3. 傾斜楕円の長軸もしくは短軸のもう一方の端点でクリックし、長軸または短軸を設定しま

す。  

4. カーソルを移動させると傾斜楕円の形状が変化します。傾斜楕円のもう一方の軸の長さを

確定する位置（右図中のライン 1 あるいはライン 2 の任意の位置）で左クリックすると、傾斜

楕円が追加されます。  

精確描画 ： 

1. 「オブジェクト」-「追加」-「傾斜楕円」を選択すると、傾斜楕円のカーソルが表示されます。  

2. マウスをマップ上で移動させると、テキストボックス中にマウスカーソル地点の座標値が表

示されます。上側が X 座標値、下側が Y 座標値です。テキストボックス中に長軸/短軸の

一方の端点の座標値を入力して（Tab キーで入力フォーカス位置を変更できます）、Enter

キーを押すと楕円の位置が確定します。  

3. カーソルを移動させて、テキストボックスに傾斜楕円の長軸/短軸のもう一方の座標値を入

力して、Enter キーを押して長軸/短軸を確定します。  

4. カーソルを移動させると傾斜楕円の形状が変化します。傾斜楕円のもう一方の長さを確定

する座標値（下図のライン 1 あるいはライン 2 の任意の座標値）を入力して、Enter キーを

押すと描画が完了します。 

精確パラメータ描画： 
1. 「オブジェクト」-「追加」-「傾斜楕円」を選択すると、傾斜楕円のカーソルが表示されます。  

2. マウスをマップ上で移動させると、テキストボックス中にマウスカーソル地点の座標値が表

示されます。上側が X 座標値、下側が Y 座標値です。テキストボックス中に長軸/短軸の

一方の端点の座標値を入力して（Tab キーで入力フォーカス位置を変更できます）、Enter
キーを押すと楕円の位置が確定します。  

3. カーソルを移動させると、カーソル位置と先のポイントを接続した線（長軸あるいは短軸）の

長さと X 軸との挟角が表示されるので、各テキストボックスにパラメータを入力して、Enter

キーを押して長軸/短軸を確定します。  

4. カーソルを移動させると傾斜楕円の形状が変化します。傾斜楕円のもう一方の長さを確定

する座標値（下図のライン 1 あるいはライン 2 の任意の座標値）を入力して、Enter キーを

押すと描画が完了します。 
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その他の操作方法 

 「オブジェクト描画」ツールバーの「傾斜楕円追加」ボタン をクリックします。 

条件 

 ラインレイヤー、ポリゴンレイヤー、複合レイヤーで有効です。 

 レイヤーが編集可能な状態で実行してください。 

8.3.18 テキスト 

機能 

テキストデータセットまたは複合データセットのレイヤー上に、テキストオブジェクトを作成します。 

操作 

1. 「オブジェクト」 - 「追加」 - 「テキスト」を選択します。 

2. テキストの追加する位置でクリックすると、カーソルが変わり、テキストを入力できる状態とな

ります。 

3. テキストを入力します。改行するには Enter キーを押します。 

4. 操作を完了します。方法は、（1）マウスをクリックした後 Esc キーを 2 回押す、（2）別の位置

で右クリックした後 Esc キーを押す、（3）別の位置を右クリックした後再度右クリックする、の

3 つあります。 

その他の操作方法 

 「オブジェクト描画」ツールバーの「テキスト追加」ボタン をクリックします。 

条件 

 テキストレイヤー、複合レイヤーで有効です。 

 レイヤーが編集可能な状態で実行してください。 

8.3.19 カーブテキスト 

機能 

曲線に沿ったテキストを作成します。 

 

操作 

1. テキストデータセットを編集可能な状態とし、「オブジェクト」 - 「追加」 - 「カーブテキス

ト」を選択します。 

2. カーブテキストを追加する場所でクリックします。 
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3. 曲線を描画した後で右クリックすると、「カーブテキスト」ダイアログボックスが表示されま

す。 

4. 「テキスト」に追加するテキストを入力します。 

5. 「OK」をクリックすると、カーブテキストを追加します。操作完了後に右クリックすると、カー

ブテキスト追加の状態を終了します。 

その他の操作方法 

 「オブジェクト描画」ツールバーの「カーブテキスト追加」ボタン  をクリックします。 

条件 

 テキストレイヤーで有効です。 

 レイヤーが編集可能な状態で実行してください。 

8.3.20  直交ポリゴン 

機能 

マップウィンドウで直交ポリゴンオブジェクトを作成します。 

操作 

1. 「オブジェクト」-「追加」-「直交ポリゴン」を選択すると、直交ポリゴンカーソルが表示されま

す。  

2. 直交ポリゴンカーソルを、直交ポリゴンを作成する位置に移動します。  

3. 左クリックしてカーソルを適当な位置に移動させ、再度左クリックすると、直交ポリゴンの 1

つ目の辺が入力されます。  

4. 続けてカーソルを適当な位置に移動させ、再度左クリックすると 2 つ目の辺が入力され、2

つの辺が交差する位置に青い破線が表示されます。  

5. 右クリックすると作成を完了し、継続して直交ポリゴンを作成することもできます。  

その他の操作方法 

 オブジェクト作成ツールバーの「直交ポリゴン」ボタン をクリックします。 

条件 

 適用レイヤーはポリゴンレイヤーと複合レイヤーであること。  

 現在の適用レイヤーが編集状態であること。  
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8.3.21 オブジェクトマトリックス 

機能 
1 つの幾何オブジェクトをモデルとして、同じオブジェクトをマトリックス（行列）形状に追加、表示し

ます。 

操作 
1. モデルとするオブジェクトを選択し。  

2. 「オブジェクト」-「追加」-「オブジェクト マトリックス」を選択すると、「オブジェクト マトリック

ス」ダイアログボックスが表示されます。  

3. 行数、列数、行間隔、列間隔を入力します。  

4. 「OK」をクリックします。  

条件 
 マップウィンドウ上で、オブジェクトを 1 つだけ選択している状態で実行してください。  

 選択オブジェクトのレイヤーが編集可能の状態で実行してください。 

8.4 編集 

8.4.1 ライントリミング 

機能 

ラインデータセット上で、ベースとなるラインオブジェクトと交差するラインオブジェクトをトリミング

（切断、削除）します。 

操作 

1. 「オブジェクト」 - 「編集」 - 「ライントリミング」を選択します。 

2. 出力ウィンドウに「ベースラインを選択：」と表示されます。ベースラインを選択すると、「トリミ

ングのラインを選択：」と表示されます。トリミングラインとして、ベースラインと交差するライ

ンを選択すると、ベースラインを境にラインを切断し、選択時にクリックした側が削除されま

す。 

3. ESC キーを押すか、マウスを右クリックすると、操作を終了します。 

トリミング結果について 

トリミング後、ベースラインは保留され、トリミングラインは削除されます。生成したラインの属性は属

性テーブルの 後に追加されます。新しいオブジェクトのシステムフィールドはシステムにより値を与
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えられ、非システムフィールドはトリミングオブジェクトの属性を保留します。 

（1）図 8.6 のように、トリミングラインが、ライン、ポリライン、アーク、曲線、マルチラインなど、閉じて

いないラインオブジェクトの場合、トリミング操作を実行すると、 削除する部分は、選択地点を含む

側の、ベースラインとトリミングラインの2つの交点間、または、ベースラインとトリミングラインの交点か

らトリミングラインの端点までとなります 

 
図 8.6 トリミングラインが閉じていないラインオブジェクトの場合の結果 

（2）図 8.7 のように、トリミングラインが、矩形、角丸矩形、ポリゴン、平行四辺形、円、楕円など、閉

じているラインオブジェクトの場合、システムは、閉じているラインオブジェクトを、始点と終点の重な

った、閉じていないラインオブジェクトと見なします。重なった始点と終点を端点と呼びます。下の図

のように、ベースラインと閉じたトリミングラインに交点が 2 つある状態でトリミングラインを選択する際、

選択地点と端点が、 それぞれ別の区間にある場合は、選択地点を含む、交点間の部分が削除さ

れます。また、選択地点と端点が、同じ区間にある場合は、選択地点を含む区間の端点から交点の

部分が削除されます。 

ヒント 

ライントリミング状態になっている時、選択したベースラインを変更したい場合は、マップウィンドウ

の何も表示されていない場所でマウスを右クリックします。こうすると、ライントリミング状態が解消され

ることなく、次に選択するライン がベースラインとなります。解析レポートウィンドウに「ベースラインを

選択」と表示されるので、この表示に従って新たなベースラインを選択できます。 
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図 8.7 トリミングラインが閉じているラインオブジェクトの場合の結果 

その他の操作方法 

 「オブジェクト編集」ツールバーの「ライントリミング」ボタン をクリックします。 

条件 

 ラインデータセットレイヤーを編集可能な状態にすること。 

注意事項 

 ライントリミングは、ベースラインと交差するラインに対してのみ有効です。交差していない

ラインや、平行ラインでは実行できません。 

8.4.2 ライン延長 

機能 

ラインデータセット上で、ラインオブジェクトをベースラインまで延長します。 

操作 

1. 「オブジェクト」 - 「編集」 - 「ライン延長」を選択します。 

2. 解析レポートウィンドウに「ベースラインを選択」と表示されます。マップ上で、ベースライン

としてラインオブジェクトを 1 つ選択すると、解析レポートウィンドウに「延長するラインを選

択」と表示されます延長するラインオブジェクトを 1 つ選択すると、延長後にベースラインと

交差する場合に限り、ベースラインまで延長します。 

3. ESC キーを押すか、マウスを右クリックすると、操作を終了します。 

延長結果について 

ライン延長の操作結果は、ラインを選択する時のポインタの位置によって変わります。システムは、

選択した位置からラインのどちらの端が近いかを判断します。選択した位置から近い方の端から、ベ
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ースラインに向かってラインを延長した時、ベースラインと交差するかどうかを判断し、交差する場合

はベースラインまで延長します。交差しない場合は延長しません。 

図 8.8 は A、B、C3 つのラインに対する延長操作です。ライン A： 選択したポインタから近い端点

は、上の端点です。上の端点の方向に延長してもベースラインとは交差しないので、操作を実行し

ても延長されません。ライン B： 選択したポインタ（青い×印）から近い端点は、下の端点です。また、

ライン B を下の端点からベースラインに延長すると、ベースラインと交差します。よって、ライン B はベ

ースラインまで延長されます。ライン C： 選択し選択したポインタに近い下の端点の方向に向かって

延長しても、交差するのはベースラインの延長線で、ベースラインとは交差しないので、操作を実行

しても延長されません。 

 

図 8.8 延長操作結果 

 

ヒント 

ライン延長の状態になっている時、選択したベースラインを変更したい場合は、マップウィンドウの

何も表示されていない場所でマウスを左クリックします。こうすると、ラインの延長状態が解消されるこ

となく、次に選択するラインがベースラインとなります。解析レポートウィンドウに「ベースラインを選

択」と表示されますので、この表示に従って新たなベースラインを選択できます。 

その他の操作方法 

 「オブジェクト編集」ツールバーの「ライン延長」ボタン をクリックします。 

注意事項 

 ライン延長の操作結果は、ラインを選択する時のポインタの位置によって変わります。シス

テムは、選択した位置からラインのどちらの端が近いかを判断します。選択した位置から近

い方の端から、ベースラインに向かってラインを延長した時、ベースラインと交差するかどう

かを判断し、交差する場合はベースラインまで延長します。交差しない場合は延長しませ

ん。 

 選択するベースラインは各種ラインオブジェクト、またポリゴンオブジェクトの境界線でもか

まいません。  
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 延長するラインは直線、ポリライン、アーク、マルチラインであることが可能です。  

条件 

 ラインレイヤーを編集可能な状態にすること。 

8.4.3 ライン切断 

機能 

ラインデータセットまたはネットワークデータセット上で、ラインオブジェクトを切断します。 

操作 

1. 「オブジェクト」 - 「編集」 - 「ライン切断」を選択すると、解析レポートウィンドウに「切断の

ラインを選択」と表示されます。 

2. ラインオブジェクトを 1 つ選択すると、解析レポートウィンドウに「切断ポイントを選択」と表示

されます。 

3. ライン上で切断するポイントをクリックすると、クリックしたポイントでラインを切断します。 

4. ESC キーを押すか、マウスを右クリックすると、操作を終了します。 

連続してラインを切断できます。操作を終了すると、元のラインは削除され、複数のラインが

生成します。生成するライン個数は、切断するポイント個数＋1 です。生成するラインオブジェク

トのシステムフィールド値はシステムから与えられ、非システムフィールド値は、元のラインオブ

ジェクトの非システムフィールド値となります 

その他の操作方法 

 「オブジェクト編集」ツールバーの「ライン切断」ボタン をクリックします。 

条件 

 レイヤーが編集可能な状態で実行してください。 

8.4.4 ライン分解 

機能 

ラインデータセット上のオブジェクトを、 小単位のラインオブジェクトに分解します。 

操作 

1. ラインデータセットレイヤーを編集可能な状態にします。 

2. マップウィンドウ上でオブジェクトを 1 つまたは複数選択します。 

3. 「オブジェクト」 - 「編集」 - 「ライン分解」を選択すると、オブジェクトを 小単位のライン

オブジェクトに分解します。 
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その他の操作方法 

 「オブジェクト編集」ツールバーの「ライン分解」ボタン をクリックします。 

条件 

 レイヤーが編集可能な状態で実行してください。 

8.4.5 スムーズネス 

機能 

ポリラインを滑らかにします。 

操作 

1. ポリラインのあるレイヤーを編集可能な状態にします。 

2. レイヤー上で 1 つまたは複数のポリラインを選択します。 

3. 「オブジェクト」 - 「編集」 - 「スムーズネス」を選択すると、「スムーズネス」ダイアログボッ

クスが表示されます。スムーズネスのパラメータを入力します。値が大きいほど曲線は滑ら

かになります。「OK」をクリックすると操作を完了し、ポリラインを滑らかにします。 

その他の操作方法 

 「オブジェクト編集」ツールバーの「スムーズネス」ボタン をクリックします。 

条件 

 ラインレイヤーと複合レイヤーのラインオブジェクトに対して有効です。 

8.4.6 リサンプリング 

機能 

ラインオブジェクト中に頂点が多数ある場合、ラインの形状をなるべく保ちながら頂点の数を削減

します。 
 

操作 

1. ラインレイヤーが編集可能になっている状態で、ラインオブジェクトを選択します。 

2. 「オブジェクト」 - 「編集」  - 「リサンプリング」を選択すると、「オブジェクトリサンプル」ダイ

アログボックスが表示されます（図 8.9）。 

3. 「リサンプル距離」を入力します。 

4. OK」をクリックすると、間隔がリサンプル距離以内の頂点を削減し、操作を完了します。 
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図 8.9 オブジェクトリサンプルダイアログボックス 

リサンプリング結果について 

 リサンプリング距離：第 1 点と第 2 点間のラインの垂線距離です。図 8.10a で、AB は 1 と

2 間のラインの垂線で、AC と BC の長さはユーザーが入力したリサンプリング距離です。第

1 点を頂点として、1 点と A 点、1 点と B 点をそれぞれつなぎます。ラインを延長してリサン

プリング範囲を形成し、第 2 点が範囲内にあれば、その点は削除され、次の点を判断しま

す。第 2 点が範囲内にない場合は、その点を保留し、その点をもとにリサンプリング範囲を

形成し次の点を判断していきます。図 8.10 a の 2、3 はともにリサンプリング範囲内にあるた

め、削除され、結果は b のようになります。 

a リサンプリング説明 b リサンプリング結果 

図 8.10 リサンプリング 

その他の操作方法 
 「オブジェクト編集」ツールバーの「リサンプリング」ボタン をクリックします。 

8.4.7 ライン結合 

機能 

ラインデータセットレイヤーが編集可能な状態で、2 つ以上のラインオブジェクトを結合します。 

操作 

1. ラインレイヤーを編集可能な状態とし、ラインレイヤー上で 2 つ以上のラインオブジェクトを

選択します。 

2. 「オブジェクト」 - 「編集」 - 「ライン結合」を選択すると、選択しラインオブジェクトを結合

します。 
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3. ラインオブジェクトを結合すると、「ライン結合」の状態を終了します。 

捜査結果について 
（1）ポイント選択：Shift キーを押しながら複数のラインオブジェクトを選択した場合、ラインオブ

ジェクトは選択した順番に結合します。新たに生成したラインオブジェクトの非システム属性フィール

ド値は、 初に選択したラインオブジェクトの非システム属性フィールド値を保持します。 
（2）矩形選択：ドラッグ操作により、矩形フレームを用いて複数のラインオブジェクトを同時に選

択した場合、ラインオブジェクトは、SmID フィールド値の小さいものから順番に結合します。新たに生

成したラインオブジェクトの非システム属性フィールド値は、元のラインオブジェクトのうち、SmID フィ

ールド値の も小さいラインオブジェクトの非システム属性フィールド値を保持します。 

その他の操作方法 

 「オブジェクト編集」ツールバーの「ライン結合」ボタン をクリックします。 

 ショートカットキー：J。 

 ショートカットメニュー：結合（J）。 

注意事項 

 サブオブジェクトを持つ複合ラインオブジェクトでは実行できません。 

 ライン結合は、順番（選択順序または SmID 順序）に基づき、ライン 1 とライン 2 の距離が近

い方の 2 点を結合し、新たなラインオブジェクトを取得します。3 つ以上のラインオブジェク

トを結合する場合は、このラインオブジェクトとライン3の距離が近い方の2点を再び結合し、

新たなラインオブジェクトを取得します。このようにして 後のラインまで結合して新しいラ

インオブジェクトを取得します。元のラインオブジェクトは全て削除されます。 

8.4.8 ミラー 

機能 

選択したオブジェクトを対称軸によって反転し、コピーします。例えば、家の形をしたオブジェクト

を対称軸で反転させ、同じ形の家を簡単に追加できます。 

操作 

1. レイヤーが編集可能な状態で、1 つまたは複数のオブジェクトを選択します。 

2. 「オブジェクト」 - 「編集」 - 「ミラー」を選択すると、解析レポートウィンドウに、「ラインを描

いてください。」と表示されます。 

3. 対称軸のラインを描くと、選択したオブジェクトをこの対称軸によって反転し、ミラーオブジ

ェクトを生成します（図 8.11）。 
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図 8.11 ミラー操作 

その他の操作方法 

 「オブジェクト編集」ツールバーの「ミラー」ボタン  をクリックします。 

注意事項 

 ポイントレイヤー、ラインレイヤー、ポリゴンレイヤー及び複合レイヤーで有効です。 

 生成したミラーオブジェクトの属性レコードは、属性テーブルの末尾に追加されます。 

8.4.9 面取り 

機能 

ラインデータセット上で、2 本の直線の頂点を延伸し、面取りをします。 

操作 

ラインデータセットのレイヤーを編集可能な状態とし、2 本のラインを選択します。 

1. 「オブジェクト」 - 「編集」 - 「面取り」を選択すると、「面取り設定」 ダイアログボックスが

表示されます（図 8.12）。 

2. 第 1 ラインへの距離、第 2 ラインへの距離（いずれも、2 本のラインの交差するポイントから

の距離）を設定します。 

3. 「OK」をクリックすると、操作を実行します。 

 

図 8.12 面取り設定ダイアログボックス 

それぞれのライン上で、2.で指定した距離に基づきポイントを抽出し、抽出したポイントを連結して
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新しいラインを生成します。このラインの属性フィールドは、属性テーブルの末尾に追加されます。シ

ステムフィールド値はシステムから与えられ、非システムフィールド値は Null となります。元のラインオ

ブジェクトは、元の属性フィールド値を保持します。図 8.13 は面取りの例です。 

 

図 8.13 面取り 

その他の操作方法 

 「オブジェクト編集」ツールバーの「面取り」ボタン をクリックします。 

注意事項 

 ラインオブジェクト（直線）に対してのみ有効です。 

8.4.10 フィレット 

機能 

2 本の直線の点を延長し、半径を尺度にした半円を描き、フィレットを生成します。 

操作 

1. ラインデータセットのレイヤーを編集可能状態とし、2本のライン（直線のみ）を選択します。 

2. 「オブジェクト」 - 「編集」 - 「フィレット」を選択すると、「フィレット角半径の指定」ダイアロ

グボックスが表示されます。 

3. フィレットの半径を入力します。 

4. 「OK」をクリックすると、フィレットを生成し、操作を終了します。 

 

図 8.14「フィレット角半径の指定」ダイアログボックス 

入力した半径の半円を計算し、半円と 2 本のラインの交点を探します。交点がラインオブジェクト
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上にある場合は、ラインの一部を切り取り、延長線上にある場合はラインの頂点をこの交点まで延長

します。半円の中で、2 本のラインとの交点間をつなぐアークを取得し、新しいラインオブジェクトを生

成します。このラインの属性レコードは属性テーブルの末尾に追加されます。システムフィールド値

はシステムにより与えられ、非システムフィールド値は Null となります。元のラインオブジェクトは元の

属性フィールド値を保持します。図 8.15 はフィレットの例です。 

 
図 8.15 フィレット 

その他の操作方法 

 「オブジェクト編集」ツールバーの「フィレット」ボタン をクリックします。 

注意事項 

 ラインレイヤーのラインオブジェクト（直線）に対してのみ有効です。 

8.4.11 平行コピー 

機能 

ラインデータセットまたはポリゴンデータセットのオブジェクト（閉じたライン、曲線、アークなど）を平

行コピー（元のオブジェクトと平行を保つ位置にコピー）します。 

操作 

1. 「オブジェクト」 - 「編集」 - 「平行コピー」を選択すると、出力ウィンドウに「ベースオブジ

ェクトを選択」と表示されます。 

2. コピーのベースとなるオブジェクトを選択し、マウスを動かすと、選択したオブジェクトと平

行を保つオブジェクトが現れます。 
3. 次の 2 つの方法でオブジェクトを平行コピーします。 

 移動距離を入力 

右クリックすると「オブジェクトオフセット」ダイアログボックスが表示されます。移動距離を入

力し、「OK」をクリックすると、入力した移動距離の位置に平行コピーします。 （注意：移動距離

を正の数にすると、始点から終点に向かって左側にコピーオブジェクトを作成します。負の数に

すると、始点から終点に向かって右側に作成します。移動距離 0 の場合はコピーオブジェクトを

作成しません。）。（図 8.16） 
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図 8.16 平行コピー結果——移動距離入力 

 コピー先の位置をマウスで指定 

カーソルを目的位置に移動して左クリックします。（図 8.17） 

 
図 8.17 平行コピー結果——コピー先の位置をマウスで指定 

その他の操作方法 

 「オブジェクト編集」ツールバーの「平行コピー」ボタン をクリックします。 

注意事項 

 平行ライン以外のタイプのラインオブジェクト及びすべてのポリゴンオブジェクトに適用しま

す。 

8.4.12 ラインスタイル方向を変更 

機能 

ラインスタイルの方向を反転します。 

操作 

1. レイヤーを編集可能な状態にし、マップウィンドウ上で反転させたいラインオブジェクト（直

線またははポリライン）を 1 つまたは複数選択します。 

2. 「オブジェクト」 - 「編集」 - 「ラインスタイル方向を変更」を選択すると、ラインスタイルの

方向を反転します。 

ラインスタイル方向を変更すると、「ラインスタイル方向を変更」の状態を終了します。ラインの方向

は、ラインオブジェクトを描く時の順序です。矢印、勾配、電力線など、ラインの方向によって表示が
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異なるラインスタイルがあります（図 8.18）。 

 
図 8.18 ラインスタイル方向を変更 

その他の操作方法 

 「オブジェクト編集」ツールバーの「ラインスタイル方向を変更」ボタン をクリックします。 

注意事項 

 ライン/複合レイヤーのラインオブジェクトに適用します。 

8.4.13 ドーナツポリゴン 

機能 

ポリゴンデータセットレイヤーで、2 つ以上のポリゴンオブジェクトの交差部分、または包含部分を

削除し、残った部分を 1 つのオブジェクトに合成します。 

操作 

1. 同一ポリゴンレイヤーの 2 つ以上のポリゴンオブジェクトを選択します。  

2. 「オブジェクト」 -「編集」-「ドーナツポリゴン追加」を選択すると、ポリゴンオブジェクトの重

なり合う部分を空洞化したドーナツポリゴンオブジェクトを生成します（図 8.19）。 

相互に重なり合わない複数のポリゴンを選択して操作を実行すると、複数の離れたポリゴンオブジ

ェクトを 1 つに合体します。 

その他の操作方法 

 「オブジェクト編集」ツールバーの「ドーナツポリゴン追加」ボタン をクリックします。 

  
図 8.19 ドーナツポリゴン 
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8.4.14 頂点追加 

機能 

頂点編集操作を行うため、ラインオブジェクトまたはポリゴンオブジェクトに頂点を追加します。 

操作 

1. ラインデータセットまたはポリゴンデータセットを編集可能な状態とし、マップウィンドウ上で

オブジェクトを 1 つ選択します。 

2. 「オブジェクト」-「編集」-「頂点追加」を選択すると、選択したオブジェクトに頂点を追加しま

す。 

その他の操作方法 

 「オブジェクト編集」ツールバーの「頂点追加」ボタン をクリックします。 

注意事項 

 ラインオブジェクトとポリゴンオブジェクトに対してのみ実行可能です。レイヤーが編集可能

な状態で実行してください。 

 単一データセットでは、すべてのラインオブジェクトとポリゴンオブジェクトについて頂点追

加操作ができますが、単一データセットのパラメータ化オブジェクト（円、アーク等）につい

てはこの操作をしてもあまり意味がありません。 

 複合データセットでは、非パラメーター化のラインオブジェクトとポリゴンオブジェクトに頂点

を追加できます。 

8.4.15 頂点編集 

機能 

ラインデータセットまたはポリゴンデータセットのレイヤー上で、オブジェクトの頂点を移動または削

除し、ラインまたはポリゴンオブジェクトの形状を変更します。 

操作 

編集可能なラインデータセットまたはポリゴンデータセットレイヤー上でオブジェクトを 1 つ選択し、

「オブジェクト」 - 「編集」 - 「頂点編集」を選択すると、オブジェクトの頂点は黒い四角形となります。

これらの四角いマークを移動または削除できます。 

 頂点選択 
1 つの頂点を選択：頂点の 1 つをクリックすると､この頂点の黒い四角形は、その他の選択

していない頂点より大きくなります。 
複数の頂点を選択：1つの頂点を選択した後、Shiftキーを押しながら他の頂点をクリックす
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ると､2 つの頂点の間の、頂点数の少ない側の全ての頂点を選択できます。Ctrl キーを押しな

がら他の頂点をクリックすると､2 つの頂点の間の、頂点数の多い側の全ての頂点を選択でき

ます。（図 8.20） 

  
Shift+他の頂点 Ctrl+他の頂点 

図 8.20 頂点選択方法対比 

 頂点の移動 
選択した頂点をドラッグすると､頂点を移動できます。 
 頂点の削除 
頂点を選択後､ 「編集」 - 「削除」メニューを選択するか Delete キーを押すと、選択した頂点

を削除します。頂点が3つのポリゴンオブジェクト、頂点が2つのラインオブジェクトについては、

頂点の削除の操作はできません。 

注意事項 

 単一データセットでは、すべてのラインオブジェクトとポリゴンオブジェクトについて頂点編

集操作ができますが、単一データセットのパラメータ化オブジェクト（円、アーク等）につい

てはこの操作をしてもあまり意味がありません。 

 複合データセットでは、非パラメーター化のラインオブジェクトやベジェ曲線オブジェクトの

頂点編集ができます。 

8.4.16 回転 

機能 

オブジェクトを回転します。 

操作 

レイヤーを編集可能な状態にし、マップウィンドウ上でオブジェクトを選択します。「オブジェクト」-

「編集」-「回転」を選択すると、ポインタの形が に変わります。3 つの方法で回転をします（図

8.22）。 

（1）レイヤーでラインを描き、右クリックすると、「回転角度の設定」ダイアログボックスが表示され

ます。 
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図 8.21 回転角度の設定ダイアログボックス 

回転角度を指定し、「OK」をクリックすると、オブジェクトを回転します。 

   

a 回転方法(1) b 回転方法(2) c 回転方法(3) 

図 8.22 回転図 

説明：図 8.22 a の 1 は回転前のオブジェクトで、2 は一定角度（90°）回転後のオブジェクトで

す。オブジェクトは基点 A を中心に、指定した角度で回転し、基点 B は回転には影響しません。 
（2）3 つのポイントを持つポリラインを描き、右クリックすると、「回転角度の設定」ダイアログボック

スが表示されます。回転角度を指定し、「OK」をクリックすると、オブジェクトを回転します。 

説明：図 8.22 b の 1 は回転前のオブジェクトで、2 は一定角度（90°）回転後のオブジェクトで

す。回転する場合、オブジェクトは基点 A から基点 C に平行移動し、指定した角度で基点 C を中

心に回転します。基点 B は、回転には影響しません。 
（3）4 つのポイントを持つポリラインを描いた場合は、右クリックすると選択したオブジェクトを回

転します。 
説明：図 8.22図 8.22 c の 1 は回転前のオブジェクトで、2 は一定角度（90°）回転後のオブジェ

クト、3 は別のオブジェクトです。この回転方法の目的は 1 を 2 の位置に回転して、3 と連接するこ

とです。回転する場合、オブジェクトは、基点Aから基点Cに平行移動し、一定の角度で基点Cを

中心に回転します。（線分ABと線分CDの夾角 は回転角度で、線分ABと線分CDの向きに注意し

てください。） 

その他の操作方法 
 「オブジェクト編集」ツールバーの「回転」ボタン をクリックします。 
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8.4.17 移動 

機能 

オブジェクトの位置を移動します。 

操作 

1. レイヤーを編集可能な状態とし、オブジェクトを 1 つまたは複数選択します。 

2. 「オブジェクト」 - 「編集」 - 「移動」を選択すると、ポインタの形は  になります。 

レイヤー上で、移動後の位置を決定する臨時のラインを描くと、選択したオブジェクトは、ライン

の始点と終点の位置に基づき、新しい位置に移動します。オブジェクトの移動方向、移動距離

は、ラインの起点から終点の方向、ラインの長さとそれぞれ同じです。ポイントレイヤー、ラインレ

イヤー、ポリゴンレイヤー、テキストレイヤー、複合レイヤーで有効です。 

3. ESC キーを押すか、マウスを右クリックすると、操作を終了します。  

 

図 8.23 オブジェクト移動結果 

その他の操作方法 

 「オブジェクト編集」ツールバーの「移動」ボタン をクリックします。 

8.4.18 コピー 

機能 

指定した位置にオブジェクトをコピーします。 

操作 

1. レイヤーを編集可能な状態とし、マップウィンドウ上でオブジェクトを 1 つまたは複数選択し

ます。 

2. 「オブジェクト」 - 「編集」 - 「コピー」を選択すると、ポインタの形が になります。  

3. 選択したオブジェクトの近くでクリックしてマウスを動かすと、コピー先のオブジェクト位置が

確認できます。オブジェクトを追加したい位置でもう一度クリックすると、コピーができ、引き

続き同じオブジェクトをコピーする場合は、この操作を繰り返します。 

4. 右クリックすると、操作を終了します。 
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新たに生成したオブジェクトの属性レコードは属性テーブルの末尾に追加されます。非システムフ

ィールド値は、元のオブジェクトの非システムフィールド値を保持します。図 8.24 は円形オブジェクト

をコピーした例です。 

 
図 8.24 コピー 

その他の操作方法 

 「オブジェクト編集」ツールバーの「コピー」ボタン をクリックします。 

8.4.19 スタイルブラシ 

機能 

複合データセットレイヤー上で、オブジェクトのスタイルを他のオブジェクトに与えます。 

操作 

1. 編集可能な複合データセットレイヤー上で、オブジェクトを 1 つ選択します。 

2. 「オブジェクト」 - 「編集」 - 「スタイルブラシ」を選択します。 

3. レイヤー上で、1.で選択した以外のオブジェクトを選択すると、オブジェクトのスタイルは 1.

で選択したオブジェクトのスタイルと同じになります。さらに、別のオブジェクトを選択すると、

そのオブジェクトにも同じスタイルとなります。 

ESC キーを押すか、マウスを右クリックすると、操作を終了します。 

その他の操作方法 

 「オブジェクト編集」ツールバーの「スタイルブラシ」ボタン をクリックします。 

条件 

 複合データセットレイヤーが編集可能な状態で実行してください。 

注意事項 

 複合データセットレイヤーで有効です。  
 同じマップの他のレイヤーを編集可能に設定した場合は、他のレイヤーのオブジェクトに

対しても有効です。  
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8.4.20 属性ブラシ 

機能 

オブジェクトの非システムフィールド値を他のオブジェクトに与えます。 

操作 

1. 編集可能なレイヤー上で、オブジェクトを 1 つ選択します。 

2. 「オブジェクト」 - 「編集」 - 「属性ブラシ」を選択すると、「属性更新の設定」ダイアログボ

ックスが表示されます。 

3. 「属性更新のフィールド」でフィールドを選択し、「OK」をクリックします。 

4. この属性フィールド値を与えるオブジェクトをマップウィンドウ上で選択すると、2 つのオブ

ジェクトの、選択した同一フィールドの属性フィールド値は同じになります。さらに別のオブ

ジェクトを選択すると、そのオブジェクトにも同じ属性フィールド値を与えます。 

ESC キーを押すか、マウスを右クリックすると、属性ブラシを終了します。 

その他の操作方法 

「オブジェクト編集」ツールバーの「属性ブラシ」ボタン をクリックします。 

注意事項 

 他のレイヤー上のオブジェクトに対しては反映されません。  

 単一データセットだけでなく、複合データセットでも使用できます。  

 複数まとめてオブジェクトを選択した場合にも有効で、選択されたオブジェクトの属性フィ

ールド値が全て変更されます。ただし、円形選択、ポリゴン選択は無効です。 

8.4.21 局部更新 

機能 

ポリラインを描き、ポリゴンオブジェクトあるいはラインオブジェクトの局部更新をします。 

操作 

1. 編集状態のポリゴンレイヤー(ラインレイヤー)で、ポリゴンオブジェクト(あるいはラインオブ

ジェクト)を選択します。  

2. 「オブジェクト」-「編集」-「局部更新」を選択します。  

3. ポリラインを描きます(起点と終点はともにそのポリゴンあるいはライン上にあること)。  

4. 右クリックし、局部更新を完了します。  

局部更新された元のオブジェクトは削除され、局部更新後に生成されたオブジェクトのレコード

は属性テーブルの末尾に追加されます。非システムフィールドの属性は局部更新されたオブジ
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ェクトの非システムフィールドを保持します。 

その他の操作方法 

オブジェクト編集ツールバーの「局部更新」ボタン をクリックします。 

8.5 シンボルパネル 

従来の GIS デスクトップソフトを使用してデータ作成をする場合、通常は先に空間データを採集し、

それから属性データを採集します。このような業務の流れでは大量の属性データと空間データがあ

わないというエラーが往々にしてあり、チェック作業を繰り返してようやく解消できるなどの原因で、非

常に効率が下がってしまいます。SuperMap GIS デスクトップ製品はこのような問題を解決するため、

個別値主題図前定義、シンボルパネル、属性ブラシ等のカスタム編集システムを開発しました。カス

タム編集システムはデータ採集者が空間データの採集と同時に一定の規則に基づいて空間データ

の採集もでき、エラーの率を下げ、データの採集効率も高められます。 

8.5.1 シンボルパネル概説 

シンボルパネルは、個別値主題図を作成した後でも、主題図の各オブジェクトと同じスタイルを持

つオブジェクトを簡単に追加できる機能です。さらに、シンボルパネルのフィールド設定機能を使用

すると、オブジェクトを追加する際、属性データの編集可能なフィールドに、設定した値を自動的に

入力できます。 
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図 8.25 シンボルパネル 

 レイヤーリストボックス：表示されているマップウィンドウのすべてのベクタレイヤーを表示

します。 

 シンボル選択パネル：レイヤーリストボックスのレイヤーをクリックすると、そのレイヤー上に

主題図がある場合、主題図オブジェクトのフィールド値とスタイルが表示されます。 
 シンボルパネル状態：ボタンをクリックすると、背景色が変わってシンボルパネル状態にな

ります。シンボルパネル状態で、マップウィンドウに主題図と同じスタイルのオブジェクトを

追加できます。シンボルパネル状態でない場合は、オブジェクトを追加しても主題図と同じ

スタイルにはなりません。 

 属性設定：ボタンをクリックすると、「フィールド設定」のダイアログボックスが表示されます。

フィールドにチェックを入れてを選択し、フィールド値を入力します。「OK」をクリックすると、

そのレイヤーにオブジェクトを追加する際、設定したフィールド値が属性フィールドに自動

的に入力されます。 

 更新：シンボルパネルのレイヤー表示が不正確、あるいはシンボルパネルの拡大縮小でウ

ィンドウ中のオブジェクトの配列が乱れた場合に、このボタンをクリックすると、レイヤーとレ

イヤー中のオブジェクト表示が更新されます。 

シンボルパネルのウィンドウの大きさは自由に設定できます。好みの場所に自由動かすことも、１

ヶ所に固定することも可能です。 
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8.5.2 オブジェクトスタイル設定 

シンボルパネルを使って、マップウィンドウに主題図と同じスタイルを持つオブジェクトを追加でき

ます。手順は以下のとおりです。 

1. メニューバーから「表示」 - 「シンボルパネル」を選択し、シンボルパネルを開きます。 

2. 「シンボルパネル状態」ボタンをクリックし、シンボルパネル状態に設定します。 

3. レイヤーリストボックスで、新たに追加したいオブジェクトのレイヤーを選択します。 

4. シンボル選択パネルから、追加したいオブジェクトに与えたいスタイルを選択します。選択

しない場合、新しく作成するオブジェクトの主題図フィールド値は NULL となります。 

5. このレイヤーを編集可能状態に設定します。以下の操作はマップウィンドウでオブジェクト

を追加する操作と同じです。 

この手順を完了すると、追加したオブジェクトに、5.で選択したのと同じスタイルが与えられます。

また、追加したオブジェクトのフィールド値は、シンボル選択パネルで選択した主題図オブジェクト

のフィールド値と同じです。 

個別値主題図と同じスタイルのオブジェクトを追加する可能性のある時は、個別値主題図は、

システムフィールド以外のフィールド（SMUSERID を含む）で作成してください。システムフィールド

（SMID など）で作成した個別値主題図には、主題図と同じスタイルのオブジェクトを、シンボルパ

ネルを使って追加することはできません。 

8.5.3 属性設定 

シンボルパネルの属性設定ボタンを使って、新たに追加するオブジェクトの、システムフィールド

以外の フィールド値を設定できます。 

この機能の操作は 8.5.2 オブジェクトスタイル設定の 4.の後、「属性設定」ボタンをクリックするか、

選択したレイヤーをダブルクリックして表示された、「フィールド選択」ダイアログボックスで設定を行

います。設定後、オブジェクトを追加したあとの属性値に設定したフィールド値が追加されます。 

 

 

8.6 オブジェクトの計算 

下の表は各オブジェクト計算の適用データセットとオブジェクトを示しています。 
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表 8.2 オブジェクト計算の適用データセットとオブジェクト 

操作データセ

ット 
操作オブジェクト ユニオン

イン

ター

セク

ショ

ン 

反転差分 消去 外部消去

グル

ープ

化 

グル

ープ

解除 

グループ保

護解除 

ポイントデー

タセット 
ポイント                

ラインデータ

セット  
ライン √          √   

1 つのポリゴン            √ √ 

2 つのポリゴン √ √ √ √ √   √ √ 
ポリゴンデー

タセット 
2 つ以上のポリゴン √ √   √ √   √ √ 

テキストデー

タセット 
テキスト √          √   

ポイント          √ √   

ライン √        √ √   

1 つ            √   

2 つ √   √    √ √   
ポリ

ゴン 
2 つ以上 √        √ √   

テキスト          √ √   

複合データセ

ット 

複合          √ √   

8.6.1 ユニオン（Union） 

機能 
2 つ以上の同タイプのオブジェクトをユニオン（合体）し、１つのオブジェクトにします。 

操作 

レイヤーを編集可能な状態にし、2 つ以上のオブジェクトを選択します。  

 

以下の操作のいずれかを実行 

 メニューから“オブジェクト->計算->ユニオン”を選択します。 
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 「オブジェクト計算」ツールバーの「ユニオン」ボタンををクリックします 

 マップウィンドウで右クリックし、ショートカットメニューで「ユニオン」をクリックします。 

 ショートカットキー：U。 

「ユニオン処理の属性設定」ダイアログボックス（図 8.26）のリストボックスには、ユニオン処理で生

成したオブジェクトの非システム属性フィールド、編集可能なシステム属性フィールド及びユニオン

後のフィールド値に対する操作方法を表示します。フィールドごとで異なる設定をすることができま

す。フィールドの操作方法を変えたい場合は、リストから該当するフィールドを選択し、リストに新たに

設定しなおして再度任意の操作方法を選択してください。 

「OK」をクリックすると、選択した 2 つ以上のオブジェクトが 1 つのオブジェクトになります。 

 

図 8.26 ユニオン処理の属性設定ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 第 1 オブジェクト：ユニオン処理で生成したオブジェクトの非システム属性フィールド値は、

初のオブジェクトのフィールド値を保持します。矩形領域を描いて同時に選択した場合

は、SmID フィールド値の も小さいオブジェクトのフィールド値を保持します。 
 すべて空：ユニオン処理で生成したオブジェクトの非システム属性フィールド値をすべて

Null にします。 

 合計：ユニオン処理で生成したオブジェクトの非システム属性フィールド値は、ユニオン処

理前の各オブジェクトのフィールド値を合計します。 
 平均：ユニオン処理で生成したオブジェクトの非システム属性フィールド値は、ユニオン処

理前の各オブジェクトのフィールド値を平均します。「重みフィールド」を選択しないと、値を

平均します。なお、「重みフィールド」を選択すると、別のフィールド値を用いて加重平均で
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きます。 
 重みフィールド：値が大きいほど、このフィールドの平均値に対する影響が大きくなります。 

例えば、データセットの属性テーブルに、平均年収フィールドと人口フィールドの 2 つのフ

ィールドがあり、2 つの地域をユニオン処理し、2 つの地域の平均年収を計算するものとしま

す。1 つ目の地域の平均年収を 800 万円、2 つ目の地域の平均年収を 600 万円とすると、重

みフィールドを選択しない場合の計算結果は 700 万円となります。しかし、2 つの地域の人口

が異なる場合は、この計算は現実的ではありません。「重みフィールド」として人口フィールド

を選択し、1 つ目の地域の人口が 40 万人で、2 つ目の地域の人口が 50 万人であったとする

と、加重平均結果は約 689 万円となり、人口の多い 2 つ目の地域の平均年収が、加重平均

により大きく反映されます。 

適用範囲 

 編集可能なライン、ポリゴン、テキストデータセット、複合データセット。 

演算状況説明 

ポリゴンデータセットで 2 つ以上のオブジェクトを選択し、ユニオン計算を実行すると以下の 4 つ

の状況になります。 

操作データセット 演算結果 
オブジェクト演算するポリゴンの交差部分が点の場

合 

これらのポリゴンオブジェクトは 1 つの複合オブジ

ェクトにユニオンされる 

オブジェクト演算するポリゴンの交差部分が線の場

合 

これらのポリゴンオブジェクト間の境界は消失し、1

つの単一オブジェクトにユニオンされる 

オブジェクト演算するポリゴンの交差部分が面の場

合 

これらのポリゴンは 1 つの単一オブジェクトにユニ

オンされる 

オブジェクト演算するポリゴンが交差しない場合 これらのポリゴンは 1 つの複合オブジェクトにユニ

オンされる 

ラインデータセットで2つ以上のオブジェクトを選択し、ユニオン計算を実行すると以下の3つの状

況になります 

操作データセット 演算結果 
オブジェクト演算するラインが完全に

重複する場合 
1 つの単一オブジェクトにユニオンされる 

オブジェクト演算するライン間が部

分的に重複する場合 

SmID 大のオブジェクトの重複部分は保留され、他のオブジェク

トの重複部分が削除され、再度 1 つの複合オブジェクトにユニオン

される 

オブジェクト演算するライン間に重

複部分がない場合 
1 つの複合オブジェクトにユニオンされる 
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テキストデータセット中で2つ（あるいは複数）のオブジェクトを選択し、ユニオンを実行すると、1つ

の複合オブジェクトにユニオンされます。（注意：テキストオブジェクトユニオン後、新オブジェクトのテ

キストスタイルは元 SmID の 小のオブジェクトと同じです）。 

複合データセット中で、2 つ（あるいは複数）の同タイプのオブジェクト（ポイントオブジェクト以外）

を選択し、ユニオンを実行した状況は、ラインオブジェクト、ポリゴンオブジェクト、 テキストオブジェ

クトの対応するライン、ポリゴン、テキストデータセットの情况は基本的に同じです。ただし、新オブジ

ェクトのスタイルは元 SmID 小のオブジェクト（矩形選択で同時に選択したオブジェクト）とスタイル

が同じ、 あるいは 初に選択したオブジェクト（Shift キーを押して選択したオブジェクト）とスタイル

が同じで、異なるオブジェクトタイプ間ではユニオンできません。 

ユニオンで生成したオブジェクトが対応する属性レコードは属性テーブルの末尾に追加されます。

システムフィールドはシステムにより付与され、非システムフィールドは表示された“ユニオン処理の

属性設定”ダイアログで処理方法を選択して処理します（第 1 オブジェクト、すべて空、合計、平

均）。 

8.6.2 インターセクション（Intersect） 

機能 

2 つあるいは複数のポリゴンオブジェクトの非共有部分を削除して、共有部分を 1 つのポリゴンオ

ブジェクトを生成します。 

操作 

1. レイヤーが編集可能状態で、2 つあるいは複数のポリゴンオブジェクトを選択します。  

2. 以下のいずれかの操作を実行します。 

 メニューから“オブジェクト->計算->インターセクション” 

 オブジェクト計算ツールバーのインターセクションボタン をクリックします。 

 ショートカットキー“I” 

これで選択オブジェクトのインターセクション操作が実行できます。 

適用範囲 

 編集可能なポリゴンデータセット。 

演算状況説明 

ポリゴンデータセットで 2 つ（あるいは複数）のオブジェクトを選択し、インターセクションを実行する

と、以下の 2 つの情况があります。 

 オブジェクト演算するポリゴンの集合部分が Null ではない場合、インターセクション後、相
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互に重なり合う部分の単一オブジェクトが生成されます。 

 オブジェクト演算するポリゴンの交差が Null の場合、インターセクション後、すべての元オ

ブジェクトはみな削除され、新しいオブジェクトは生成されません。 

新オブジェクトの属性レコードは属性テーブルの末尾に追加されます。システムフィールドはシ

ステムにより付与され、非システムフィールドはインターセクションオブジェクト中の SmID 値が 小

のオブジェクトの属性が採用されます（矩形選択のオブジェクト）。あるいは、 初に選択したオブ

ジェクトの属性が保留されます（Shift キーを押しながら選択したオブジェクト）。 

8.6.3 反転差分（Symmetric difference） 

機能 

2 つのポリゴンオブジェクトの共通部分を削除し、その他部分を 1 つのオブジェクトに合併します。 

操作 

 1. レイヤーが編集可能状態で、2 つのポリゴンオブジェクトを選択します。  

2. 以下のいずれかの操作を実行します。 

 メニューから“オブジェクト->計算->反転差分” 

 オブジェクト計算ツールバーの反転差分ボタン をクリックします。 

これで選択オブジェクトの反転差分操作が実行できます。 

適用範囲 

 編集可能なポリゴンデータセットと複合データセット。 

演算状況説明 

2 つのポリゴンオブジェクトを選択して反転差分を実行すると、以下 5 つの状況があります。 

操作データセット 演算結果 
オブジェクト演算するポリゴンの交差部分が点の場

合 

これらのポリゴンオブジェクトは 1 つの複合オブジ

ェクトに合併される 

オブジェクト演算するポリゴンの交差部分が線の場

合 

これらのポリゴンオブジェクト間の境界は消失し、1

つの単一オブジェクトが生成される 

オブジェクト演算するポリゴンの交差部分が面の場

合 

これらの交差部分は削除され、1 つの複合オブジ

ェクトが生成される 

オブジェクト演算するポリゴンが完全に重なりあって

いる場合 

ポリゴンオブジェクトはすべて削除される 

オブジェクト演算するポリゴンが交差しない場合 1 つの複合オブジェクトが生成される。 
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インターセクション後の新オブジェクトの属性レコードは属性テーブルの末尾に追加されます。シ

ステムフィールドはシステムにより付与され、非システムフィールドはインターセクションオブジェクト

中の SmID 値が 小のオブジェクトの属性が採用されます（矩形選択のオブジェクト）。あるいは、

初に選択したオブジェクトの属性が保留されます（Shift キーを押しながら選択したオブジェクト）。 

8.6.4 イレース（Erase） 

機能 

消去オブジェクトで目標オブジェクト中の目標オブジェクトと消去オブジェクトの交差部分を削除し

ます。 

 

操作 

1.レイヤーが編集可能状態で、以下の操作のいづれかを実行します。 

1 つあるいは複数の消去されるオブジェクトを選択（つまり目標オブジェクト）。 

2 つあるいは複数のポリゴンオブジェクトを選択。 

2.以下のいずれかの操作を実行します。 

メニューの“オブジェクト->計算->消去” 

オブジェクト計算ツールバーの消去ボタン をクリックします。 

ショートカットキー“E”。 

解析レポートウィンドウに“消去するオブジェクトを選択してください。”と提示されます。 

3. 消去オブジェクト（消去オブジェクトはポリゴンオブジェクトのみ）を選択すると、直ちに目標

オブジェクトに対する消去操作が実行されます。 

 

適用範囲 

 編集可能なポリゴンデータセット。 

演算状況説明 

消去されるオブジェクトは複数が可能ですが、消去オブジェクトは 1 つのみです。消去後、消去

オブジェクトには変化はありません。 

 イレースを実行すると、以下の 3 つの状況があります。 
操作データセット 演算結果 

消去されるオブジェクトと消去オブジェクトが交

差して完全には重なっていない場合 

消去されるオブジェクトの交差部分は削除され、消去

オブジェクトと交差していない部分は新オブジェクトと

して生成される 
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消去されるオブジェクトと消去オブジェクトが完

全に重なっている場合 
消去されるオブジェクトは削除される 

オブジェクト演算するポリゴンの交差部分が点、

線あるいは交差していない場合 
消去されるオブジェクトには変化がない 

新オブジェクトの属性レコードは属性テーブルの末尾に追加されます。システムフィールドはシス

テムにより付与され、非システムフィールドは消去されるオブジェクトの対応する属性値となります。 

8.6.5 外部消去（EraseOutside） 

機能 

消去オブジェクトで目標オブジェクト中の目標オブジェクトと消去オブジェクトの交差しない部分を

削除します。 

操作 

1. レイヤーが編集状態で、以下のいずれかの操作を実行します。 

 1 つあるいは複数の消去されるオブジェクトを選択（つまり目標オブジェクト）。 

 同時に 2 つあるいは複数のポリゴンオブジェクトを選択。 

2. 以下のいずれかの操作を実行します。 

 メニューの“オブジェクト->計算->外部消去” 

 オブジェクト計算ツールバーの外部消去ボタン をクリックします。 

解析レポートウィンドウに“消去するオブジェクトを選択してください。”と提示されます。 

3. 消去オブジェクトを選択すると、目標オブジェクトに対する外部消去操作が実行されます。 

適用範囲 
 編集可能なポリゴンデータセット。 

演算状況説明 
  外部消去の処理と消去の処理は類似しています。外部消去後、消去オブジェクトには変化が

ありません。 

  外部消去を実行すると、以下の 3 つの状況があります。 
 

操作データセット 演算結果 

消去されるオブジェクトと消去オブジェクトが交

差してしかも完全に重なりあっていない場合 

消去されるオブジェクトの交差しない部分は削除さ

れ、消去オブジェクトと交差する部分は新しいオブジ

ェクトに生成される。 

消去されるオブジェクトと消去オブジェクトが完

全に重なっている場合 
消去されるオブジェクトは変化がない。 
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消去されるオブジェクトと消去オブジェクトが点、

線でのみ交差、あるいは交差していない場合 
消去されるオブジェクトは削除される。 

新オブジェクトの属性レコードは属性テーブルの末尾に追加されます。システムフィールドはシス

テムにより付与され、非システムフィールドは消去されるオブジェクトの対応する属性値となります。 

8.6.6 グループ化（Group） 

機能 

編集可能な複合データセット中の 2 つあるいは複数の任意のオブジェクトを 1 つの複合オブジェ

クトにグループ化します。 

操作 

1. レイヤーが編集可能状態で、2 つあるいは複数のオブジェクトを選択します。 

2. 以下のいずれかの操作を実行します。 

メニュー“オブジェクト->計算->グループ化” 

オブジェクト計算ツールバーのグループ化ボタン をクリックします。 

マップウィンドウで右クリックしてショートカットメニューの“グループ化” 

選択したオブジェクトのグループ化操作を実行します。 

適用範囲 

 編集可能な複合データセット。 

演算状況説明 

複合データセット編集可能な状態で、同類あるいは異なるタイプのオブジェクトをグループ化し

て 1 つの新しい複合オブジェクトを生成します。 

               

注：ポイント、ライン、ポリゴン、テキストがグループ化して複合オブジェクトになっています。 

図 8.27 グループ化 

属性レコードは属性テーブルの末尾に追加されます。システムフィールドはシステムにより付与さ

れ、非システムフィールドはグループ化オブジェクト中の SmID 値 小のオブジェクトの対応する属
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性値が保留されます。 

ユニオンとグループ化の区別 
（1）ユニオンはライン、ポリゴン、テキスト及び複合データセットに適用できますが、グループ化

は複合データセットのみです。 

（2）ユニオンは同一タイプのオブジェクトしか操作できませんが、グループ化異なるタイプのオ

ブジ ェクトに対して操作実行して複合オブジェクトを生成します。 

（3）ユニオンするオブジェクトは合併して単一オブジェクトあるいは複合オブジェクトになります

が、グループ化するオブジェクトはグループ化された 1 ブロックとして 1 つの複合オブジェクトを構

成し融合しません。 

（4）ユニオンが生成するのは 1 つの単一オブジェクトあるいは複合オブジェクトで、グループ化

が生成するのは複合オブジェクトです。 

（5）ユニオンポイントオブジェクトに対して実行できませんが、グループ化はポイントに対してオ

ブジェクト実行できます。 

（6）ユニオン演算時、非システムフィールドデータはユーザー選択による処理ができますが、グ

ループ化演算時は非システムフィールドはグループ化オブジェクト中 SmID 値 小のオブジェクト

対応する属性値を保留します。 

（7）ユニオンが生成するオブジェクトは空間情報を見ることができますが、グループ化オブジェ

クトは空間情報を見ることができません。  

8.6.7 グループ解除（Ungroup） 

機能 

1 つあるいは複数の複合オブジェクトあるいは複合オブジェクトを複数の単一オブジェクトに分解

します。 

操作 

1. レイヤーが編集可能状態で、1 つあるいは複数の複合オブジェクトあるいは複合オブジェクトを

選択します。 

2. 以下のいずれかの操作を実行します。 

 メニュー“オブジェクト->計算->グループ解除” 

 オブジェクト計算ツールバーのグループ解除ボタン をクリックします。 

 マップウィンドウで右クリックしてショートカットメニューの“グループ解除” 

選択したオブジェクトのグループ解除操作を実行します。 

適用範囲 



 

221 

 ライン、ポリゴン、テキスト、複合データセット。 

演算状況説明 

オブジェクト選択時、複合オブジェクトあるいは複合オブジェクトであれば可能です。 

 複合オブジェクトに対してグループ解除を実行して生成した複数の单一オブジェクトはみ

な単一オブジェクトです。 

 複合オブジェクトに対してグループ分解を実行して、複数の单一オブジェクトを生成する場

合で、生成した单一オブジェクト中にまだ複合オブジェクトがある場合、さらにこれに対して

分解を実行してすべてを単一オブジェクトとすることができます。 

属性レコードは属性テーブルの末尾に追加されます。システムフィールドはシステムにより付与

され、非システムフィールド元複合オブジェクトの対応する属性となります。 
注意：ドーナツポリゴンの場合も 1 つの複合オブジェクトあるいは複合オブジェクトです。これに

対してグループ分解操作を実行して得た新オブジェクト空間属性は、元のドーナツ生成に使った

ポリゴンオブジェクトと同じです。 

8.6.8 複合ドーナツポリゴン分解（Protected Ungroup） 

機能 

ドーナツポリゴンの各空洞部分を保留した状態でオブジェクト分解して、ポリゴンオブジェクトを形

成します。 

操作 

1. レイヤーが編集可能状態で、1 つあるいは複数の複合オブジェクトあるいは複合オブジェクトを

選択します。 

2. メニュー“オブジェクト->計算->複合ドーナツポリゴン分解” 

選択したオブジェクトのグループ解除操作を実行します。 

適用範囲 

 編集可能なポリゴンデータセット。 

演算状況説明 

オブジェクト選択時、ドーナツオブジェクトであれば可能です。 

分解後、新しい単独のドーナツオブジェクトを生成します。属性レコードは属性テーブルの末尾に

追加され、システムフィールドはシステムにより付与されます。非システムフィールドは元ドーナツポリ

ゴンオブジェクトの対応する属性となります。 

分解と複合ドーナツポリゴン分解の区別 
分解操作はドーナツポリゴンを大本の単一オブジェクトに分解しますが、複合ドーナツポリゴン
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分解はドーナツポリゴンを単独のオブジェクトに分解します。 

8.7 オブジェクトタイプ変換 

8.7.1 ラインをポリゴンへ 

機能 

ラインオブジェクトをポリゴンオブジェクトに変換します。 

操作 

1. ラインレイヤーが選択可能な状態で、1 つあるいは複数のラインオブジェクトを選択しま

す。 

2. 「オブジェクト」 -「タイプ変換」 -「ラインをポリゴンへ」を選択すると、、「データセットに保

存」ダイアログボックスが表示されます。 

3. 新規作成したポリゴンオブジェクトを保存するデータソースとデータセットを選択します。ま

たデータセットを新規作成し、編集ボックスにデータ名を入力して、生成したオブジェクトを

保存することも可能です。 

4. 「OK」をクリックし、操作を完了します。 

注意事項 

 1 つのラインオブジェクトから 1 つのポリゴンオブジェクトを生成し、グループラインオブジェ

クトからグループポリゴンオブジェクトを生成します。 

 閉じていないラインオブジェクトを変換する場合、ラインオブジェクトの起点と終点をつなげ、

ポリゴンオブジェクトを構成します。 

 
図 8.28 閉じていないラインオブジェクトの変換 

8.7.2 ポリゴンをラインへ 

機能 

ポリゴンオブジェクトをラインオブジェクトに変換します。 

操作 
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1. ポリゴンデータセットが選択可能な状態で、マップウィンドウで 1 つまたは複数のポリゴンオ

ブジェクトを選択します。 

2. 「オブジェクト」 -「タイプ変換」 -「ポリゴンをラインへ」を選択すると、「データセットに保存」

ダイアログボックスが表示されます。 

3. 新規作成したポイントオブジェクトを保存するデータソースとデータセットを選択します。ま

たデータセットを新規作成し、編集ボックスにデータ名を入力して、生成したオブジェクトを

保存することも可能です。 

注意事項 

  1 つのポリゴンオブジェクトから 1 つのラインオブジェクトを生成し、グループポリゴンオブジ

ェクトからグループラインオブジェクトを生成します。 

 
図 8.29 ポリゴンオブジェクトからラインオブジェクトへの変換 

8.7.3 ラインをポイントへ 

機能 

ラインオブジェクトの頂点をポイントオブジェクトに変換します。 

操作 

1. ラインレイヤーが選択可能な状態で、ラインオブジェクトを 1 つまたは複数選択します。 
2. 「オブジェクト]-「タイプ変換」-「ラインをポイントへ」を選択すると、「データセットに保存」ダ

イアログボックスが表示されます。 
以降の操作は 8.7.1ラインをポリゴンへと同様です。 

8.8 分割 

8.8.1 ライン分割 

機能 

臨時ラインでポリゴンオブジェクトあるいはラインオブジェクトを分割します。 

操作 
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1. ポリゴンレイヤー(ラインレイヤー)を編集可能な状態にし、1 つあるいは複数のポリゴンオブ

ジェクト(ラインオブジェクト)を選択します。 

2. 「オブジェクト」-「分割」-「ライン分割」を選択します。 

3. ラインを描き分割ツールとします。 

4. 右クリックし、分割を完了します。 

元の分割されたオブジェクトは削除され、分割後に生成されたオブジェクトレコードは属性テーブ

ルの末尾に追加されます。非システム属性フィールド値は、元のオブジェクトの非システム属性フィ

ールド値を保持します。 

その他の操作方法 

 オブジェクト編集ツールバーの「ポリゴンでオブジェクトを分割」 をクリックします。 

8.8.2 ポリゴンでオブジェクトを分割 

機能 

描いたポリゴンの境界線を境に、ポリゴンオブジェクトもしくはラインオブジェクトを 2 つに分割しま

す。 

操作 

1. ポリゴンレイヤーまたはラインレイヤーを編集可能な状態とし、分割するポリゴンオブジェク

トまたはラインオブジェクトを 1 つもしくは複数選択します。 

2. 「オブジェクト」-「分割」-「ポリゴンでオブジェクトを分割」 を選択します。 

3. 分割するポリゴンオブジェクトまたはラインオブジェクトと重なるようにポリゴンを描きます。 

4. 後に右クリックすると、描いたポリゴンを境界線として、ポリゴンオブジェクトまたはライン

オブジェクトが 2 つに分割されます。 

元のオブジェクトは削除されます。分割により生成されたオブジェクトの属性レコードは、テーブ

ルの末尾に追加されます。非システム属性フィールド値は、元のオブジェクトの非システム属性フ

ィールド値を保持します。 

その他の操作方法 

 「オブジェクト編集」ツールバーの「ポリゴンで分割」ボタン をクリックします。 

8.8.3 選択したオブジェクトを他のオブジェクトで分割 

機能 
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編集可能なレイヤー上で、既存のオブジェクトを境界線として、ポリゴンオブジェクトまたはライン

オブジェクトを分割します。 

操作 

1. ポリゴンデータセットレイヤーまたはラインデータセットレイヤーを編集可能な状態とし、分

割されるオブジェクトを選択します。 

2. 「オブジェクト」-「分割」-「選択したオブジェクトを他のオブジェクトで分割」 を選択します。 

3. 解析レポートウィンドウに、「分割オブジェクトを選択」と表示され、分割（する）オブジェクト

を選択すると、それを境界線として、オブジェクトが分割されます。 

元のオブジェクトは削除され、分割により生成したオブジェクトの属性レコードは、テーブルの末尾

に追加されます。非システム属性フィールド値は、元のオブジェクトの非システム属性フィールド値を

保持します。 

 
 

 

分割されるオブジェクト 分割オブジェクト 分割処理後 

図 8.30 選択したオブジェクトを他のオブジェクトで分割 

注意事項 

 分割されるオブジェクトを含むレイヤーが編集可能な状態で実行してください。 

 分割されるオブジェクトと分割するオブジェクトが重なっていない場合は分割できません。 

  オブジェクトの分割操作は、ポリゴンオブジェクトがポリゴンオブジェクトを分割する場合の

み実行可能です。 

8.9 スマートスナップ 

8.9.1 スナップのタイプ 

SuperMap GIS デスクトップ製品では、スマートスナップ機能をサポートしています。マップウィンド

ウにポイントやラインなどのオブジェクトを追加する際、スマートスナップ機能を使うと、合わせたいポ

イントやラインの上でマウスポインタの表示が変わり、そのポイントやラインの上に追加（スナップ）で

きるので、簡単かつ正確に作業を行えます。 スマートスナップには下の表のように多数のタイプが
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あり、タイプごとに、必要に応じてスナップを行うか否か、またスナップタイプの優先順位を設定でき

ます。スマートスナップ機能の設定は、スナップ設定ツールバーを使用するか、メニューバーから「マ

ップ」 - 「スナップ設定」を選択して行います。表 8.3 で、SuperMap がサポートするスナップのタイプ

について、図例で説明します 

表 8.3 スナップ機能 

オブジ

ェクト 
説明 

スナップツールバーのボ

タン 
図例 

ポイントをポイントまたはライン

の端点にスナップする 

ポイント/端点にス

ナップ 

 

 
ポイントを頂点にスナップする 頂点にスナップ 

 
ポイントをライン上にスナップ

する 

ライン上にスナッ

プ 

 

ポイン

ト 

ポイントをラインの中点にスナ

ップする 

中点にスナップ 
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ポイントをラインの延長線上に

スナップする 

延長線上にスナ

ップ 

 
ポイントをポイントに水平また

は垂直にスナップする 

ポイントから水平/

垂直にスナップ  

 

 
他のラインに設定された角度

でスナップする 

固定角度にスナ

ップ 

 
ラインを水平または垂直にス

ナップする 

ラインを水平/垂

直にスナップ 

 

ライン 

ラインがポイントまたは頂点に

交差するようにスナップする 

交差でスナップ 
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他のラインと垂直にスナップ

する 

ラインに垂直に

スナップ 

 
他のラインと平行にスナップ

する 

ラインに平行に

スナップ 

 
設定した長さにスナップする 固定サイズスナ

ップ 

 

8.9.2 スナップの優先度 

あるマウスの位置が数種のスナップタイプに適応する場合、どのスナップタイプが優先して作用す

るかについての説明します。スナップタイプはリスト中に並んでいる順で優先度が決まります。リスト

中で上にあるスナップタイプは下のタイプに優先します（図 8.31）。 

 
図 8.31 スナップの優先度 
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上の図中で、マウスの位置が同時に 2 種類のスナップタイプに適応状態にあり、左の図では「頂

点にスナップ」の優先度が高いです。右の図では「ライン上にスナップ」が優先するため、ライン上に

スナップします。 

8.9.3 スナップ設定 

機能 

スナップの設定を行います。 

操作 

1. 「マップ」 - 「スナップ設定」 を選択すると、「スナップ設定」 ダイアログボックスが表示さ

れます（図 8.32）。 

2. 「関係」タブでスナップの種類とその優先順位を設定できます。 

3. 必要に応じ、「設定」 タグで、カーソルのスナップ領域、カラーなどを設定します。 

4. 「OK」 をクリックし、設定を完了します。 

  
図 8.32 スナップ設定ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 カーソルスナップ領域（選択範囲：3～12，単位：ピクセル、デフォルト値：5）：スナップの許

容値を表示、設定します。ポインタとオブジェクトの間の距離が、表示された値以下であれ

ば、オブジェクトにスナップされます。ポインタの周りの青い丸はカーソルの指している位

置の設定によって変わります。 

 無視するライン長（選択範囲：6～120，単位：ピクセル、デフォルト値：50）：スナップされる

ラインの 小の長さを表示、設定します。ラインオブジェクトが表示された長さより短い場合、
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そのラインにはスナップされません。 

 固定角度（選択範囲：30～150，単位；度、デフォルト値：90）：スナップタイプ「他のライン

に設定された角度でスナップ」の角度を表示、設定します。追加するラインが既存のライン

と設定された角度になった場合、ポインタがスナップのアイコンに変わります。 
 固定長さ（単位：マップ座標単位と同じ、デフォルト値：1000）：スナップタイプ「設定した長

さにスナップ」の長さを指定します。追加するラインが設定した長さとなった場合、ポインタ

がスナップのアイコンに変わります。 
 大オブジェクト数：開いているマップの各レイヤーに追加できる 大のオブジェクト数を

表示、設定します。 
 スナップラインカラー：スナップラインのカラーを選択します。デフォルトカラーは赤です。

カラーを変更するには、編集ボックスをクリックし、表示された「色の設定」ダイアログボック

スでカラーを選択します。 
 スナップポイントカラー：スナップポイントのカラーを選択します。デフォルトカラーは青で

す。カラーを変更するには、編集ボックスをクリックし、表示された「色の設定」ダイアログボ

ックスでカラーを選択します。 
 ラインのスナップ地点にノードを追加：チェックボックスにチェックを入れると、ラインのスナ

ップ地点にノードを追加します。 

その他の操作方法 

 「スナップ設定」ツールバーの「スナップ設定」ボタン をクリックします。 

注意事項 

 スナップ有効時には、マップウィンドウ上にシンボルが表示されます。「カーソルスナップ領

域」は、オブジェクトの回りの領域で、このシンボルが表示される半径を示します。単位は

mm です。 

8.10 ラスタのベクタ化オートトレース 

SuperMap GIS デスクトップ製品のラスタのベクタ化オートトレース機能には 2 種類の方法がありま

す。半自動トレースのベクタ化と全自動トレースのベクタ化です。半自動トレースのベクタ化は、手動

でラスタデータ上でラインを指定してベクタ化するものです。指定したラインに対してシステムが自動

処理して条件に合う箇所をベクタ化します。ユーザーが 1 つ 1 つの地図要素を確認しながらベクタを

実行していきます。等高線、水系図、道路図などライン要素が多い地図に対して適しています。半

自動トレースの機能には、「オートトレース設定」、「オートトレースライン」、「ロールバック」、「オートト

レースポリゴン」の 4 つがあります。 
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8.10.1 オートトレース設定 

機能 
トレースの実行前または処理中に、トレースパラメータを設定します。トレース設定の前に、インポ

ートするラスタデータセット、ラインデータセット、あるいは複合データセットを 1 つのマップウィンドウ

に追加し、ラインレイヤー(あるいはポリゴンレーヤー、複合レイヤー)を編集可能状態にすると、トレ

ース設定ボタンがアクティブになります。 

操作 

1. 「オブジェクト」-「オートトレース」 -「オートトレース設定」 を選択すると、「オートトレースパ

ラメータ」ダイアログボックスが表示されます。  

 
図 8.33 オートトレースパラメータダイアログボックス 

2. ベクタ化するベースマップのラスタレイヤーを選択し、各種パラメータを設定します。  

3. 「OK」 をクリックし､パラメータの設定を完了します。 

設定を完了すると、現在編集可能なレイヤーがラインレイヤーの場合、 「オートトレース」メニュ

ーがアクティブになります。現在編集可能なレイヤーがポリゴンレイヤーの場合、 「オートトレース

ポリゴン」メニューがアクティブになります。 

ダイアログボックスについて 

 ラスタデータのパラメータ：マップウィンドウ中のベクタ化したいラスタレイヤーを選択します。

現在は Image タイプのみサポートしています。 
 カラートレランス（選択範囲：0～255）：ラスタ画像カラーの類似レベル。RGB カラーの誤

差は、このトレランス値の範囲内となります。 
 スムーズネス値（選択範囲：0～50）：ジグザグをフィルタリングした後、ポリラインの各 2 ポ

イント間に挿入するポイントの数。この値が大きいほど､ラインはより滑らかになります。 
 フィルタ（選択範囲：≥0）：ジグザグのフィルタリングパラメータ。パラメータの値が大きいほ
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ど削除するポイントは多くなります。 
 ラスタの背景色：ラスタ画像のベースカラーを指定します。デフォルトは白です。ベクタ化ト

レースプロセスでは、ラスタ画像のベースカラーはトレースしません。 
 オートパン：チェックボックスにチェックを入れて選択すると、自動スクロールします。チェッ

クを入れない状態では手動スクロールとなります。デフォルトでは選択に設定してありま

す。 

その他の操作方法 

 「オートトレース」ツールバーの「オートトレース設定」ボタン をクリックします。 

注意事項 

 ベクタ化オートトレースの前に、他の画像処理ソフトウェア（Photoshop 等）を用いて、ラスタ

画像の前処理（分類、ノイズ除去、調整など）を行うことをお薦めします。ラスタ画像のコント

ラストやその他の質を上げることで、トレース時に画像を識別しやすくなり、ベクタ化の効率

が上がります。 

8.10.2 オートトレース 

機能 
ラスタ画像データに描かれたラインをオートトレースします。 

操作 

1. 「オブジェクト」-「ラスタのベクタ化」-「オートトレース」を選択すると、ラスタをベクタ化する

半自動トレースを実行できます。 

2. オートトレースするラスタ画像データに描かれたライン上にポインタを移動し、クリックすると

オートトレースを開始します。ラインに沿ってオートトレースを実行します。 

3. ラインが途切れたり、分岐した地点で、オートトレースは一時的に停止します。このような場

合、マウスの操作で途切れた地点や分岐した地点を越え、ダブルクリックするとオートトレ

ースは継続します。このようなラインが多く、トレースが難しい場合には、左クリックで直接ラ

インをなぞることもできます。 

4. ラインの終点に到達後右クリックすると、逆方向にオートトレースを実行し、始点にたどり着

くまでステップ 2.と 3.を繰り返します。この時もう一度右クリックをすると、オートトレースを終

了します。また、ダブルクリックでもオートトレースを終了できます。ラスタ曲線が閉じている

場合、一周して閉じたラインを生成し、自動的に終了します。 

その他の操作方法 

 「オートトレース」ツールバーの「オートトレース」ボタンをクリックします。 
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注意事項 

 ラスタ画像の画質により、オートトレースを思い通りに実行できない場合があります。このよ

うな場合、「ロールバック」ボタンをクリックすると、部分的にロールバックできます。左クリッ

クしてロールバック部分を決定し、右クリックして、ベクタトレース状態を継続します。 

 ラスタ画像を拡大または縮小し、オートトレースしやすい表示サイズに調整できます。右ク

リックすると、ベクタトレース状態に戻ります。 

表 8.4 オートトレースの各種マウス操作 

マウス操作 作用 
左クリック 1、ベクタトレースを開始。閉じた曲線は直接生成 

2、トレースを開始している場合、手動でライン作成 

右クリック 1、クリック 1 回目で、逆方向にオートトレースを実行(1 回のみ) 

2、クリック２回目で、半自動トレース終了 

3、画面移動あるいはズームの状況で、トレース状態に戻る 

左ダブルク

リック 
トレースが実行中の状態で半自動トレース継続 

右ダブルク

リック 
半自動トレースのベクタ化終了 

8.10.3 ロールバック 

オートトレースがスタートすると、トレースの「ロールバック」（後戻り）ボタンがアクティブになります。

例えば、間違った方向に自動トレースした場合、「ロールバック」ボタンを選択します。マウスポインタ

を修正したい位置まで戻し､マウスを左クリックするとロールバックが完了します。マウスを右クリックす

るとロールバックをキャンセルできます。オートトレースが終了すると、トレースの「ロールバック」ボタ

ンも非アクティブになります。 

「U」状の画像ラインでロールバックする時、希望する位置にロールバックできないことがあります。

曲がり角では先にマウスを左クリックしてから､トレースの「ロールバック」ボタンを選択し、カーソルを

移動してロールバック操作を実行することをお勧めします。 

8.10.4 オートトレースポリゴン 

機能 

ラスタ画像に描かれたポリゴンをオートトレースします。 
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操作 

1. 「オブジェクト」 - 「ラスタのベクタ化」 -「オートトレースポリゴン」を選択すると、ラスタをベ

クタ化する半自動トレースを実行できます。 

2. ポインタをオートトレースするラスタ画像上に移動し、クリックするとオートトレースを開始し

ます。指定したポイントが含むポリゴンをオートトレースします。 

その他の操作方法 

 「オートトレース」ツールバーの「オートトレースポリゴン」ボタン をクリックします。 
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第9章 属性テーブル 

9.1 属性テーブルと属性ウィンドウ 

GIS のデータは、地物の位置、形状、境界を識別する空間データと、それ以外の情報（識別番号、

長さ、幅、名称など）を識別する属性データで構成されています。従って、属性データは GIS になく

てはならないデータです。SuperMap GIS デスクトップ製品では、1 つのデータソースには、SDB と

SDD の 2 つのファイルが含まれており、SDB ファイルには空間データが保存され、SDD ファイルには

属性データが保存されています。SDD ファイルは、実際は Access データベースであり、データセット

の持つ属性テーブルが保存されています。1 つのデータセットに対応する属性テーブルは 1 つであ

り､データセットのそれぞれのオブジェクトは、識別フィールド SmID により､属性テーブルの 1 つのレ

コードと接続されています。 

属性テーブルには、データセットのタイプにより､表 9.1 のようにデフォルトで与えられるデフォルト

フィールドがあります。デフォルトフィールドの中には、システムが直接値を与えるシステムフィールド

があります。システムフィールドは編集できません。デフォルトで、値が薄い色の文字で表示されてい

るフィールドがシステムフィールドです。(注：表 9.1 で、*記号のついている属性フィールドがシステム

フィールドです。) 

表 9.1SDB データソースの各種データセットシステムフィールドリスト 

データセットタイプ システムフィールド 
ポイントデータセット *SMID、SMUSERID 
ラインデータセット *SMID、SMUSERID、*SMLENGTH、*SMTOPOERROR 

ポリゴンデータセット *SMID、SMUSERID、*SMAREA、*SMPERIMETER 
テキストデータセット *SMID、SMUSERID 

複合データセット *SMID、SMUSERID 
ネットワークデータセット——サ

ブラインデータセット 
*SMID、SMUSERID、*SMFNODE、*SMTNODE、

SMRESISTANCEA、SMRESISTANCEB、*SMLENGTH、

*SMTOPOERROR、元のラインデータセット_SMID、元のラインデー

タセット_SMUSERID、元のラインデータセット_SMTOPOERROR 
ネットワークデータセット——サ

ブポイントデータセット 
*SMID、SMUSERID 

属性ウィンドウは、表形式で属性テーブル（またはデータベース）を表示するウィンドウです。画面
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の大部分を示すワークエリアに表示されます。ワークスペースにデータソースがない状態では開けま

せん。また、1 つの属性ウィンドウでは 1 つの属性テーブルしか表示できません。属性ウィンドウを開

くと、メニューバーに「レコード」メニューが表示され、レコード検索、ソート、属性テーブルのスタイル

設定などを実行できます。図 9.1 は属性ウィンドウを開いた状態です。 

 
図 9.1 属性ウィンドウ 

9.2 属性テーブルを開く 

SuperMap GIS デスクトップ製品では、複数の操作方法により属性テーブル（属性ウィンドウ）を開

いて表示できます。マップウィンドウから表示できるだけでなく、データセット（ワークスペースウィンド

ウ）からでも表示できます  

1 マップウィンドウから属性テーブルを表示 
現在開いているマップウィンドウの任意のレイヤー（データセット）の属性テーブルを表示させるこ

とができます。属性テーブル中の各レコードはレイヤーの各オブジェクトと対応しています。 

操作方法（その 1）： 
（1）マップウィンドウで、属性データを表示したいオブジェクトを選択します。 
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（2）マップ操作ツールバーの 「オブジェクトの属性」ボタンをクリックします。 

この操作方法では、選択したオブジェクトのみの属性テーブルを表示します。オブジェクトを一つ

だけ選択した場合は、このオブジェクトの属性情報を表示します。オブジェクトの選択は、マップ操作

ツールバーの「選択」ボタンを使って行います。マップに複数のレイヤーがある場合は、「選択可能」

状態のレイヤーのうち、一番上のレイヤー上のオブジェクトが選択されます。 

操作方法（その 2）： 
（1）凡例ウィンドウで、属性データを表示したいレイヤー名を選択し、右クリックします。 

（2）表示されたショートカットメニューで「属性データの表示」を選択します。 

操作方法（その 3）： 
（1）マップウィンドウで、属性データを表示したいオブジェクトを選択し、右クリックします。 

（2）表示されたショートカットメニューで「属性情報」を選択すると、選択したオブジェクトのみの

属性テーブルを表示します。 

他に、SQL クエリ、空間クエリで結果を表示すると、新しい属性ウィンドウが開き、属性テーブル

の形で表示されます。 

マップウィンドウから属性テーブルを表示し、レコードを 1 つ選択すると、これと対応するオブジ

ェクトがマップウィンドウの中央に表示されます。また、マップウィンドウ上で、属性テーブル上にあ

るオブジェクトを選択すると、これと対応するレコードが属性テーブルに表示されます。 

2 データセットから属性テーブルを表示 
マップウィンドウを開かなくても、現在開いているワークスペースから、任意のデータセットの属

性テーブルを表示できます。 

操作 
1. ワークスペースウィンドウ（またはワークスペースマネージャ）で、属性データを表示したい

データセット名を選択し、右クリックします。 

2. 表示されたショートカットメニューで「属性データの表示」を選択します。 

属性テーブルをデータセットから表示した場合は、レコードを選択しても、これと対応するオブ

ジェクトがマップウィンドウの中央に表示されることはありません。 

9.3 属性テーブルの操作 

9.3.1 属性テーブルのフォーマット設定 

SuperMap GIS デスクトップ製品では、属性テーブルのカラーを設定できます。属性テーブルの

「編集不可能の範囲」（システムフィールド等）の文字色や背景色を変更したい場合、メニューバー
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から「レコード」－「属性テーブルスタイルの設定」－「カラー」を選択し、「テーブルカラーの設定」ダ

イアログボックスで設定できます。このダイアログボックスで、属性ウィンドウの背景色、編集可能な範

囲の文字色と背景色、編集不可能な範囲の文字色と背景色を設定できます。 

列の非表示や幅の設定は、「レコード」-「属性テーブルフォーマット」-「列設定」で表示された「列

設定」ダイアログボックスで設定することができます。 

9.3.2 属性レコードの表示と検索 

属性テーブルを表示している時、属性操作ツールバーの「先頭のレコード」、「前のレコード」、「次

のレコード」、「末尾のレコード」の 4 つのボタンを使うと、これらのレコードを高速で検索できます。ま

た、属性テーブルのレコード番号やフィールド値が分かっている場合、属性操作ツールバーの「レコ

ード検索」ボタンを使うと、レコードを直接探せます。一般に、GIS データの属性テーブルは、レコー

ドの数、フィールドの数ともに非常に多いので、SuperMap GIS デスクトップ製品では、属性ウィンドウ

で使用するショートカットキーを提供しています。これにより指定したレコードやフィールドを高速で

表示できます。 

表 9.2 属性テーブルのショートカットキーリスト 

ショートカット

キー 
用途 

Home 選択されているレコードの先頭のフィールドへ移動 

End 選択されているレコードの末尾のフィールドへ移動 

Ctrl+Home 属性テーブルの先頭のレコードの先頭のフィールドへ移動 

Ctrl+End 属性テーブルの末尾のレコードの末尾のフィールドへ移動 

Page Up 
前のページの同じフィールドのレコードへ移動 （各ページのレコード数はウィンドウの

サイズによって異なります） 

Page Down 
次のページの同じフィールドのレコードへ移動 （各ページのレコード数はウィンドウの

サイズによって異なります） 

↑ 1 つ上のセルに移動 

↓ 1 つ下のセルに移動 

← 1 つ左のセルに移動 

→ 1 つ右のセルに移動 
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9.3.3 属性データの編集 

属性データを編集する際、次の 2 点に注意が必要です。 

 システムフィールド（システムが値を与えるフィールド）の属性データは編集できません。

「システムフィールド」については 9.1属性テーブルと属性ウィンドウを参照してください。 
 また、フィールドタイプとフィールドサイズに注意が必要です。例えばテキストフィールドに

属性データを入力する場合、フィールドサイズが 40 バイトに設定されている状態では、40

バイトを超えて入力した属性データは保存されません。 

9.4 属性テーブルの修正 

属性テーブルの操作は、新規追加、フィールド削除の他、フィールド修正の機能もありますが、現

在はフィールド名とフィールドタイプの修正(テキストタイプのフィールドに関してはその長さも可能)の

みが可能です。 

ワークスペースでデータセットを 1 つ選択した後、右クリックして表示されたショートカットメニューか

ら「属性」を選択すると、「属性」ダイアログボックスが表示されます。「属性テーブルの構成」タブで、

属性フィールドの追加や削除を実行できます。 

 

図 9.2 属性ダイアログボックス 
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 フィールドリスト：フィールドリストは、「属性テーブルの構成」タブに、属性テーブルの全フ

ィールドの情報を列挙したものです。 
 順番：デフォルトのフィールドの番号。 
 フィールド名：新たに追加したフィールドに名称を設定します。 ※フィールド名の命名規

則（1）ローマ字の他に、漢字、かな文字、数字、アンダーバーを使用できます。ただし、数

字、アンダーバー、「sm」で始めることはできません。（2）長さは 0 にできず、また 30 バイト

を超過できません。（3）無効な文字・記号（ローマ字、数字、かな文字、漢字、アンダーバ

ー以外の全ての字）は使用できません。（4）データベースの予約語は使用できません。 
 識別名：入力しなくても構いません（その場合フィールド名と同じ名称になります）。フィー

ルド名と異なる識別名が入力されている場合、属性テーブル 上段には、この識別名がフ

ィールドの名称として表示されます。 
 フィールド型：目的や用途に応じて、11 種類のフィールド型をサポートしています。表 9.3

を参照してください。 
 フィールドサイズ：テキストタイプのフィールドでサイズを設定できる以外は、フィールド型な

どにより、システムからデフォルトで与えられます。 
 デフォルト値：新たに追加するフィールドにデフォルト値を与えることができます。デフォル

ト値を与えたフィールドを新たに追加すると、それ以降に追加されたオブジェクトの新しい

フィールドには、与えられたデフォルト値が入力されています。  
 必須：入力必須フィールドかどうかを設定します。デフォルトで「キャンセル」と表示されて

いるセルで「OK」を選択した場合は、フィールドを Null にできず、必ず数値が入力されま

す。デフォルト値を空欄にしたままフィールドを追加すると、デフォルト値は 0 に設定されま

す。  
 新規：「新規」をクリックすると、フィールドリストの下側の表がアクティブになり、新しく追加

するフィールド名、フィールドの型、サイズ、デフォルト値などのフィールド情報を入力でき

ます。入力後「OK」をクリックすると、設定したフィールド情報の新しいフィールドを追加で

きます。 
 削除：フィールドリストから削除したいフィールドを選択し、「削除」をクリックします。システ

ムフィールド（名称の前に*記号のついているフィールド）は削除できません。 
 修正：リストボックス中で修正したいフィールドを選択して、「修正」ボタンをクリックすると「識

別名」列でフィールドの識別名を修正することができます。修正可能なのは、フィールド識

別名とフィールド型の修正です（テキスト型はフィールド長も可能）。 
 削除警告を表示：チェックマークを入れると、フィールドを削除する際に、警告を表示しま

す。 
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表 9.3 フィールド型リスト 

フィールド型 用途 フィールドサイズ フィールド値範囲 

ブール型 ブール型データ 1 バイト 
True/false、Yes/no、0/非 0
整数（大文字・小文字を無

視） 
整数型 2 バイト整数 2 バイト -32768～32767 

長整数型 4 バイト整数 4 バイト 
-2147483648 ～

2147483647 

単精度型 
4 バイトフローティング

数 
4 バイト 

-3.4E+38～3.4+38，7 桁小

数 

倍精度型 
8 バイトフローティング

数 
8 バイト 

-1.797E+308 ～

1.797E+308，15 桁小数 

テキスト型 

テキストまたはテキス

トと数字の組み合わ

せ。または、電話番号

のように計算の必要の

ない数字。テキストフィ

ールドの未使用部分

の保留スペースとはな

りません。 

<=255 バイト —— 

日付型 期日 8 バイト 
入力書式 1：2004/01/01 
入力書式 2：2004-01-01 

メモ型 
ロングテキストまたは

テキストと数字の組み

合わせ 

多で 65,535 バイト（データ

ソースがデータベースタイプ

で、またテキストと数字「非 2 進

法データ」のみがこの中に保存

されている場合、メモフィールド

のサイズはデータベースサイズ

の制限を受けます） 

—— 

注：既に開いているデータセットに、フィールドの追加や削除を行う時、データセットを自動的に閉じて

から追加や削除を行います。元のデータが壊れる心配はありません。 
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9.5 属性テーブルの保存 

SuperMap GIS デスクトップ製品では、現在属性ウィンドウで開いている属性データの全部あるい

は一部を、属性テーブルの形式で新しいデータセットに保存できます。属性テーブルの開き方は

9.2属性テーブルを開くで紹介していますが、開いた属性テーブルを保存するには、次の 3 種類の

方法があります： 
1 データセットに保存 

操作 
1. 「レコード」 - 「データセットに保存」を選択すると、「データセットに保存」ダイアログボック

スが表示されます。 

2. ダイアログボックスから保存する属性フィールドを選択し、「OK」をクリックします。 

この方法で保存した場合、属性データだけでなく、対応する空間データも含んだデータセットと

して保存されます。 

その他の操作方法 
 属性ウィンドウで右クリックし、表示されたショートカットメニューから「データセットに保存」を

選択します。 

2 属性テーブルに保存 
操作 
1. 「レコード」-「属性テーブルに保存」を選択すると、「属性テーブルに保存」ダイアログボッ

クスが表示されます。 

2. ダイアログボックスから保存する属性フィールドを選択し、「OK」をクリックします。 

この方法で保存した場合、保存されるのは選択した属性データだけです。 
その他の操作方法 

 属性ウィンドウで右クリックし、表示されたショートカットメニューから「属性テーブルに保存」

を選択します。 

図 9.3 は、「データセットに保存」のダイアログボックスで、保存するデータセット名を"POPU"と

入力し、「フィールド」表で、JISCODE、NAME、POPU の 3 つのフィールドを選択して保存していま

す。図 9.4 は、保存したデータセット POPU の属性テーブルです。この属性テーブルには、デフォ

ルトフィールド以外は JISCODE、NAME、POPU の 3 つのフィールドしかありません。 
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図 9.3 データセットに保存ダイアログボックス 図 9.4 結果属性テーブルデータセット 

 
3 EXCEL ファイルに保存 
操作 
1. 「レコード」-「EXCEL ファイルに保存」を選択すると、「EXCEL ファイルに保存」ダイアログ

ボックスが表示されます（図 9.5）。  

2. EXCEL ファイル名と保存パスを入力します。保存するフィールド名を選択します。  

3. 「OK」をクリックし、保存を完了します。  

現在の属性テーブルのすべてのレコード、また一部のフィールドを選択して EXCEL ファイルに

保存することができます。 

 
図 9.5 EXCEL ファイルに保存ダイアログボックス 
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第10章 クエリと統計 

10.1 SQL クエリ 

SQL クエリは、標準の SQL クエリ言語を用いて条件を指定し、この条件を満たすオブジェクトと属

性レコードを検索します。SQL クエリ言語には Select（表示するフィールド）、From（属性テーブル）、

Where（条件）、OR（条件）、AND（条件）などがあり、これらを組み合わせてより複雑な条件を設定で

きます。SuperMap GIS デスクトップ製品では、インタラクティブなインターフェースを提供しており、 

フィールド名やクエリ条件などを選択、入力するだけで Select 文を作成でき、Select 文を全て手入力

する必要はありません。以下の図は SQL クエリダイアログボックスです。 Select 文の内容やクエリ条

件を選択、入力すると、SQL クエリ言語に変換し､条件を満たすオブジェクトと属性テーブルを取得

できます。例えば、「人口 200 万以上の県は？」、「面積 100 平方キロメートル以上の湖は？」、「ある

区域で 6 階以下の建築物は？」などの条件で検索できます。 

 

図 10.1 マップ SQL クエリダイアログボックス 

メニューバーから「クエリ」－「SQL クエリ」を選択すると、「SQL クエリ」ダイアログボックスが表示さ
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れます。SQL クエリを行うには、次の作業を行います。 

ステップ 1、クエリするデータセットを選択：「クエリするデータ」リストボックスから、クエリしたいデー

タセットをクリックし、選択します。  
ステップ 2、表示するフィールド名を指定：クエリするデータセットを選択すると、「フィールド情報」

リストボックスに、このデータセットに含まれる全てのフィールドが表示されます。フィールド名にカー

ソルが表示されている状態で、クエリ結果に表示したいフィールドを選択します。全てのフィールドを

表示したい場合は、「フィールド名」ボックスの「*」を選択するか、直接入力します。  
ステップ 3、クエリ条件式を作成：SQL クエリで も重要なクエリ条件式を作成します。クエリ条件

式を作成するには、「クエリ条件」ボックスに、任意の属性フィールド、演算子などを選択、入力しま

す 
注：クエリ条件式の作成には、選択したデータセットのフィールド以外に、関連するデータセットの

フィールド情報も使用できます。「フィールド情報」リストボックスの「Related」を選択すると、「データセ

ットの関連付け」ダイアログボックスが表示され、ここで関連するデータセットのフィールドを設定でき

ます。詳しくは 10.1.3データセットの関連付けを参照してください。設定完了後「OK」をクリックすると、

「フィールド情報」リストボックスに関連するデータセットの設定したフィールドも追加され、選択して使

用できます。 

10.1.1 結果に関する統計計算 

SQL クエリ以外に、クエリ条件を満たすクエリ結果について、統計や計算などの操作を実行できま

す。 

派生フィールドを計算 

SQLクエリは、クエリレイヤーの既存の1つまたは複数のフィールドに基づき、1つまたは複数の

臨時フィールドの派生情報を計算します。例えば、データセットに 2 つのフィールド Pop_1990 と

Pop_2000（各県の 1990 年と 2000 年の総人口を表す）があり、SQL クエリで人口増加率のフィール

ドを取得し、各県の 1990 年から 2000 までの人口増加率を表示するものとします。この時、「フィー

ルド名」エディットボックスにフィールド式を入力します。これには以下の形式があります。 

（Pop2000-Pop_1990）/ Pop_1990 

システムはクエリ結果属性テーブルに、この臨時フィールドをリストアップします。他に必要に基

づき臨時フィールド式に別名を付けることができます。オリジナルフィールド式の後にスペースを

入れ、「as」と別名を加えるだけです。フォーマットは以下のとおりです。 

（Pop2000-Pop_1990）/ Pop_1990 as Growth_Rate 
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別名は任意選択です。フィールド式に別名を与えた場合、属性テーブルウィンドウを表示する

時、この別名はこの臨時フィールド名として対応する列の先頭に表示されます。別名を与えない

場合､システムは式の内容自身を使用して臨時フィールド名とします。もし複数の派生フィールド

式を指定する場合、コンマを用いて隔てます。 

フィールドに基づきグループ分けして統計を実行 

「SQL 選択」は指定した個別（または複数）のフィールドに基づき､クエリ結果をグループ分けで

きます。指定したフィールドで同じ値を有するレコードをグループに分け、集計（SUM）関数、数学

（MATH）関数などの関数を通してクエリ結果について統計計算を行い、新しい臨時フィールド結

果を取得します。当然､取得した統計結果フィールドも上述した派生フィールドです。 

フィールドごとにグループ分けした統計計算は、「グループ化フィールド」エディットボックスにグ

ループ化するフィールドを選択入力し、「フィールド表示」エディットボックスにグループ化するフィ

ールドと統計式を入力することにより実行します。例えば、既存のデータセットに Area と

Land_Type（それぞれ面積とタイプを表す）の2つのフィールドがあり、各タイプの土壌の総面積と

タイプ数を計算する場合、「フィールド表示」エディ ットボックスに次のように入力します。 

Land_Type, Count（*）, Sum（Area）， 

「グループ化フィールド」エディットボックスで次のように選択入力します。 

Land_Type， 

このようにして各タイプの土壌のタイプ数と総面積を統計計算できます。臨時フィールドに別名を

指定する場合、臨時フィールド式の後にスペースを入れ、「as」と別名を追加します。フォーマットは

以下の通りです。 

Land_Type, Count（*） as Count, Sum（Area） as Sum。 

この他に「グループ化フィールド」エディットボックスに複数のフィールドを入力しグループ化フィー

ルドにできます。このようにするとシステムは入力した 初のフィールドに基づき、属性テーブルにつ

いてグループ分けを先に行います。次に、分けたグループの中で､2 つ目のフィールドに基づきグル

ープ分けします。このようにして、 後に取得したクエリが必要なテーブルの各レコードは、統計関

数に基づき取得した派生フィールド値の値を含みます。 
注：各タイプの統計関数結果はクエリ結果について、グループ分け後に計算を行ったものです。

「フィールド表示」エディットボックスにステートメントを入力する時、グループ化フィールドを入力し、

先頭に置く必要があります。さもないと「クエリ条件に合うレコードがありません」と提示されます。 

フィールドに基づいて並び替え 

システムは指定したフィールドと順序に基づき､属性テーブルでレコードをソートします。システム

のデフォルトは昇順ソートです。複数のフィールドを指定すると､システムは先に 初のフィールドに
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基づきレコードをソートします。2 番目のフィールドに値の同じレコードがあると、2 番目のフィールド

の値に基づきソートします。このようにして､ 後にこの順序に基づきソートしたクエリ結果を取得しま

す。 

10.1.2 クエリ結果の保存 

SQL クエリによる結果は全てシステムのデータセットとして保存され、SQL クエリダイアログボックス

の左下で指定したデータセットに保存されます。マップウィンドウでこのデータセットを開くと、このデ

ータセットについて新たに編集クエリをするなど、データセットの全ての操作ができます。 

この他、統計クエリにより取得した統計結果属性テーブルについては、システムは純属性テーブ

ルデータセットとして保存します。操作方法は､現在の統計結果属性テーブルウィンドウで、列を選

択し、（1）「レコード」 - 「データセットに保存」を選択するか（2）右クリックしてショートカットメニューか

ら「データセットに保存」を選択します。 

10.1.3 データセットの関連付け 

あるレイヤーで操作をしている際、その他のデータセットの属性データを使用したい場合がありま

す。SuperMap GIS デスクトップ製品では、属性テーブルの関連付け機能を提供しています。 

凡例ウィンドウで、レイヤー名を選択して右クリックし、表示されたショートカットメニューから「属性

テーブルの設定」を選択すると、「データセットの関連付け」ダイアログボックスが表示されます(図

10.2)。 

 

図 10.2 データセットの関連付けダイアログボックス 

ダイログボックスについて 
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 元フィールド：プルダウンメニューに、元データセットのすべてのフィールドが列挙されます。

元データセットと関連付けるフィールドを選択します。 
 関連付データセット：プルダウンメニューに、元データセットを除く、データソースのすべて

のベクタデータセットが列挙されます。元データセットと関連付けるデータセットを選択しま

す。 
 関連付フィールド：プルダウンメニューに、選択したデータセットのすべてのフィールドが列

挙されます。関連付けるフィールドを選択します。 
 関連方法：元データセットとの関連方法を選択します。「左連結」と「内接」の 2 つの方法が

あります。 
注：設定する関連属性テーブルは、マップウィンドウに開いたレイヤーについてのみ有効です。レ

イヤーを閉じて再び開くと、設定は無効となります。 

10.2 汎用クエリ 

GIS プログラム項目の大部分の操作はクエリと関連しています。前に紹介した幾何オブジェクトの

属性条件によりクエリする SQL クエリ以外に、幾何オブジェクトの空間条件によりクエリ解析を行う汎

用クエリがあり、より複雑な空間条件、属性条件でレイヤー全体をクエリします。SuperMap の GIS デ

スクトップ製品では、空間条件に関連したクエリはみな 「クエリ」-「汎用クエリ」の、「汎用クエリ」ダイ

アログボックスで行います。 
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10.2.1 空間条件、属性条件によるレイヤー間での総合クエリ 

比較的複雑な総合検索で、SQL の属性条件と空間関係の幾何条件の組合せにより、同一のマッ

プウィンドウで異なるレイヤーの幾何オブジェクトを検索します。ダイアログボックスで異なるレイヤー

に対して異なる空間条件と属性条件を設定することができます。 

図 10.3 は主要河川、全国県、全国省

の 3 つのレイヤーを含み、珠江流域の省

と面積 2,000 平方キロメートル以上の県

のクエリを例に空間条件、属性条件レイ

ヤー総合クエリを紹介します。 

1. マップで幾何オブジェクトをクエリオ

ブジェクトとして選択します。まず河川レ

イヤーで珠江をクエリオブジェクトとして

選択します。 

2. 捜索したいクエリレイヤーを選択し

ます。リストボックスのレイヤー名で捜索

するレイヤーのチェックボックスを選択し

クエリレイヤーを確定します。レイヤー名

に表示されるのは、現在のマップウィンドウのすべてのレイヤーです。 

3. 空間検索条件を選択します。空間検索条件でレイヤーに対応する空間条件の検索モードを

選択します。現在 SuperMap GIS デスクトップ製品には 14 種類の空間検索モードがあり、各タイプ

の空間オブジェクトの検索に適用します。 プルダウンリストの下にはクエリ条件説明があり、各条件

の定義と詳しい説明をしています。 空間検索条件の説明については 10.2.2空間条件検索モードを

参照してください。 
4. 対応するレイヤーの属性検索条件を作成します。ここが空欄の場合は、相応のレイヤーの検

索結果は空間検索条件に合うすべてのオブジェクトとなります。属性検索条件の作成については 

10.2.3SQL式を参照してください。 
設定完了後、「クエリ」ボタンを選択すると、属性テーブルの形式で条件にあったクエリ結果を表

示します。 

 

図 10.3 
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図 10.4 汎用クエリダイアログボックス 

図 10.5 と 10.6 はクエリ結果をデータセットに保存した結果です。 

  

図 10.5 全国省レイヤーのクエリ結果 図 10.6 全国県レイヤーのクエリ結果 

10.2.2 空間条件検索モード 

現在 SuperMap GIS デスクトップ製品には 14 種類の空間検索モードがあり、各タイプの空間オブ

ジェクトの検索に適用します。 

表 10.1 空間条件検索モードリスト 

空間条件モード 説明 

CommonPoint 
検索オブジェクト（ポリゴン、ライン、ポイント）と共通するノードを有する

オブジェクト（ポリゴン、ライン）を検索します。 
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LineCross 
検索オブジェクト（ポリゴン、ライン）の辺、ラインと交差しているオブジ

ェクト（ポリゴン、ライン）を検索します。ポイントオブジェクトには適用さ

れません。 

CommonLine 
検索オブジェクト（ポリゴン、ライン）との間に共通の辺（ライン）を有する

オブジェクト（ポリゴン、ライン）を検索します。ポイントオブジェクトには

適用されません。 

CommonPointOrLineCross
検索オブジェクト（ポリゴン、ライン、ポイント）と共通のノード、ポイントを

有しているか、または検索オブジェクトと辺（ライン）が交差している全

てのオブジェクトを検索します。 

EdgeTouchOrAreaIntersect

検索オブジェクト（ポリゴン、ライン、ポイント）に、全てまたは一部分が

含まれるか、または検索オブジェクトと辺（ライン）、ノード、ポイントが接

しているオブジェクト。検索オブジェクト、クエリされるポリゴン、ライン、

ポイントを選択でき、全てまたは一部が検索オブジェクトに含まれる全

てのオブジェクトをクエリします。ラインが接するオブジェクトも条件に

合致します。 

AreaIntersect 

検索オブジェクトがポリゴンの場合､全てまたは一部が検索オブジェク

トに含まれるオブジェクトをクエリします。検索オブジェクトがポリゴンで

ない場合、全てまたは一部検索オブジェクトを含むオブジェクトをクエ

リします。 

AreaIntersectNoEdgeTouch
全てまたは一部が検索オブジェクトに含まれるオブジェクトをクエリしま

すが、ボーダーが接している幾何オブジェクトを含みません。 

ContainedBy 

検索オブジェクトに完全に含まれるオブジェクトをクエリします。ポリゴ

ンの場合、クエリされるオブジェクトは全てが検索オブジェクトを含んで

いなければならず､ラインの場合､検索されるオブジェクトは検索オブジ

ェクトと重なっていなければなりません。また検索オブジェクトは検索さ

れるオブジェクトのどの部分も超えてはなりません。ポイントの場合､検

索オブジェクトは検索されるオブジェクトのポイントオブジェクトの頂点

の 1 つと重なっていなければなりません。 

Containing 検索オブジェクトが完全に含んでいるオブジェクトをクエリします。 

ContainedByNoEdgeTouch
検索オブジェクトを完全に含むオブジェクトをクエリし、辺やポイントが

接しないこと。したがって検索されるオブジェクトはポリゴンオブジェクト

でなければなりません。 
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ContainingNoEdgeTouch 
完全に検索オブジェクトに含まれ、辺や線、ポイントが接していないオ

ブジェクトをクエリします 

PointInPolygon 

検索オブジェクトの第 1 番目のノード（ポイント）を含むポリゴンオブジェ

クトをクエリします。検索オブジェクトはポイント、ライン、ポリゴンオブジ

ェクトが可能です。ポイントの場合、このポイントを含むポリゴンオブジ

ェクトを検索します。ラインまたはポリゴンの場合､ラインまたはポリゴン

の第 1 番目のノードを含むポリゴンオブジェクトをクエリします。 

CentroidInPolygon 
オブジェクトの質量中心（中心点：Centroid Point）が検索オブジェクト

の内部に位置するポリゴンオブジェクトをクエリします。 

Indentical 
検索オブジェクトと完全に同じオブジェクトをクエリします。オブジェクト

タイプと座標データも同じであることが条件となります。 

Disjoint 検索オブジェクトと互いに離れているオブジェクトをクエリします。 

ExtentOverlap 
検索レイヤーのボーダー矩形と検索オブジェクトのボーダー矩形が交

差している全てのオブジェクトをクエリします。 

Overlap 検索オブジェクトと一部分と重なり合うオブジェクトをクエリします。 

Touch 
検索レイヤーのボーダーと検索オブジェクトのボーダーが接している

オブジェクトをクエリします。 

10.2.3 SQL 式 

汎用クエリでは SQL 式のインターフェースも提供しており、フィールド名やクエリ条件などを選択、

入力するだけで Select 文を作成でき、Select 文を全て手入力する必要はありません。図 10.7 は

SQL 式ダイアログボックスです。 

 
図 10.7 SQL 式ダイアログボックス 
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ダイアログボックスの関数や演算子について詳しくは付録 5 SQL クエリの関数及び演算子を参

照してください。 

10.3 フィールドの更新 

SuperMap GIS デスクトップ製品では空間オブジェクト編集機能以外に、属性（非空間データ）デ

ータ編集機能も提供しています。属性テーブルのフィールド更新機能は、一定の条件あるいは規則

に基づいて複数のレコードやすべてのレコードの指定フィールドの属性を統一して修正し、属性デ

ータに記録することができます。  

属性更新のオブジェクトは、1.フィールド名を指定、2.選択されたレコードの 2 つに分かれます。す

べてのフィールドが更新できるのではなく、これらの更新オブジェクトには前提条件があります。これ

らに共通の前提条件は、非システムフィールドの一部及び編集可能なシステムフィールドの更新が

できるのみということです（例えば“SmUserID”。編集可能なシステムフィールド及び編集不可能なシ

ステムフィールドについて詳しくは 9.1属性テーブルと属性ウィンドウを参照してください）。選択され

たレコードの更新にはまず、同一フィールドの一部あるいはすべての内容を選択し、そのフィールド

を編集可能にします。そうでなければ選択した部分の更新ができません。読取り方式で開いたデー

タソース、トランザクション方式で開き、トランザクションを開始していないデータソースについては属

性編集を含め、編集をすることができません。またデータが破損しているデータソースあるいはデー

タセットについては属性テーブルの更新ができません。  

フィールドの更新方法は計算方式、元データにより、1.定数、2.1 つのフィールドで計算、3.2 つの

フィールドで計算、4.関数の 4 つに分かれます。以下に詳しく説明します。 

1. 指定した定数で更新 
定数を指定し、フィールドを更新します。 

 
図 10.8 フィールドの更新ダイアログボックス——指定した定数で更新 
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計算因子：100 
説明：あるレコードに対し、100 を用いて元の属性値を変換。100 がフィールド“SmUserID”で修正

後の属性値。 
2.   1 つのフィールドで計算 

1 つのレコードについて、指定フィールドの属性値とユーザー指定の属性値を取り出して計算

式をたて、計算します。返す値が指定修正フィールドの属性値です。 

 
図 10.9 フィールドの更新ダイアログボックス——1 つのフィールドで計算 

計算式：SmID＋100 
説明：1 つのレコードに対し、フィールド“SmID”対応の属性値を取り出し、その属性値に 100 を

加え、その結果がフィールド“SmUserID”の属性値に保存されます。 
3.   2 つのフィールドで計算 
1 つのレコードについて、2 つの指定フィールドの属性値を取り出して計算式をたて、計算しま

す。返す値が指定修正フィールドの属性値です。 

 
図 10.10 フィールドの更新ダイアログボックス——2 つのフィールドで計算 

計算式：SmUserID＋AmUserID 
説明：1 つのレコードに対し、取出フィールド“SmUserID”と“AmUserID” 対応の属性値を取り
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出して、2 つの属性値を足し、その結果がフィールド“AmUserID” の属性値に保存されます。 
4. 関数を指定して計算 

1 つのレコードについて、指定フィールドの属性値と選択した関数を取り出して、計算式をたて、

計算します。返す値が指定修正フィールドの属性値です。 

 

図 10.11 フィールドの更新ダイアログボックス——関数を指定して計算 
計算式：Ttext.Left（3） 
説明：1つのレコードに対し、フィールド“Ttext” 対応の属性値（テキスト）、属性値の左から第3字

までを取り出し、その結果がフィールド“Ttext” の属性値に保存されます。 
5. 反転 

「1 つのフィールドで計算」と「2 つのフィールで計算」は、ともに 2 つの計算因子を使用していま

す。第 1 項と第 2 項を逆にすることで、別の結果が得られる場合があります。チェックを入れると第

1 項と第 2 項を反転します。 
（1）正方向計算式 

計算式：SmID－100 
説明：1 つのレコードに対し、フィールド“SmID” 対応の属性値を取り出し、100 を引き、その結

果がフィールド“SmUserID” の属性値に保存されます。 
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図 10.12 フィールドの更新ダイアログボックス——正方向

計算 
図 10.13 フィールドの更新ダイアログボックス——反方向

計算 
（2）反方向計算式 

計算式：100－SmID 
説明：1 つのレコードに対し、フィールド“SmID” 対応の属性値を取り出し、100 から取り出した

属性値を引きます。その結果がフィールド“SmUserID” の属性値に保存されます。 
6. 関数について 

関数は、引数に用いるフィールドのタイプによって、数値関数とテキスト関数に分類されます。

関数の一覧を次の表に示します： 

（1）数値関数 

表 10.2 数値関数 

数値関数 説明 

Abs(number) number の絶対値を取り出す。正数または 0 を返す。 

Sqrt(number) number の平方根を取り出す。数値を返す（倍精度）。 

Log(number) number の対数を取り出す。数値を返す（倍精度）。 

Int(number) number の整数部分を取り出す。整数を返す。 

ObjCenterX() 幾何オブジェクトの中心点の X 値を取り出す。数値を返す（倍精度）。 

ObjCenterY() 幾何オブジェクトの中心点の Y 値を取り出す。数値を返す（倍精度）。 

ObjLeft() 幾何オブジェクト範囲の左側を取り出す。数値を返す（倍精度）。 

ObjRight() 幾何オブジェクト範囲の右側を取り出す。数値を返す（倍精度）。 

ObjTop() 幾何オブジェクト範囲の上側を取り出す。数値を返す（倍精度）。 

ObjBottom() 幾何オブジェクト範囲の下側を取り出す。数値を返す（倍精度）。 

ObjWidth() 幾何オブジェクト範囲の幅を取り出す。数値を返す（倍精度）。 
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ObjHeight() 幾何オブジェクト範囲の高さを取り出す。数値を返す（倍精度）。 

Val(string) 文字列 string を数値型に変換する。string が Null の場合変換結果は 0。数値を返

す。 
（2）テキスト処理（テキストオブジェクト）関数 

表 10.3 テキスト処理関数 

テキスト関数 説明 

String.Left(number) 
文字列 String の、左から文字数 number 分の文字列を返す。文字数が

number より小さい場合は、元の文字列を返す。 

String.Right(number) 
文字列 String の、右から文字数 number 分の文字列を返す。文字数が

number より小さい場合は、元の文字列を返す。 

String.Mid(nStartnEnd) 

文字列Stringの、左から数えて nStart番目の文字から、文字数 number
分の文字列を返す。文字数が nStart より小さい場合、元の文字列を返

す。文字数が number より小さい場合、nStart より後のすべての文字列

を返す。 
String.Ucase() 文字列 String すべてを大文字で更新し、文字列を返す。 
String.Lcase() 文字列 String すべてを小文字で更新し、文字列を返す。 
String.Rtrim() 文字列 String 左側のすべてのスペースを削除し、文字列を返す。 
ObjCenterX() オブジェクトの中心点 x の値を取得し、文字列に変換する。文字列を返

す。 
ObjCenterY() オブジェクトの中心点 y の値を取得し、文字列に変換する。文字列を返

す。 
ObjLeft() オブジェクトの範囲の も左側の座標（数値）を取得し、文字列に変換

する。文字列を返す。 
ObjRight() オブジェクトの範囲の も右側の座標（数値）を取得し、文字列に変換

する。文字列を返す。 
ObjTop() オブジェクトの範囲の も上側の座標（数値）を取得し、文字列に変換

する。文字列を返す。 
ObjBottom() オブジェクトの範囲の も下側の座標（数値）を取得し、文字列に変換

する。文字列を返す。 
ObjWidth() オブジェクトの範囲の幅を取得し、文字列に変換する。文字列を返す。 
ObjHeight() オブジェクトの範囲の高さを取得し、文字列に変換する。文字列を返

す。 
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Str(number) 数値 number を文字列に変換し、文字列を返す。 

String.Lremove(number) 
文字列 String の、左から文字数 number 分の文字列を削除する。文字

数が number より小さい場合、文字列「」を返す。 

String.Lremove(number) 
文字列 String の、右から文字数 number 分の文字列を削除する。文字

数が number より小さい場合、文字列「」を返す。 

7. 演算記号 
フィールドの違いにより、各種演算記号を提供しています。文字列間は“＋”演算のみです。 

表 10.4 演算記号 

演算記号 説明 
＋（加算） 数値型の場合、2 つの数値をプラスし、1 つの数値を返す。文字列の場合は、第 1 項の

文字列を前方部分として、2つの文字列を接続し、新しい文字列を返す。文字列の演算

は「+」のみ可能。 
－（減算） 数値型のみ使用可能。第 1 項の数値から第 2 項の数値を引く。 

×（乗算） 数値型のみ使用可能。第 1 項の数値と第 2 項の数値を掛ける。 
/ （除算） 数値型のみ使用可能。第 2 項の数値で第 1 項の数値を割る。「/」の後の数値が 0 の場

合は、演算を実行せず、「/」の前の数値を返す。 
％（余り） 数値型のみ使用可能です。第 2 項の数値第 1 項の数値を割った余りを返す。「%」の後

の数値 0 の場合は、演算を実行せず、「%」の前の数値を返す。 
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第11章 レイアウト 

11.1 レイアウト概説 

レイアウトとは､マップ（主題図を含む）、凡例、スケール、方位記号、テキストなどの要素を配置（レ

イアウト）することを指します。マップを印刷する時に必要な機能です。また、レイアウトウィンドウとは

印刷用のレイアウトを作成するためのウィンドウで、レイアウト用紙に相当します。レイアウトはワーク

スペースの一部です。レイアウトを保存するには、ワークスペースの保存を合わせて行う必要があり

ます。ワークスペースの保存を行わずにワークスペースを閉じると、レイアウトは保存されません。  

レイアウトウィンドウは、画面の右側に位置し、画面の大部分を占めます。ワークスペースに開か

れたデータソースがない状態では、レイアウトウィンドウは開けません。新たにレイアウトウィンドウを

開くには、ワークスペースウィンドウまたはワークスペースマネージャの「レイアウト」アイコンを右クリッ

クし、「新規レイアウト」を選択します。新たなレイアウトウィンドウを開くと、設定されているページサイ

ズ、方向（縦方向または横方向）の用紙が表示されます。図 11.1 はレイアウトウィンドウを開いた画面

です。 

 

図 11.1 レイアウトウィンドウ 
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11.2 レイアウト設定 

11.2.1 レイアウト用紙設定 

1. 用紙タイプ 
130 種類近くの用紙タイプを提供しており、A4、B4 など通常使用される用紙タイプ以外にも､専門

のプロッタで使用する A0、A1、A2 や、欧州各国などの用紙タイプなども設定できます。それぞれの

タイプについて縦方向と横方向が選択できます。デフォルトは縦方向です。提供しているタイプ以外

の用紙を使用したい場合は、用紙サイズをユーザー定義できます。「レイアウトの属性設定」ダイアロ

グボックスで、ページ表示の「タイプ」リストボックスから、一番下の「User Define」（ユーザー定義）を

選択すると、幅と高さを任意に入力できます。 

2. 複数ページレイアウト 
複数のページにまたがってレイアウトする場合は、列数と行数を設定します。列数は、レイアウトを

設定した用紙タイプで縦方向に分割する列数（ページ数）を指し、行数は、設定した用紙タイプで横

方向に分割する行数（ページ数）を指します。印刷の総ページ数は列数×行数となります。 

11.2.2 レイアウトウィンドウの属性設定 

1. ルーラー表示 
レイアウトウィンドウの左側と上側にルーラー（定規）が表示されます。ポジショニング、サイズ

設定やレイアウト要素を揃えるのに便利です。 
2. スクロールバー表示 

レイアウトウィンドウの右側と下側にスクロールバーが表示されます。表示しない場合は、マッ

プと同様にレイアウトを移動します。 
3. グリッド表示 

レイアウト上にグリッドを表示します。グリッドは実線と破線から構成され、縮尺比が 100％の

時、実線のグリッド間隔（破線 4 目盛り分）は 8 ミリメートルです。レイアウトを印刷する時は､グリ

ッドは印刷されません。 

4. グリッドスナップ 
レイアウト要素（ポイント､ラインなど）を追加する時、グリッドにスナップできます。グリッド表示

にチェックが入っていない状態では、グリッドスナップは選択できません。 

5. オブジェクトの属性を使用 
オブジェクトをダブルクリックすると「属性ダイアログボックス」が表示され、オブジェクトの位置､
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スタイル､拡張属性などの属性をチェック､修正できます。 
6. ショートカットキーを使用 

レイアウトウィンドウでショートカットキーを使用するかどうか設定します。 
7. ルーラーラインを使用 

このチェックボックスを選択すると、左側と上部のルーラーからそれぞれ垂直と水平のルー

ラーラインが引き出されます。レイアウト要素の位置を設定したり、揃えるのに便利です。 
8. 新規オブジェクトを自動選択 

新たに追加したレイアウト要素が自動的に選択状態になります。 

11.3 レイアウト作成 

レイアウトを作成するには、レイアウト要素をレイアウトウィンドウに追加します。レイアウト要素は、

マップ、マップ要素（凡例、スケール、方位記号など）、作図要素（ポイント、ライン、ポリライン、矩形、

角丸矩形、楕円、ポリゴン）、テキスト要素（テキスト、アートテキスト）、それにテーブルや画像等その

他の要素です。 

11.3.1 要素追加 

レイアウト設定後、レイアウトの作成のはじめに、マップ、凡例、スケール、方位記号、テキスト等を

レイアウトに追加します。 

11.3.1.1 ポイント 

機能 

レイアウトにポイントを追加します。 

操作 

1. レイアウトウィンドウを開いた状態で、「レイアウト」 - 「オブジェクト追加」 - 「ポイント」を選

択します。  

2. レイアウトウィンドウ上でドラッグしながら矩形領域を描くと、矩形に対応した大きさのポイン

トを追加します。 

ポイントオブジェクトをダブルクリックすると、「ポイント属性」ダイアログボックスが表示されます。

ポイントのサイズ、カラー、シンボルスタイル選択などの編集を実行できます。 
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図 11.2 ポイント描画操作 

その他の操作方法 

 「レイアウト描画」ツールバーの ボタンをクリックします。 

注意事項 

 レイアウト中にポイントを追加する操作とマップ中にポイントオブジェクトを追加する操作で

は異なります。 

11.3.1.2 ライン 

機能 

レイアウトにラインを追加します。 

操作 

1. レイアウトウィンドウを開いた状態で、「レイアウト」 - 「オブジェクト追加」 - 「ライン」を選

択します。  

2. レイアウトウィンドウ上でドラッグしながら直線を描くと、ドラッグした長さのラインを追加しま

す。  

その他の操作方法 

 「レイアウト追加」ツールバーの「ライン追加」ボタン をクリックします。 

11.3.1.3 ポリライン 

機能 

レイアウトにポリラインを追加します。 

操作 

1. レイアウトウィンドウを開いた状態で、「レイアウト」 - 「オブジェクト追加」 - 「ポリライン」を

選択します。 
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2. レイアウトウィンドウでドラッグしながらポリラインを作成し、右クリックすると、ポリラインを追

加します。  

その他の操作方法 

 「レイアウト追加」ツールバーの「ポリライン追加」ボタン をクリックします。 

11.3.1.4 アーク 

機能 

レイアウト上にアークを追加します。 

操作 

1. レイアウトウィンドウを開いた状態で、「レイアウト」 - 「オブジェクト追加」 - 「アーク」を選

択します。 

2. レイアウトウィンドウ上でドラックしながら矩形領域を描くと、矩形に対応した長さのアークを

レイアウトに追加します。 

その他の操作方法 

 「レイアウト追加」ツールバーの「アーク追加」ボタン をクリックします。 

11.3.1.5 矩形 

機能 

レイアウトに矩形を追加します。 

操作 

1. レイアウトウィンドウを開いた状態で、「レイアウト」 - 「オブジェクト追加」 - 「矩形」を選択

します。 

2. レイアウトウィンドウ上でドラッグしながら矩形を描くと、矩形を追加します。 

その他の操作方法 

 「レイアウト追加」ツールバーの「矩形追加」ボタン をクリックします。 

11.3.1.6 角丸矩形 

機能 

レイアウトに角丸矩形を追加します。 

操作 

1. レイアウトウィンドウを開いた状態で、「レイアウト」 - 「オブジェクト追加」 - 「角丸矩形」を
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選択します。 

2. レイアウトウィンドウ上でドラッグしながら矩形を描くと、矩形に対応した角丸矩形を追加し

ます。 

 

その他の操作方法 

 「レイアウト追加」ツールバーの「角丸矩形追加」ボタン をクリックします。 

11.3.1.7 楕円 

機能 

レイアウトに楕円を追加します。 

操作 

1. レイアウトウィンドウを開いた状態で、「レイアウト」 - 「オブジェクト追加」 - 「楕円」を選択

します。 

2. レイアウトウィンドウ上でドラックしながら矩形領域を描くと、矩形に対応した大きさの楕円を

追加します。 

その他の操作方法 

 「レイアウト描画」ツールバーの「楕円追加」ボタン をクリックします。 

11.3.1.8 ポリゴン 

機能 

レイアウトにポリゴンを追加します。 

操作 

1. レイアウトウィンドウを開いた状態で、「レイアウト」 - 「ブジェクト追加」 - 「ポリゴン」を選

択します。 

2. レイアウトウィンドウ上でポリゴンを描き、右クリックすると、ポリゴンを追加します。  

その他の操作方法 

 「レイアウト追加」ツールバーの「ポリゴン追加」ボタン をクリックします。 

11.3.1.9 テキスト 

機能 

レイアウトにテキストを追加します。 
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操作 

1. レイアウトウィンドウを開いた状態で、「レイアウト」 - 「オブジェクト追加」 - 「テキスト」を選

択します。  

2. レイアウトウィンドウ上でテキストを追加する位置をクリックし、テキストを入力すると、テキス

トを追加します。  

その他の操作方法 

 「レイアウト追加」ツールバーの「テキスト追加」ボタン をクリックします。 

11.3.1.10 アートテキスト 

機能 

アートテキストを追加します。 

操作 

1. レイアウトウィンドウを開いた状態で、「レイアウト」 - 「オブジェクト追加」 - 「アートテキス

ト」を選択します。  

2. レイアウトウィンドウ上のアートテキストを追加する位置で、ドラックしながら矩形を描くと、

「アートテキスト設定」ダイアログボックスが表示されます。  

3. 「テキスト」にテキストを入力し、ポイントの座標（四隅の座標）、フォント、陰影、アウトライン、

グラデーションなどを設定します。  

4. 「OK」をクリックすると、設定したアートテキストをレイアウト上に追加します。  

 

図 11.3 アートテキスト設定ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 
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 「アートテキスト属性」タブ 
テキスト：レイアウトに追加するアートテキストの内容を入力します。 
ポイント 1～4（X,Y 座標）：アートテキストのレイアウト上におけるコントロールポイントの座

標を表示します。ポイントの座標を修正すると、アートテキストの位置が変わります。 
フォント：テキストのフォントを設定します。 
陰影、アウトライン、グラデーション：テキストの表示効果を選択します。 

 「拡張属性」タブ 
編集可能：チェックボックスにチェックを入れて選択すると、アートテキストを編集できます。

チェックが外れている場合は編集できません。 
タグ：標識名を入力します。プログラムによって、オブジェクトを限定します。テンプレート

に使用します。 

その他の操作方法 

 「レイアウト描画」ツールバーの「アートテキスト追加」ボタン をクリックします。 

11.3.1.11 テーブル 

機能 

レイアウトにテーブルを追加します。 

操作 

1. レイアウトウィンドウを開いた状態で、「レイアウト」 - 「オブジェクト追加」 - 「テーブル」を

選択します。  

2. レイアウトウィンドウ上でドラッグしながら矩形領域を描くと、「テーブル属性」ダイアログボッ

クスが表示されます。  

3. 行数と列数を入力します。  

4. 「OK」をクリックすると、指定した行数、列数のテーブルを追加します。  

その他の操作方法 

 「レイアウト描画」ツールバーの「テーブル追加」ボタン をクリックします。 

11.3.1.12 方位記号 

機能 

レイアウトに方位記号を追加します。 

操作 
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1. レイアウトウィンドウを開いた状態で、「レイアウト」 - 「レイアウトオブジェクト追加」 - 「方

位記号」を選択します。  

2. レイアウトウィンドウ上で、マウスをドラッグし矩形領域を描くと、矩形に対応した大きさの方

位記号を追加します。  

その他の操作方法 

 「レイアウト追加」ツールバーの「方位記号追加」ボタン をクリックします。 

11.3.1.13 マップ 

機能 

レイアウトにマップを追加します。 

操作 

1. レイアウトウィンドウを開いた状態で、「レイアウト」 - 「オブジェクト追加」 - 「マップ」を選

択します。  

2. レイアウトウィンドウ上でドラッグしながら矩形領域を描くと、「マップ属性」ダイアログボック

スが表示されます。  

3. 「マップ」タブで、マップ名を指定しスケール、ボーダーのスタイルなどを設定します。  

4. 「OK」をクリックすると、レイアウトウィンドウにマップを追加します。  

 

図 11.4 マップ属性ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 「位置」タブ 
レイアウトウィンドウおいてマップの位置を表す座標を表示します。座標を修正すると、マ
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ップの位置も変わります。 

 「マップ」タブ 
マップ：プルダウンメニューに、ワークスペースのすべてのマップが表示されます。ここから、

レイアウトに追加するマップを選択します。 
スケール：レイアウトに表示するマップの縮尺を設定します。マップウィンドウの表示スケー

ルの設定とは異なります。 
ボーダー： レイアウトに追加するマップの境界線を設定します。ボーダーなし、単一ライ

ン、複数ラインの 3 種類から選択します。複数ラインを選択すると、「ボーダー設定」ボタン

がアクティブになり、クリックすると、ラインを編集できます。 
 「拡張属性」タブ 

編集可能：チェックボックスにチェックを入れて選択すると、マップを編集できます。チェッ

クが外れている場合は編集できません。 
タグ：標識名を入力します。プログラムによって、オブジェクトを限定します。テンプレート

に使用します。 

その他の操作方法 

 「レイアウト追加」ツールバーの「マップ追加」ボタン をクリックします。 

11.3.1.14 凡例 

機能 

レイアウトのマップに凡例を追加します。 

操作 

1. レイアウト上に追加されたマップを選択します。  

2. 「レイアウト」 - 「オブジェクト追加」 - 「凡例」を選択します。  

3. レイアウトウィンドウ上でドラッグしながら矩形領域を描くと、矩形に対応した大きさの凡例

を追加します。  

さらに、追加した凡例をダブルクリックすると、「グループ属性」ダイアログボックスが表示され、凡

例の位置などを修正できます。また、追加した凡例のスタイルを修正する場合は、凡例を選択して右

クリックし、表示されたショートカットメニューから「グループ解除」を選択します。次に凡例の文字をダ

ブルクリックすると、「フォント設定」ダイアログボックスが表示され、テキストの文字、フォントなど、凡

例のスタイルを修正できます。 

その他の操作方法 



 

269 

 「レイアウト描画」ツールバーの「凡例追加」ボタン をクリックします。 

条件 

 レイアウトウィンドウにマップを追加し、マップを選択した後で実行してください。 

11.3.1.15 スケール 

機能 

レイアウト中のマップにスケールを追加します。 

操作 

1. レイアウト中のマップを１つ選択し、「レイアウト」 - 「オブジェクト追加」 - 「縮尺」を選択し

ます。  

2. レイアウトウィンドウ上でドラッグしながら矩形領域を描くと、「スケール属性」ダイアログボッ

クスが表示されます。  

3. 「スケールバーの設定」タブの「タイプ」で、スケールのタイプを選択します。  

4. 主尺/端尺の長さ、カラー、フォントなどを指定します。  

5. 「OK」をクリックすると、レイアウト中のマップにスケールを追加します。  

その他の操作方法 

 「レイアウト描画」ツールバーの「スケール追加」ボタン をクリックします。 

注意事項 

 スケールの、小数部桁数と整数部桁数の 小値は 2 です。 

11.3.1.16 画像 

機能 

レイアウトに画像を追加します。 

操作 

1. レイアウトウィンドウを開いた状態で、「レイアウト」 - 「オブジェクトの追加」 - 「画像」を選

択します。  

2. レイアウトウィンドウ上でドラッグしながら矩形領域を描くと、「画像属性」ダイアログボックス

が表示されます。  

3. 「画像」タブで、「選択」ボタンをクリックすると、「ファイルを開く」ダイアログボックスが表示さ

れます。追加する画像ファイルを選択して「開く」をクリックし、「画像属性」ダイアログボック
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スに戻ります。  

4. 「OK」をクリックすると、指定した画像を追加します。  

 

図 11.5 画像属性ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 「位置」タブ：レイアウトウィンドウで画像の位置を表す座標を表示します。座標を修正すると、

画像の位置も変わります。 
 「画像」タブ 

選択：クリックすると、「ファイルを開く」ダイアログボックスが表示されます。ここから画像フ

ァイルを選択します。 
幅、高さ、画素：画像を選択すると、自動的にその情報を表示します。 
プレビュー：選択した画像のイメージを確認します。 

 「拡張属性」タブ 
編集可能：チェックボックスにチェックを入れて選択すると、画像を編集できます。チェック

が外れている場合は編集できません。 
タグ：標識名を入力します。プログラムによって、オブジェクトを限定します。テンプレート

に使用します。 

その他の操作方法 

 「レイアウト追加」ツールバーの「画像追加」ボタン をクリックします。 

11.3.1.17 主題図凡例 

機能 

レイアウトウィンドウのマップ上に主題図の凡例を追加します。 
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操作 

1. レイアウトウィンドウのマップを選択します  

2. 「レイアウト」-「オブジェクト追加」-「主題図凡例」を選択します  

3. 選択したマップ上左クリックのまま、マウスを対角線に動かして矩形を描きます  

4. マウスを放すと、「主題図凡例属性」ダイアログボックスが表示されます。「位置」オプション

タブに開始点、終了点、あるいは中心を直接入力します。「主題図凡例属性」オプションタ

ブで関連の属性を設定します。「拡張属性」オプションタブでタグを入力します。  

5. 「OK」をクリックし操作を完了します。  

その他の操作方法 

 レイアウトオブジェクト追加ツールバーの「主題図凡例追加」ボタン をクリックします。 

条件 

 レイアウトウィンドウのマップが選択状態であること。 

11.3.2 レイアウト操作 

11.3.2.1 選択 

機能 

レイアウトオブジェクトを選択します。 

操作 

「レイアウト」 - 「レイアウト表示」 - 「選択」を選択し、レイアウトウィンドウ上で選択したいレイア

ウトオブジェクトをクリックします。 

その他の操作方法 

 「レイアウト操作」ツールバーの「レイアウト選択」ボタン をクリックします。 

注意事項 

 Shift キーを使用して複数のレイアウト要素を選択することができます。  

 レイアウト要素を 1 つ選択して、直接マウスでドラッグして移動させることができます。レイア

ウト要素を複数選択した場合、マウスでドラッグさせることはできず、カーソルキーにより移

動させることができます。  



 

272 

11.3.2.2 拡大 

機能 

レイアウトウィンドウ上で、レイアウトを拡大表示します。 

操作 

「レイアウト」 - 「レイアウト表示」 - 「拡大」を選択し、レイアウトウィンドウ上でクリックすると、レ

イアウトを拡大表示します。 

その他の操作方法 

 「レイアウト操作」ツールバーの「レイアウト拡大」ボタン をクリックします。 

11.3.2.3 縮小 

機能 

レイアウトウィンドウで、レイアウトを縮小表示します。 

操作 

「レイアウト」 - 「レイアウト表示」 - 「縮小」を選択し、レイアウトウィンドウ上でクリックすると、レ

イアウトを縮小表示します。 

その他の操作方法 

 「レイアウト操作」ツールバーの「レイアウト縮小」ボタン をクリックします。 

11.3.2.4 移動 

機能 

レイアウトウィンドウで、レイアウトの表示範囲を移動します。 

操作 

「レイアウト」 - 「レイアウト表示」 - 「移動」を選択し、レイアウトウィンドウ上でマウスをドラックし

て、レイアウトの表示範囲を移動します。 

その他の操作方法 

 「レイアウト操作」ツールバーの「レイアウト移動」ボタン をクリックします。 

11.3.2.5 グリッド表示 

機能 

ページ上のグリッドを表示または非表示にします。 
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操作 

レイアウトウィンドウを開いた状態で、「レイアウト」 - 「レイアウト表示」 - 「グリッド表示」を選択

します。選択する度に、ページ上のグリッド線の表示／非表示を繰り返します。 

その他の操作方法 

 「レイアウト操作」ツールバーの「グリッド表示」ボタン をクリックします。 

11.3.3 レイアウト編集 

レイアウトウィンドウで複数のレイアウト要素を作成した場合、作成した順序に従って保存され、

後に作成されたオブジェクトが も上のレイヤーに保存されます。あるレイヤーのオブジェクトに色や

背景フィルがあった場合、その下のレイヤーの覆われた部分が見えなくなってしまいます。このとき、

「前面へ移動」、「背面へ移動」、「 前面へ移動」、「 背面へ移動」などによりレイアウト要素の順序

を調整することができます。その他、レイアウトウィンドウで複数の図形、テキスト、あるいはマップオ

ブジェクトを作成した場合は、それらをグループ化して 1 つのオブジェクトと見せたり、移動やコピー、

削除等の操作時に一度に操作したりすることもできます。表 11.1 ではレイアウト要素配列のメニュ

ー及びその機能を説明します。 

表 11.1 レイアウト要素配列機能 

メニュー 機能 
ボタンアイ

コン 
条件 

グリッドにスナップ レイアウトオブジェクトをグリッドにスナップ  —— 

左揃え 
レイアウトウィンドウの複数のオブジェクトを左揃

え 
 

右揃え 
レイアウトウィンドウの複数のオブジェクトを右揃

え 
 

上揃え 
レイアウトウィンドウの複数のオブジェクトを上揃

え。 
 

揃え 

下揃え 
レイアウトウィンドウの複数のオブジェクトを下揃

え 
 

レイアウトウィン

ドウ上で、2 つ

以上のレイアウ

トオブジェクトを

選択した状態 

水平等間

隔 
複数のレイアウトオブジェクトを水平方向上の等

間隔に 
 等間隔 

垂直等間

隔 
複数のレイアウトオブジェクトを垂直方向上の等

間隔に 
 

レイアウトウィン

ドウ上で、3 つ

以上のレイアウ

トオブジェクトを
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メニュー 機能 
ボタンアイ

コン 
条件 

垂直・水平

等間隔 
複数のレイアウトオブジェクトを垂直・水平方向上

の等間隔に 
 

選択した状態 

同じ高さ 
選択した複数のレイアウトオブジェクトの高さを、

後に選択したレイアウトオブジェクトの高さに合

わせる 

 

同じ幅 
選択した複数のレイアウトオブジェクトの幅を、

後に選択したレイアウトオブジェクトの幅に合わ

せる 

 サイズ 

同じサイズ 
選択した複数のレイアウトオブジェクトの幅を、

後に選択したレイアウトオブジェクトのサイズに合

わせる 

 

レイアウトウィン

ドウに 2 つ以上

の選択したマッ

プ要素がある 

水平揃え 
選択したレイアウトオブジェクトを水平揃え 

 

垂直揃え 
選択したレイアウトオブジェクトを垂直揃え 

 

中央揃え 
選択したレイアウトオブジェクトをページの中央に

移動 
 

水平に中

央揃え 
選択したレイアウトオブジェクトを水平方向に中

央揃え 
 

中央揃

え 

垂直に中

央揃え 
選択したレイアウトオブジェクトを垂直方向に中

央揃え 
 

レイアウトウィン

ドウに選択した

マップ要素があ

る 

前面へ

移動 
選択したレイアウトオブジェクトを、すべてのレイ

アウトオブジェクトの 前面へ移動 
 

前面へ移

動 
選択したレイアウトオブジェクトを 1 つ前面へ移動  

背面へ移

動 
選択したレイアウトオブジェクトを 1 つ背面へ移動  

順序調

整 

背面へ

移動 
選択したレイアウトオブジェクトを、すべてのレイ

アウトオブジェクトの 背面へ移動 
 

レイアウトウィン

ドウに 1 つの選

択したマップ要

素がある 
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メニュー 機能 
ボタンアイ

コン 
条件 

グループ化 
選択した複数のレイアウトオブジェクトをグループ

化 
 

レイアウトウィン

ドウに 2 つ以上

の選択したマッ

プ要素がある 

グループ解除 グループ化されたオブジェクトのグループを解除  

レイアウトウィン

ドウに 1 つの選

択したマップ要

素がある 

グループ化要素変

換 
レイアウトウィンドウの凡例オブジェクトをグルー

プ化オブジェクトに変換 
 

レイアウトウィン

ドウに 1 つの選

択した凡例要素

がある 

11.4 レイアウトテンプレート 

レイアウトテンプレートは固定フレーム情報を提供するレイアウトで、汎用性と規範性を備えていま

す。レイアウトテンプレートには動態情報を取得するために、一連の関連情報を定義しており、テン

プレートをロードしてから必要な要素を追加することができます。さらに関連する属性を調整すること

で、マップを配置したレイアウトが完成します。レイアウトテンプレートの使用は、内容が類似する一

定のフォーマットの図面を調整する場合に適しています。 

11.4.1 テンプレートのロード 

システムは 3 種類のテンプレートを提供しており、50cm 角のフレームがそれぞれ 5×5、5×4 の配

列されたテンプレートと、汎用的なテンプレートがあります。テンプレートを開き、マップやその他必

要な要素を追加してレイアウトを完成させることができます。また、独自に作成したテンプレートをロ

ードして使用することもできます。 

11.4.2 テンプレートの保存 

機能 
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SuperMap GIS Deskpro ではレイアウトテンプレートをテンプレートファイルに保存する機能があ

ります。独自に作成したレイアウトを拡張子.slt のテンプレートファイルに保存することができます。

以降、類似のレイアウトを作成するときにロードして使用することができます。 

操作 
1. メニューの「レイアウト」-「テンプレートファイルで保存」を選択すると、「テンプレートファイ

ルで保存」ダイアログボックスが表示されます。  

2. テンプレートファイルを保存するパスを選択し、名前をつけます。  

3. 「OK」ボタンをクリックして、操作を完了します。  

11.5 レイアウトの印刷 

レイアウト作成完了後、印刷を行います。SuperMap GIS デスクトップ製品のレイアウトは、

Windows の標準的な方式で印刷できます。レイアウトウィンドウに表示されている通りに印刷できま

す。 

11.5.1 プリンタ設定 

印刷の前に、プリンタ等の出力デバイスとの確認や、印刷の向きや余白などを設定する必要があ

ります。メニューバーから「ファイル」 - 「プリンタ設定」を選択し、表示された「ページ設定」ダイアロ

グボックスでこれらの設定を行います。 

11.5.2 現在のレイアウトを印刷 

メニューバーから「ファイル」 - 「印刷」を選択するか、標準ツールバーで「印刷」ボタンをクリックします。

表示された「印刷」ダイアログボックスで、プリンタ、印刷範囲、部数などの設定を行い、「OK」をクリックす

ると、レイアウトを印刷できます。プリンタが接続されていない場合､「エラーメッセージ」ダイアログボックス

が表示されます。 

11.5.3 レイアウトを画像に保存 

11.5.3.1 画像で保存 

機能 
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作成したレイアウトを画像で保存します。 

操作 

1. 「レイアウト」-「画像で保存」を選択すると、「画像ファイルにエクスポート」ダイアログボック

スが表示されます。  

2. エクスポートファイル範囲を選択します。レイアウトの実際のサイズにより一枚の画像上に

出力することができます。また、A4 サイズで分割してエクスポートすることもできます。  

3. エクスポートファイルパスを選択し、ファイル名とします。  

4. 保存画像の解像度を設定します。  

5. 「OK」をクリックし、操作を完了します。  

その他の操作方法 

 ショートカットメニューの画像ファイルにエクスポートをクリックします。 

11.5.3.2 ビットマップにエクスポート 

機能 

レイアウトを 1 つのビットマップファイルにエクスポートします。 

操作 

レイアウトウィンドウを開いた状態で、「レイアウト」 - 「１つのビットマップにエクスポート」を選択す

ると、「ラスタデータファイルで保存」ダイアログボックスが表示され、レイアウトを 1 つのビットマップフ

ァイル（*.bmp）にエクスポートします。 

注意事項 

 この操作を実行すると、レイアウトを 1 つのビットマップファイルに保存できます。 

11.5.3.3 複数のビットマップにエクスポート 

機能 

レイアウトを複数のビットマップファイルにエクスポートします。 

操作 

レイアウトウィンドウを開いた状態で、「レイアウト」 - 「複数のビットマップにエクスポート」を選択す

ると、「ラスタデータファイルで保存」ダイアログボックスが表示され、レイアウトを複数のビットマップフ

ァイル（*.bmp）にエクスポートします。 
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第12章 空間解析 

12.1  オーバーレイ解析 

12.1.1 オーバーレイ解析概説 

オーバーレイ解析は、2 つのデータセットの間でさまざまなタイプの幾何演算を行う、GIS で非常

に重要な空間解析機能です。例えば､ある町丁目での土地利用状況を知りたい場合、全体の土地

利用図と町丁目界の入った図の2つのデータセットに基づき、オーバーレイ解析を行えば、知りたい

結果を得られます。 

オーバーレイ解析を行う 2 つのデータセットは、元データ（データセット 1）とオーバーレイデータセ

ット（データセット 2）に分けられます。オーバーレイデータセットはポリゴンデータセットでなければな

りません。元データは、ユニオン演算、シンメトリック演算及び更新演算はポリゴンデータセットでなけ

ればなりませんが､他の 4 つのタイプの演算では、ポイント、ライン、ポリゴンあるいは複合データセッ

トであればオーバーレイ解析を実行できます。SuperMap GIS デスクトップ製品では、クリップ（Clip）、

ユニオン（Union）、イレース（Erase）、インターセクション（Intersect）、アイデンティティ（Identity）、シ

ンメトリック（Symmetrize）、更新（Update）の 7 タイプの幾何演算を提供しています。表 12.1 に、オー

バーレイされるデータセットもオーバーレイするデータセットも単一のポリゴンオブジェクトである場合

の、7 つのタイプの演算結果を示します。 

表 12.1 オーバーレイ解析演算 

元データ 
 

オーバーレイデータ 
 

演算タイプ 演算説明 解析結果 

クリップ演算 
（Clip） 

元データ（ポイント、ライン、ポリゴン）は、オーバーレイデータ

（ポリゴン）と重なる部分を残す状態でクリップ（切り取り）され

ます。結果データ、元データと同じタイプになります。  
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イレース演算 
（Erase） 

元データ（ポイント、ライン、ポリゴン）から、オーバーレイデータ

（ポリゴン）と重なる部分を削除します。結果データは、 元デー

タと同じタイプになります。  

ユニオン演算 
（Union） 

2 つのデータセットの集合を求める演算で、元データ、オーバ

ーレイデータともポリゴンデータセットでなければなりません。

2 つのデータセットの全てのポリゴンは交差する部分で分割さ

れ結果データに出力されます。右の例ではポリゴンは 3 つの

部分に分割されています。赤い斜線は 2 つのデータセットが

交差する部分､ 元データから交差部分を削除した部分、灰

色はオーバーレイデータから交差部分を削除した部分です。

 

インターセクショ

ン演算 
（Intersect） 

2 つのデータセットの交差部分を求める演算です。2 つのデ

ータセットの交差部分が結果データに出力され、その他の部

分は削除されます。クリップ演算と似ていますが、結果データ

の属性テーブルには、元データとオーバーレイデータセット

の すべての属性情報を含みます。 

 

アイデンティティ

演算 
（Identity） 

2 つのデータセットの交差部分を求める演算です。ユニオン

演算と似ていますが、ユニオン演算では、2 つのデータセット

の すべてのオブジェクトが保持されるのに対し、アイデンティ

ティ演算では、元データはすべて保持されますが、オーバー

レイデータのうち、交差部分を除いた部分は全て削除されま

す。右の例では、ポリゴンは 2 つの部分に分割されています。

白は 2 つのデータセットの交差部分で､灰色はオーバーレイ

データから交差部分を削除し、残った部分です。 

 

シンメトリック演

算 
（Symmetrize） 

2 つのポリゴンデータセットの交差部分以外を求める演算で

す。2 つのデータセットのすべてのオブジェクトから、幾何オ

ブジェクトが交差する部分が削除したものが結果となります。

また幾何オブジェクトの交差部分は分割されます。右の例で

は、灰色部分が結果データで、黒と青のラインで幾何オブジ

ェクトが分割されています。 

 

更新演算 
（Update） 

オーバレイデータセットの内容に、元データ中の対応する位

置の内容を更新します。右の例では、オーバーレイデータが

重なる赤い斜線部分について、オーバーレイデータ内容（属

性を含む）に更新されています。灰色部分は分断されますが

グループ化されています。 
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12.1.2 オーバーレイ解析の操作 

操作 

1. 「解析」 - 「オーバーレイ解析」を選択すると、「オーバーレイ解析」ダイアログボックスが表

示されます（図 12.1）。 

2. 「オーバーレイ方式」を選択します。 

3. オーバーレイを行うデータソースとデータセットを選択します。  

4. 「保存先のデータセット」で、解析結果を保存するデータセットを選択し、データセット名を

入力します。  

5. 「フィールド設定」ボタンをクリックして、解析結果のデータセットに保存する元データセット

に含まれるフィールドを選択します。  

6. 「OK」をクリックすると、オーバーレイ解析を実行します。 

 
図 12.1 オーバーレイ解析ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 元データ（オーバーレイされるデータセット） 
データソース：ワークスペースのすべてのデータソースを表示します。ここから、オーバーレ

イされるデータセットを保存しているデータソースを選択します。 

データセット：データソースのすべてのデータセットを表示します。ここから、オーバーレイさ

れるデータセットを選択します。 
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 オーバーレイデータ（オーバーレイするデータセット） 
データソース：ワークスペースのすべてのデータソースを表示します。ここから、オーバーレ

イするデータセットを保存しているデータソースを選択します。 
データセット：データソースのすべてのポリゴンデータセットを表示します。ここから、オーバ

ーレイするデータセットを選択します。 
 結果データ 

データソース：ワークスペースのすべてのデータソースを表示します。ここから、解析結果

データセットを保存するデータソースを選択します数据源。 
データセット：解析結果データセット名を入力します。デフォルトのデータセット名は

NewDT です。 
 フィールド設定：解析結果データセットのフィールド情報を設定します。このボタンをクリック

すると、「フィールド設置」ダイアログボックスが表示されます。ここから、結果データセットに

保存するフィールドを選択します。 
 OK：オーバーレイ解析を実行し、「オーバーレイ解析」ダイアログボックスを閉じます。 
 キャンセル：操作を取り消し、「オーバーレイ解析」ダイアログボックスを閉じます。 

 

注意事項 

 オーバーレイ解析では、オーバーレイデータセット（オーバレイするデータセット）はポリゴン

データセットである必要があります。実行する 2 つのデータセット中の交差部分を分解して、

新たに個別のオブジェクトを形成します。 

12.2  バッファの生成 

バッファ（buffer）とは、指定した距離の内側を範囲とする領域を指します。高速道路の沿線に、一

定の幅の領域を抽出し、騒音対策地域に指定する、空港建設の際、住民の健康への影響を考慮し

て、空港予定地周辺の一定範囲を非居住地域に指定する等の活用例が考えられます。 

バッファは、オブジェクトの形状により、ポイント、ライン、ポリゴンオブジェクトのバッファに分けられ

ます。SuperMap GIS では、単一オブジェクトに対するバッファ解析だけでなく、複数のオブジェクト

に対するバッファ解析も可能です。前者はオブジェクトごとにバッファ領域を生成し､後者はグループ

オブジェクトに対して１つのバッファ領域を生成します。 それぞれの例を次に示します。 
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ポイントオブジェクトバッファ解析——オブジェクトごとにバッファ領域を生成。します。例

えば2 つの電波塔それぞれにバッファ領域を生成し、これら2つの電波塔から発信される

電波が届くエリアを解析できます。 

 

ラインオブジェクトバッファ解析——複数のオブジェクトに対して 1 つのバッファ領域を生

成。えば、近接する 2 本の道路を 20 メートル幅に拡幅する必要がある場合、ラインオブジ

ェクトを結合したグループオブジェクトに対するバッファ領域を生成し、クエリを実行する

と、拡幅工事に伴い立ち退きが必要な道路沿いの建物を解析できます。 

 

ポリゴンオブジェクトバッファ解析——1 つのオブジェクトに対して複数の重なったバッフ

ァ領域を生成。例えば、砂漠地域に対して、20 ㎞と 50 ㎞の重なったバッファ領域を作成

し、砂漠の風砂拡大状況を解析することで、防砂対策の参考になります。 

バッファ領域の生成方法：ポイント、ライン、ポリゴンオブジェクトを選択した状態で、メニューバー

から「オブジェクト」 - 「バッファを生成」を選択するか、右クリックしてサブメニューから 「バッファを

生成」を選択、または直接キーボードの「B」キーを押すと、「バッファ生成」ダイアログボックスが表示

されます。バッファ半径などを指定して「OK」をクリックします。 

バッファ生成操作 

1. ポリゴンデータセット（ポイントデータセットあるいはラインデータセット）編集可能状態で、1

つあるいは複数のオブジェクトを選択します。  

2. メニューバーから「オブジェクト」 - 「バッファを生成」を選択すると、「バッファ生成」ダイア

ログボックスが表示されます（図 12.2）。  

3. バッファデータで選択オブジェクトのみバッファするかどうかを選択します。このチェックボ

ックスを取り消すと、データセット全体あるいはその他のデータセットにバッファを生成する

ことができます。  

4. 「結果保存」で生成したバッファデータに名前をつけます。  

5. バッファ半径を設定します。数値を入力、あるいはフィールドを指定することができます。ラ

インデータセットにバッファを作成する場合は、円形バッファあるいは矩形バッファの 2 種

類から選択することができます。  

6. 「OK」ボタンをクリックし、バッファの作成を完了します。  
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図 12.2 バッファエリア生成ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 バッファデータ：バッファを生成するデータセットを選択します。(注：現在選択しているのが

ラインオブジェクトの場合、ここではラインデータセットのみ選択可能で、ポイント/ポリゴンオ

ブジェクトの場合はポイント/ポリゴンデータセットのみ選択可能です。) 
 バッファ半径：バッファ半径を設定します。数値を入力、あるいはフィールドを指定すること

ができます。 
 マルチバッファ生成：マルチバッファ生成画面に切り換わります。 
 結果保存：生成したバッファを保存するデータセットを選択、あるいは新規作成します。 
 結果設定 

すべてのバッファをマージ：これを選択すると、重なるバッファをマージします。 
結果を現在のマップに表示：これを選択すると、バッファの生成と同時にそれを現在のマッ

プに表示します。 
スムーズネス：生成したバッファのボーダーの滑らかさで、数値が大きいほどアークのセグ

メント数が多くなり、滑らかになります。範囲は 4-50 セグメント/円です 

その他の操作方法 

 シュートカットメニュー：バッファ生成。 
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第13章 ネットワーク解析 

（ネットワーク解析機能のモジュールは SuperMap Deskpro でのみ使用可能です） 

13.1 概説 

ネットワークシステムとは、相互に接続された複数のラインセグメントから構成される網状のシステ

ムを指します。実社会では、交通、物流、通信、パイプラインなど、さまざまなネットワークシステムが

数多くあり、これらは社会になくてはならない基盤となっています。ネットワークデータモデルは、実

際のネットワークシステムを抽象的に表現する数学モデルを指します。ネットワーク解析とは、ルート

解析、アクセス可能解析など、ネットワークデータモデルをもとに行う各種の解析を指します。

SuperMap Deskpro のネットワーク解析は、都市交通ネットワークの設計や研究分野などで、重要な

役割を果たしています。ノード、エッジ、ターンテーブル、インピーダンス値など、ネットワークデータ

モデルの要素を用いて、道路、交差点、交通規制などの事象を表現します。また必要に応じて、

適ルート解析、巡回ルート解析、近隣施設検索などの解析コマンドを実行し、ネットワークシステムの

ソリューションを行います。 

 
図 13.1 SuperMap Deskpro のネットワークモデルデータ 

SuperMap Deskpro では、実態に即したネットワークシステムを簡単操作で構築できます。また、ネ
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ットワークデータモデルの要素と関連する属性テーブルを作成でき､必要に応じていつでも編集や

更新を実行できます。 

13.2 ネットワークトポロジの構築 

ネットワークトポロジの構築とはネットワーク解析のベースとなるものです。ネットワークデータセット

を作成し、全てのネットワーク解析をネットワークレイヤー上で実行します。トポロジ処理の具体的な

操作方法は 5.6ラインデータセットトポロジ処理を参照してください。ネットワークエッジはネットワー

クデータに保存され、ネットワークノードはネットワークデータセットのサブポイントデータセットに保存

されます。 

13.3 ネットワーク編集 

13.3.1 ノードとルートの編集 

ノードとルートの移動：ネットワークレイヤーを編集可能な状態とし、ネットワークノードを１つ選択し、

ドラッグ操作で移動すると、ネットワークノードと接続しているルートも接続を保ったまま移動します。 

エッジの追加：ラインオブジェクトの追加と同様です。追加したルートは、両端にノードが追加され

ます。追加するルートの一方のノードが、ネットワークレイヤーに既にある他のノードと重なった場合

は､2 つのノードはマージされます。追加したルートが他のルートと交わる場合、交点をノードオブジ

ェクトとし、ルートをノードオブジェクトで 2 つに切断することも可能です。メニューバーで、「マップ」 - 

「属性情報」を選択し、「属性」ダイアログボックスで「ラインの自動切断」を選択し、設定します。 

13.3.2 属性テーブルの編集 

ネットワークデータセットに付随する、サブラインデータセットとサブポイントデータセットの属性テ

ーブルの編集は､普通のラインデータセット、ポイントデータセットの属性テーブルの編集と同じです。

ノードまたはルートをダブルクリックすると、個別のオブジェクトの属性ウィンドウが表示され、属性デ

ータを編集できます。 
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13.3.3 エッジインピーダンスの更新 

機能 

メモリの近接行列において、ネットワークでエッジのインピーダンスを臨時で更新します。 

操作 

1. ネットワーク解析基本パラメータの設定で、インピーダンスフィールド、ノード/エッジ ID フィ

ールド等を設定します。  

2. 「解析」-「ネットワーク解析」-「エッジインピーダンス更新」を選択すると、「エッジインピーダ

ンス更新」ダイアログボックスが表示されます(図 13.2)。  

3. ネットワークレイヤー上でインピーダンスを更新するエッジをクリックして選択します。  

4. リストボックス中で各エッジのインピーダンスの修正とバリアエッジの設定をすることができ

ます。逆向きインピーダンスを更新する場合、起点ノードと終点ノードの ID を交換すれば

可能です。  

5. ステップ 3、4 を繰り返し、その他のエッジインピーダンスの更新をします。  

6. 「更新」ボタンをクリックし、エッジのインピーダンスを更新します。  

図 13.2 エッジインピーダンス更新ダイアログボックス 図 13.3 ノードインピーダンス更新ダイアログボックス 

注意事項 

 バリアエッジである場合、インピーダンスは設定できません。  

 逆向きインピーダンスを更新する場合、起点ノードと終点ノードの ID を交換すれば可能で

す。  

 すべて通行できないエッジはインピーダンスを-1 にします。  

条件 

 ネットワークレイヤーを開いていること。 
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 ネットワーク解析パラメータを設定すること。 

13.3.4 ノードインピーダンスの更新 

機能 

メモリの近接行列において、ネットワークでターンする際に使用するノードのインピーダンスを臨時

で更新します。 

操作 

1. ネットワーク解析基本パラメータの設定で、インピーダンスフィールド、ノード/エッジ ID フィ

ールド等を設定します。  

2. 「解析」-「ネットワーク解析」-「ノードインピーダンス更新」を選択すると、「ノードインピーダ

ンス更新」ダイアログボックスが表示されます（図 13.3）。  

3. ネットワークレイヤー上でインピーダンスを更新するノードをクリックして選択します。  

4. リストボックスで更新する起点、終点、およびターンインピーダンスを選択します。  

5. ステップ 3、4 を繰り返し、その他のノードインピーダンスの更新をします。  

6. 「更新」ボタンをクリックし、ノードのインピーダンスを更新します。  

条件 

 ネットワークレイヤーを開いていること。  

 ネットワーク解析基本パラメータを設定すること。  

 ターンテーブルを設定すること。  

注意事項 

 バリアノードである場合、インピーダンスは設定できません。 

13.4 ネットワークモデル 

ネットワークモデルは、相互に接続されたエッジ、ノードとそれらの属性データから構成されるモデ

ルで、道路、パイプラインなどの表現に用いられます。また、条件を指定し、ネットワーク解析を行え

ます。SuperMap Deskpro  における、ネットワークモデルの重要な概念は以下の通りです。 

13.4.1 エッジ 

エッジはネットワークの辺であり、交通ネットワークモデルの道路、鉄道、通信、水文ネットワーク
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の河川などの表現に用いられます。エッジの両端には 2 つのノードがあり、他のエッジとノードで接

続されています。エッジ間の相互関係は位相構造（トポロジ）を持っており、ネットワークデータセット

に保存されています。 

13.4.2 ノード 

ノードは、ネットワークレイヤーでエッジが接続されている場所であり、道路の交差点、河川の分合

流点などの表現に用いられます。ノードとエッジはそれぞれに属性テーブルを持っていますが、これ

ら属性テーブルのフィールドから、ノードとエッジの接続関係がわかります。ノードの空間情報と属性

情報は、ネットワークデータセットのサブポイントデータセットに保存されています。 

13.4.3 ネットワークインピーダンス 

ある地点を出発し、道路や交差点を経由して目的地に到着するには、「コスト」が必要です。この

「コスト」は、距離、時間、金額などの単位で表現できます。ネットワークモデルでは、このコストを、抽

象的にネットワークインピーダンスと呼びます。また属性テーブルで、インピーダンス値を保存するフ

ィールドをインピーダンスフィールドと呼びます。 

13.4.4 センター 

センターは、ネットワーク上でリソースを受け取る、または提供する能力があり、かつノードに位置

する場所です。 例えば学校には教育リソースがあり、学生は教育リソースを受け取り、学習します。

また例えば小売店では、リソースとして商品を蓄えており、買物客に商品を提供すると同時に商品を

補充しています。これらの施設を、ネットワーク上のセンターとみなします。センターはネットワークレ

イヤー上のノードであり、フィールドまたは解析メニューのプロセスの中で、ノードをセンターに指定

します。センターは、リソース配分解析、サービスエリア解析機能と密接に関係しています。 

センターには、センターID（CenterID）、センターの 大インピーダンス（MaxImpedance）、リソース

量（Resource）、センタータイプ（CenterType）の 4 つのフィールドがあります。これらはノードの属性

テーブルに保存されています。 

センター作成を行うには：メニューの「解析」-「ネットワーク解析」-「センターポイントデータセットの

作成」 

センター設定を行うには：メニューの「解析」-「ネットワーク解析」-「センターポイントデータセットの

指定」 
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13.4.5 バリアエッジとバリアノード 

都市部では交通渋滞問題が随所で見られます。交通渋滞には規則性はなく、状態はランダムに

変化します。交通ネットワークの現況をリアルタイムに表現するためには、渋滞しているエッジに暫定

的に通行不可の属性を持たせ、渋滞が解消されたらすぐにエッジの属性を通常に戻す必要があり

ます。これを実現するため、バリアエッジ（Barrier Edge）、バリアノード（Barrier Node）の概念を打ち

出しました。バリアエッジ、バリアノードの設定を行うと、現状のネットワーク解析パラメーターと無関係

な独立したパラメーターを持つことができ、いつでも元の状態に戻せます。 

バリアノードの設定を行うには：メニューの「解析」-「ネットワーク解析」-「ネットワークバリアノードの

設定」 

バリアエッジの設定を行うには：メニューの「解析」-「ネットワーク解析」-「ネットワークバリアエッジ

の設定」 

13.4.6 交通ルール 

実際の交通ネットワークでは、特定の道路に片側通行、車両通行禁止などの規制が設定されて

います。ネットワークレイヤー上のエッジに交通規制を設定することにより、これらの特性を表現でき

ます。 
交通規制の設定を行うには：メニューの「解析」-「ネットワーク解析」-交通ルールの設定」 

13.4.7 ターンテーブル 

実際の交差点には、U ターン禁止、右折禁止など、さまざまな交通ルールがあります。ターンは、

こういった状態をモデル化したものであり、ネットワークレイヤー上のあるエッジから、途中ノードを通

過して他の隣接エッジに到達するプロセスです。このプロセスを設定するターンテーブルを作成する

ことにより、交差点の特性などを正確にシミュレーションできます。 

ターンテーブルには、エッジ開始フィールド（FromArcID）、エッジ終了フィールド（ToArcID）、ノー

ド ID フィールド（NodeID）、ノードコストフィールド（Cost）の 4 つのフィールドがあり、これらのフィール

ドとエッジ、ノードのフィールドは互いに関連しています。コストフィールドは、交差点の通過方式に

必要な「コスト」を表します。 
ターンテーブルの作成は：メニューの「解析」-「ネットワーク解析」-「ターンテーブルの作成」 
ターンテーブルの設定は：メニューの「解析」-「ネットワーク解析」-「ターンテーブルの設定」 
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13.4.8 エッジフィルタ 

道路は、国道、都道府県道、一般道など、等級に基づきいくつかの種類に分けられます。これと

同じように、複雑なネットワークモデルでは、属性データの違いに基づきエッジを分類します。全ての

エッジについてネットワーク解析を行うと、エッジの数が膨大になりすぎ、解析速度が遅くなることが

あります。これを解消するため、必要なエッジだけを選択してネットワーク解析を行うことも可能です。

例えば、ある都市から別の都市に車で行く場合、国道と都道府県道だけを選択してルート解析を実

行できます。これにより、同じ結果で解析速度が速くなります。エッジフィルターは、メニューバーから

「解析」 - 「ネットワーク解析」 - 「ネットワーク解析パラメーターの設定」を選択し、ダイアログボック

スで設定します。 

13.4.9 解析範囲の設定 

解析範囲の設定は、メニューバーから「解析」 - 「ネットワーク解析」 - 「解析範囲の設定」を選

択し、ドラッグ操作で範囲指定を行えば完了です。ネットワークレイヤー上で解析範囲を設定すると、

ネットワーク解析はこの範囲内で実行されます。 

13.5 ネットワーク解析環境 

ネットワーク解析を行う前に、関連の設定をして適した解析モデルを作成する必要があります。解

析に使用するネットワークデータ、フィールド関連関係の設定等で、ネットワーク解析環境を構築しま

す。各環境設定は解析結果に対して非常に重要なため、解析前に細かく設定する必要があります。 

13.5.1 ネットワーク解析環境設定 

環境設定の一部の属性はネットワークデータセットに対するもので、設定するフィールドもネットワ

ークデータセットのフィールドです。 

13.5.1.1 ネットワーク解析パラメータの設定 

操作 

「解析」 - 「ネットワーク解析」 - 「ネットワーク解析パラメータの設定」を選択すると、「ネットワー

ク解析パラメータの設定」ダイアログボックスが表示され（図 13.4）、各設定をします。 
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図 13.4 ネットワーク解析パラメータの設定ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 
 インピーダンスフィールドの設定：ネットワークデータセットのフィールドの中から、エッジの

正方向/逆方向のインピーダンス（抵 抗）を表すフィールドを 1 つ選択します。インピーダン

スは、1 つのポイントから他のポイントまでのコストで、距離、時間、コストなどのフィールドを

インピーダンスフィールドとすることができます。例えば 短の時間で A 点から B 点に着き

たい場合、時間フィールドをインピーダンスフィールドとし、ネットワーク解析のルート解析

機能を利用して A 点から B 点の 適ルートを求めます。正のインピーダンスはエッジの始

点から終点までのコスト、負のインピーダンスはエッジの終点から始点までのコストです。 

この 2 つのフィールドの設定は同じように指定でき（例えば長さをインピーダンスフィールド

に設定）、違うようにも指定できます（例えば時間をインピーダンスフィールドに設定した場

合、エッジの起点から終点までと終点から起点までにかかる時間が違うため）。 

 ID フィールドの設定：ネットワークデータセットの各ノード/エッジの唯一の ID となるフィール

ドです。ノード ID フィールドはネットワークデータセットのポイントデータセットにあり、エッジ

ID フィールドはネットワークデータセットのラインデータセットにあります。上の図のように

SmNodeID をノード ID フィールド、SmID をエッジ ID フィールドとし、ターンテーブルに「ノー

ド 120 で、エッジ 228 から 118 に、3 分かかる」という記録があれば、このノード 120 はネット

ワークノードデータセットの属性テーブルで SmNodeID フィールドを 120 とするノードで、エ
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ッジ 228 と 118 はネットワークラインデータセットの属性テーブルで SmID フィールドを 228

と 118 をとするエッジです。 

 ノード選択のトレランス：ネットワークノードを選択する際、マウスでクリックした場所とノード

の実際の位置との距離がこのトレランスより小さければ、そのノードは選択状態にあるといえ

ます。 
 エッジネットフィルタ：ネットワーク解析から除外するエッジを設定します。指定した条件を満

たすエッジはネットワーク解析の対象外となります。テキストボックスに直接条件を入力する

か、プルダウンメニューから「SQL 式」を選択し、表示された「SQL 式」ダイアログボックスで

条件式を作成します。 
 結果データ処理： 

結果データソース：ネットワーク解析の結果をデフォルトで保存するデータソースです。後

のネットワーク解析の結果をこのデータソースにデフォルトで保存します。 
データセット名再設定処理：ネットワーク解析の結果を保存する際、設定した結果データセ

ットと既存のデータセット名が同じ場合、デフォルトで処理します。重複名エラー提示、元

データセットを上書き、自動で再度名前設定、元データセットに追加の 4 つの方式がありま

す。 
 トレースマトリックスの設定：トレース解析の前提条件で、流向フィールドを指定し、トレース

マトリックスを作成します。 
 指定区域の使用：設定前に選択したマップウィンドウの一部の内容にのみ、このチェックボ

ックスが使用できます。選択すると、マップウィンドウ上で選択した部分のみに対してネット

ワーク解析を行います。「ネットワーク解析」ツールバーの「解析範囲の指定」と同様の機能

です。 

その他の操作方法 

 「ネットワーク解析」ツールバーの「ネットワーク解析パラメータの設定」ボタン をクリックし

ます。 

条件 

 ネットワークレイヤーを開いていること。 

注意事項 

 ネットワーク解析パラメータの設定はネットワーク解析の必須項目です。ネットワークパラメ

ータの設定保存は確実に行ってください。 

 「指定区域の使用」について： 
 条件として、現在のネットワークに選択したオブジェクトがある、もしくはもともと設定さ

れたネットワークパラメータでこの機能を使用。 

 「指定区域の使用」を使用すると、ネットワークデータセットを開いているマップ上に 1
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つの破線矩形が描画され、基本パラメータ設定の「指定区域」を表します。 

 「指定区域の使用」設定後、ネットワーク解析を実行時、選択しようとするノードが区域

外の場合は選択することができず、解析レポートにメッセージが表示されます。 

 トレース解析に関しては指定区域を指定することができません。 

13.5.1.2 ネットワークバリアノードの設定 

操作 

1. ネットワーク解析パラメータの設定後、インピーダンスフィールド、ID フィールド等を設定し

ます。 

2. 「解析」 - 「ネットワーク解析」 - 「ネットワークバリアノードの設定」を選択すると、「バリア

ノードの設定」ダイアログボックスが表示されます。 

3. バリアノードの選択方法は、マウスで設定、インポート、SQL 式の 3 通りです。マウスで設定

するにはネットワークレイヤー上で、マウスをクリックして選択します。SQL 式は条件式を作

成して、バリアノードを抽出します。インポートは既存のポイントデータセットを、バリアノー

ドとして読み込みます。  

4. 「OK」をクリックすると、バリアノードとして設定します。デフォルトでは  でバリアノードを

ハイライト表示します。 

あるノードをネットワークバリアノードに設定すると、ネットワーク解析時、このノードを経過する

とその他のノードには到達することができません。 

条件 

 ネットワークレイヤーを開いていること。 

 ネットワーク解析パラメータの設定を行った後で実行してください。 

13.5.1.3 ネットワークバリアエッジの設定 

操作 

1. ネットワーク解析パラメータの設定後、インピーダンスフィールド、ID フィールド等を設定し

ます。 

2. 「解析」 - 「ネットワーク解析」 - 「ネットワークバリアエッジの設定」を選択すると、「バリア

エッジの設定」ダイアログボックスが表示されます。 

3. バリアエッジの選択方法は、マウスで設定、SQL 式の 2 通りです。マウスで設定するにはネ

ットワークレイヤー上で、マウスをクリックして選択します。SQL 式は条件式を作成して、バリ

アエッジを抽出します。  

4. 「OK」をクリックすると、バリアエッジとして設定します。デフォルトでは赤色でバリアエッジを



 

294 

ハイライト表示します。 

あるエッジをネットワークバリアエッジに設定すると、ネットワーク解析時、このエッジを接続す

る 2 つのノードはつながりません。 

 

条件 

 ネットワークレイヤーを開いていること。 

 ネットワーク解析パラメータの設定を行った後で実行してください。 

13.5.1.4 交通規則の設定 

機能 
エッジに対し、一方通行、通行禁止などの交通規制を設定します。 

操作 

1. ネットワーク解析パラメータの設定後、インピーダンスフィールド、ID フィールド等を設定し

ます。 

2. 「解析」 - 「ネットワーク解析」 - 「交通規制の設定」を選択すると、「交通規制の設定」ダ

イアログボックスが表示されます。 

3. 「フィールド選択」で、プルダウンメニューからフィールドを選択し、交通規制フィールドを設

定します。 

4. 「交通規制の設定」で、交通規制を設定します。交通規制には、正の片側通行、逆の片側

通行、両側通行、通行禁止の 4 種類あります。「設定」ボタンをクリックしてフィールド値を

設定すると、そのフィールド値を持つエッジに該当する交通規制が適用されます。 

5. 「OK」をクリックします。 

注意事項 

 「交通規制の設定」で、正の片側通行、逆の片側通行、両側通行、通行禁止にフィールド

値を設定すると、設定したフィールド値を持つエッジは、該当する交通規制を持ちます。 

 交通規制フィールドは整数型もしくは長整数型でのみ設定可能です。 

条件 

 ネットワークレイヤーを開いていること。 

 ネットワーク解析パラメータの設定を行った後で実行してください。 

例 

 「SmID」を交通規制フィールドに設定し、「正の片側通行」を「1、2、3」に設定すると、

「SmID」の値が 1、2、3 のアークはすべて正の片側通行（始点から終点の方向のみアクセ

ス可能）となります。 
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13.5.1.5 ターンテーブルの設定 

ターンテーブルデータセット作成の基本操作 

1. ネットワーク解析パラメータの設定後、インピーダンスフィールド、ID フィールド等を設定し

ます。 

2. メニューから「解析」-「ネットワーク解析」-「ターンテーブルの作成」を選択すると、「ターン

テーブルデータセット作成」ダイアログボックスが表示されます。  

3. 「元データ」でターンテーブルを作成するネットワークデータセットを選択して、ノードフィル

タリングの条件を設定します。条件に合致するノードのターン情報のみ生成したターンテ

ーブルデータセットに追加されます。  

4. 「結果データ」で生成したターンテーブルデータセット名とターンテーブルデータセットを保

存するデータソースを設定します。  

5. 「OK」ボタンをクリックし、操作を完了します。 

ターンテーブルデータセット設定の基本操作 

1. ネットワーク解析パラメータの設定後、インピーダンスフィールド、ID フィールド等を設定し

ます。 

2. 「解析」 - 「ネットワーク解析」 - 「ターンテーブルの設定」を選択すると、「ターンテーブ

ルの設定」ダイアログボックスが表示されます。 

3. 「ターンテーブルの指定」で、ターンテーブルとして使用するデータセットを選択します。純

属性データセットのみ選択できます。また、ターンテーブルは 1 つしか選択できません。  

4. 「指定フィールド」で、エッジ開始フィールド、エッジ終了フィールド、ノード ID フィールド、ノ

ードコストフィールドを選択します。これらのフィールドは、すべてターンテーブルのフィー

ルドから選択します。  

 エッジ開始フィールド：ノードに当たっているカーブは通常、2 つのエッジが含まれま

す。1 つは開始エッジとなり、1 つは終了エッジとなります。「エッジ開始フィールド」で

フィールドを選択し、カーブの開始エッジを表わします。 
 エッジ終了フィールド：「エッジ終了フィールド」でフィールドを選択し、カーブの終了

エッジを表わします。 
 ノード ID フィールド：方向転向を表わす唯一のフィールドです。 
 ノードコストフィールド：特定したカーブを記録するためです。このカーブにあてはまる

ノードのコストを示すフィールドを選択します。 
5. 「ターンテーブルの作成」をクリックします。  

注意事項 

 「ターンテーブルを閉じる」をクリックすると、ターンテーブルを使用しない状態となり、ボタ
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ンは「ターンテーブルを開く」に変わります。このボタンをクリックすると、閉じたターンテー

ブルを開いて使用できます 

 「ターンテーブル使用しない」をクリックすると、設定したターンテーブルを削除します。次

にターンテーブルを起動するには、新たに設定をしなければなりません。 

条件 

 ネットワークレイヤーを開いていること。 

 ネットワーク解析パラメータの設定を行った後で実行してください。 

13.5.1.6 解析スタイルの設置 

機能 

ネットワーク解析パラメータの設定を行った後で実行してください。 

操作 

1. ネットワーク解析パラメータの設定後、インピーダンスフィールド、ID フィールド等を設定し

ます。  

2. 「解析」 - 「ネットワーク解析」 - 「解析スタイルの設定」を選択すると、「解析スタイルの設

定」ダイアログボックスが表示されます（図 13.5）。  

3. ポイント、ライン、ポリゴン等のスタイルを設定します。  

4. 「設定保存」ボタンをクリックすると、設定したスタイルを保存します。  

5. デフォルトスタイルを使う場合は、「デフォルト」ボタンをクリックします。  

注意事項 

 解析スタイルの設定を行う前に、「ネットワーク解析パラメータの設定」を実行し、保存してく

ださい。 

条件 

 ネットワークレイヤーを開いていること。 

 ネットワーク解析パラメータの設定を行った後で実行してください。 
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図 13.5 解析スタイルの設定 

13.5.2  近隣解析パラメータの設定 

機能 
ネットワークに関する連結解析を行うために、そのパラメータを設定します。 

操作 

1. ネットワーク解析パラメータの設定後、インピーダンスフィールド、ID フィールド等を設定し

ます。 

2. 「解析」 - 「ネットワーク解析」 - 「近隣解析パラメータの設定」を選択すると、「近隣解析

パラメータの設定」ダイアログボックスが表示されます。 

3. 解析方向を選択します。 

4. 検索レベルを入力します。 

検索の深さを指定するパラメータです。選択したノードと 1 本のエッジで連結している全てのノ

ードを、第 1 レベルのノードと呼びます。第 1 レベルのノードと、1 本のエッジで連結している全て

のノードを、第 2 レベルのノードと呼びます。同様に、第 3 レベルのノード、第 4 レベルのノード・・・、

と分類できます。選択したノードと直接連結している全てのエッジを、第 1 レベルのエッジと呼びま

す。第1レベルのノードと直接連結している全てのエッジを、第2レベルのエッジと呼びます。同様

に、第 3 レベルのエッジ、第 4 レベルのエッジ・・・、と分類できます。アクセス可能ノード（エッジ）

解析では、設定した検索レベルのノード（エッジ）まで検索を行い、それ以上のレベルのノード（エ

ッジ）については検索しません 

5. 「OK」をクリックすると、設定を保存します。 
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その他の操作方法 

 「ネットワーク解析」ツールバーの「近隣解析パラメータの設定」ボタン をクリックします。 

条件 

 ネットワークレイヤーを開いていること。 

 ネットワーク解析パラメータの設定を行った後で実行してください。 

13.5.3 リソース配分と需要と供給解析パラメータの設定 

13.5.3.1 センターデータセットの作成 

機能 
センターに関する情報を（ 大インピーダンス、リソース量、センタータイプをセンター等）設定して、

ポイントデータセットに保存することで、リソース配分や需要と供給を実行しやすくします(リソース配

分や需要と供給の条件は指定センターです)。 

操作 

1. ネットワーク解析パラメータの設定で、ルート解析インピーダンスフィールド、ノード/エッジ

ID フィールドなどを設定します。 

2. メニューから「解析｣-「ネットワーク解析」- 「センターポイントデータセットの作成」を選択す

ると、「センターポイントデータセットの作成」ダイアログボックスが表示されます（図 13.6）。 

3. 「センターパラメータ」範囲で 大インピーダンス、リソース量、センタータイプを選択します。

このパラメータを選択すると、「マウスで選択」または「SQL 式」を使用してセンターを選択

する場合、選択したフィールドによりリストボックスのセンターと対応するパラメータに値を付

与します。  

注：センターの選択方法が「インポート」である場合、しかもインポートするポイントデータセ

ットにも各センターの関連情報が保存されている場合、「インポートセンター」ダイアログボ

ックスに対応するリソース量、 大インピーダンス、センタータイプフィールドを選択するこ

とができます。これにより、センターをインポートした後、該当するデータセットに保存され

たセンター情報が一緒にリストボックスにインポートされます。 

4. センターの選択方法はマウスで選択、SQL 式、インポートの 3 通りです。マウスで選択方法

は、クリックするとネットワークレイヤーのノードをセンターとして選択できます。 SQL 式選

択方法は、SQL 言語を入力して条件式を作成し、条件に合致するセンターを指定します。

インポート方法は既存のポイントデータセット中のポイントをセンターとしてインポートしま

す。  

5. センターに対して、リソース量、 大インピーダンス、センターのタイプなど、各種パラメー
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タを設定します。リストボックスで対応するテキストボックスから直接修正できます。いくつか

のセンターの情報が同じである場合、リストボックスで同じ値を使用して選択したセンター

を統一して修正することができます。  

6. 「結果設定」範囲で作成したセンターデータセット名を入力して、センターデータセットに

指定するかどうか、レイヤーウィンドウに追加するかどうかを選択します。  

7. 「OK」をクリックすると、センターデータセットを作成します。 

 
図 13.6 センターデータセットの作成ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 センター情報リストボックス：センターに関する情報を表示/設定します。 大インピーダン

ス、リソース量、センタータイプをセンターごとに設定できます。 
順番：センターの順序を表わす番号です。 
ノード ID：「インポート」で設定する場合、「ノードのインポート」ダイアログボックスで選択す

る「関連フィールド」のフィールド値となります。「マウスで選択」または「SQL 式」でノードを

設定する場合、「ネットワーク解析パラメータの設定」で指定した「ノード ID フィールド」のフ

ィールド値となります。 
リソース量：リソース量の値は編集可能です。このセンターが提供できる 大リソース量を

表します。 
大インピーダンス： 大インピーダンスは編集可能です。リソース需要量を持つオブジ

ェクト（ノードまたはエッジ）から、センターまでのインピーダンス値が 大インピーダンスよ

りも大きい場合、そのオブジェクトにはリソースは配分されません。 
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センターのタイプ：センタープルダウンメニューが表示され、3 種類の中から選択できます：

固定センター、移動センター、非センター。固定センターはリソース配分解析で使用します。

固定センターと移動センターは需要と供給解析で使用します。非センターは、この 2 つの

解析を行う場合に無視するセンターです。 
 センターノードのパラメータ：「マウスで選択」または「SQL 式」でセンターを選択した場合に

適用します。センターノードのパラメータはリストボックスで対応しているフィールドがありま

す。この 3 つのパラメータを指定した後でセンターを選択すると、リストボックスにこのパラメ

ータが表示されます。 
リソース量：センターが提供できるリソース量を示すフィールドを選択します。 

大インピーダンス：センターの 大インピーダンスを示すフィールドを選択します。 
センターのタイプ：センタータイプを示すフィールドを選択します。選択したフィールドも数

値型フィールドで、フィールド値 1 は、該当するセンターは移動センターです。2 は、該当

するセンターは固定センターです。0 または他の数字は、非センターです。 
 選択方法 

マウスで選択：クリックすると、ネットワークレイヤーのノードを、センターとして選択できま

す。 
SQL 式：SQL 言語を作成して、条件に合致するノードをセンターに指定します。 
インポート：クリックすると、「センターのインポート」ダイアログボックスが表示されます。選

択したポイントデータセットの中のポイントを、センターとして指定します。関連フィールド名、

リソースフィールド名、インピーダンスフィールド名、センタータイプフィールド名を選択でき

ます。 
 データセットの設定：「センター情報」リストボックスのセンターに対して、上へ移動、下へ移

動、すべて選択、選択の反転、削除などの操作を行います。 
 統一付与：リストボックスの内容を選択して、ボタンをクリックすると、リストボックスで選択し

たセンターパラメータを統一して設定することができます。 
 結果設定 

センターデータセット：センターデータセット名を指定します。デフォルト設定のデータセット

名は CenterDT です。 
センターデータセットに指定：作成したデータセットをセンターにします。 
マップウィンドウに追加：作成したデータセットをマップウィンドウに追加します。 

条件 

 ネットワークレイヤーを開いていること。 

 ネットワーク解析パラメータの設定を行った後で実行してください。 
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13.5.3.2 センターポイントデータセットの指定 

機能 
ポイントデータセットのすべてのポイントオブジェクトをリソースの中心として設定します。 

操作 

1. ネットワーク解析パラメータの設定で、ルート解析インピーダンスフィールド、ノード/エッジ

ID フィールドなどを設定します。 

2. 「解析」 - 「ネットワーク解析」 - 「センターポイントデータセットの指定」を選択すると、

「 センターポイントデータセットの指定」ダイアログボックスが表示されます（図 13.7）。 

 
図 13.7 センターデータセットの設定ダイアログボックス 

3. センターポイントデータセットを選択します。ネットワークレイヤー上でセンターデータセット

を選択すると、 このデータセット中のすべてのポイントオブジェクトがリソースセンターとし

て指定されます。  

4. 関連フィールドを選択します。設定したフィールドとネットワークフィールドの「ノード ID フィ

ールド」が関連付けられ、センターノードのインポートをします。関連フィールドを設定する

と、選択した関連フィールド値によりポイントデータセットのポイントをネットワークデータセ

ットの対応するノード位置に 、インポートします。例えば、選択する関連フィールドは ID で、

ネットワークデータセットのノード ID フィールドは SmNodeID である場合、ノードをインポート

する時、まずポイントデータセット属性テーブルの ID フィールド値を判断します。ID フィー

ルド値が 1 になるポイントに対して、ネットワークノードデータセットで SmNodeID フィールド

値が 1 になるノードを検索して、センターを設定します。  

5. リソースフィールドを選択すると、選択したフィールドをセンターリソース量として指定しま

す。  
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6. インピーダンスを選択すると、選択したフィールドをセンターの 大インピーダンスとして指

定します。  

7. センターポイントタイプを示すフィールドを選択します。選択したフィールドが数値型フィー

ルドで、 フィールド値の違いでセンターのタイプを表します。フィールド値 が 1 の場合は

移動センター、2 の場合は固定センター、0 または他の数字は非センターを表します。  

8. 「OK」をクリックすると、センターポイントデータセットの指定を実行します。  

条件 

 ネットワークレイヤーを開いていること。 

 ネットワーク解析パラメータの設定を行った後で実行してください。 

13.5.4 トレース解析パラメータの設定 

トレース解析を行うために、まずは「ネットワーク解析パラメータの設定」で「トレースマトリックスの作

成」を選択し、流向フィールドを指定してトレースマトリックスを作成します。 

13.5.4.1 トレース解析流向の作成 

操作 

1. ネットワーク解析パラメータを設定します。ルート解析インピーダンスフィールド、ノード/エ

ッジ ID フィールドなどを設定し、トレースマトリックスの作成を選択して流向フィールドを指

定します。 

2. 「解析」-「ネットワーク解析」-「トレース解析流向の作成」を選択すると、「トレース解析流向

の作成」ダイアログボックスが表示されます（図 13.8）。  
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図 13.8 トレース解析流向の作成ダイアログボックス 

3. 「ネットワークパラメータ」でトレース解析流向を作成したいデータセットを選択します。  

4. 「新規フィールド」で作成する水源・合流フィールド、流向フィールドに名前をつけます。河

川流の階級フィールドを作成する必要がある場合は、「河川流の階級の作成」を選択し、

テキストボックスに階級フィールド名を直接入力します。  

5. 「水源・合流の設定」で、ポイントレイヤー上のポイントオブジェクトをネットワークレイヤーの

水源・合流ポイントとしてインポートします。「インポート」ボタンをクリックすると、「ノードのイ

ンポート」ダイアログボックスが表示されます。リストボックスのタイプを直接クリックし、ノード

タイプを修正することができます。  

6. 「OK」をクリックし、操作を完了します。  

13.5.4.2 トレース解析流向の再作成 

操作 

1. ネットワーク解析パラメータを設定します。ルート解析インピーダンスフィールド、ノード/エ

ッジ ID フィールドなどを設定し、トレースマトリックスの作成を選択して流向フィールドを指

定します。  

2. 「解析」-「ネットワーク解析」-「トレース解析流向の再作成」を選択すると、「トレース解析流

向の再作成」ダイアログボックスが表示されます（図 13.9）。  
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図 13.9 トレース解析流向の再作成ダイアログボックス 

3. 「インポート」ボタンをクリックすると、「ノードのインポート」ダイアログボックスが表示され、ポ

イントレイヤー上のポイントオブジェクトをネットワークレイヤーの水源・合流ポイントとしてイ

ンポートできます。  

4. 水源・合流フィールドを指定します。  

5. 流向フィールドを指定します。  

6. 河川流階級フィールドを選択、指定することもできます。  

7. 「OK」をクリックし操作を完了します。  

条件 

 ネットワークレイヤーを開いていること。 

 「ネットワーク解析パラメータの設定」ダイアログボックスで「トレースマトリックス作成」を選択

すること。 

13.6 ネットワーク解析機能 

13.6.1 近隣解析 

近隣解析は、主にネットワークレイヤー上のノードまたはエッジの検索に用いられます。他に、2 つ

のノードが連結されているかどうか判断するノード連結解析があります。近隣解析を行う場合は、通

行禁止を除いてネットワークインピーダンス値を考慮する必要がなく、ノードとエッジは接続されてい

る／いないの区別があるだけです。 
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13.6.1.1 隣接ノード解析 

機能 
ネットワークデータセットの中で、選択したノードと隣接するノードを全て検索します。 

操作 

1. ネットワーク解析パラメータの設定で、ルート解析インピーダンスフィールド、ノード/エッジ

ID フィールドなどを設定します。 

2. 近隣解析パラメータの設定をします。 

3. 「解析」 - 「ネットワーク解析」 - 「隣接ノード解析」を選択します。 

4. マップのネットワークレイヤー上でノードを選択すると、このノードと隣接するノードがデフォ

ルトの色で、選択したノードが赤色のポイントで表示されます。 

操作終了後、すべてのハイライト表示ポイントは、ESC キーでハイライトを解除します。 

その他の操作方法 

 「ネットワーク解析」ツールバーの「隣接ノード解析」ボタン をクリックします。 

条件 

 ネットワークレイヤーを開いていること。 

 ネットワーク解析パラメータの設定を行った後で実行してください。 

 近隣解析パラメータの設定を行った後で実行してください。 

13.6.1.2 アクセス可能ノード解析 

機能 
選択したノードに、設定した条件でアクセス可能なノードの検索を行います。 

操作 

1. ネットワーク解析パラメータの設定で、ルート解析インピーダンスフィールド、ノード/エッジ

ID フィールドなどを設定します。 

2. 近隣解析パラメータの設定で、解析方向、検索階級などのパラメータを設定します。 

3. 「解析」 - 「ネットワーク解析」 - 「アクセス可能ノード解析」を選択します。 

4. マップのネットワークレイヤー上でノードを選択すると、このノードが赤色のポイントで、ノー

ドからアクセス可能なノードがデフォルトの色のポイントで表示されます。 

操作終了後、すべてのハイライト表示されたポイントは、ESC キーでハイライトを解除します。 

その他の操作方法 

 「ネットワーク解析」ツールバーの「アクセス可能ノード解析」ボタン をクリックします。 

条件 
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 ネットワークレイヤーを開いていること。 

 ネットワーク解析パラメータの設定を行った後で実行してください。 

 近隣解析パラメータの設定を行った後で実行してください。 

13.6.1.3 アクセス可能エッジ解析 

機能 
選択したノードに、設定した条件でアクセス可能なエッジの検索を行います。 

操作 

1. ネットワーク解析パラメータの設定で、ルート解析インピーダンスフィールド、ノード/エッジ

ID フィールドなどを設定します。 

2. 近隣解析パラメータの設定で、解析方向、検索階級などのパラメータを設定します。 

3. 「解析」 - 「ネットワーク解析」 - 「アクセス可能エッジ解析」を選択します。 

4. マップのネットワークレイヤー上でノードを選択すると、このノードが赤色のポイントで、ノー

ドからアクセス可能なエッジがデフォルトの色のラインで表示されます。 

操作終了後、すべてのハイライト表示ポイントは、ESC キーでハイライトを解除します。 

その他の操作方法 

 「ネットワーク解析」ツールバーの「アクセス可能エッジ解析」ボタン をクリックします。 

条件 

 ネットワークレイヤーを開いていること。 

 ネットワーク解析パラメータの設定を行った後で実行してください。 

 近隣解析パラメータの設定を行った後で実行してください。 

13.6.1.4 クリティカルノード解析 

機能 
ネットワークレイヤー上で、指定した 2 つのノード間で必ず通らなければならないノードを検索しま

す。 

操作 

1. ネットワーク解析パラメータの設定で、ルート解析インピーダンスフィールド、ノード/エッジ

ID フィールドなどを設定します。 

2. 近隣解析パラメータの設定をします。 

3. 「解析」 - 「ネットワーク解析」 - 「クリティカルノード解析」を選択すると、「クリティカルノー

ド解析」ダイアログボックスが表示されます。 
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4. 「開始点」ボタンをクリックし、ネットワークレイヤー上のノードを指定します。開始点として指

定したノードは、赤色のポイントで表示されます。 

5. 「終了点」ボタンをクリックし、ネットワークレイヤー上のノードを指定します。終了点として指

定したノードは、赤色のポイントで表示されます。 

開始点と終了点を指定すると、2 つのノード間で必ず通らなければならないノードを検索し、

デフォルトの色のポイントで表示します。「クリティカルエッジ解析」ダイアログボックスに、検索し

たポイント数が表示されます。 

その他の操作方法 

 「ネットワーク解析」ツールバーの「クリティカルノード解析」ボタン をクリックします。 

条件 

 ネットワークレイヤーを開いていること。 

 ネットワーク解析パラメータの設定を行った後で実行してください。 

 近隣解析パラメータの設定を行った後で実行してください。 
 ヒント 

 解析が完了した後、「クリティカルノード解析」ダイアログボックスが開いている状態で、続

けて他のノードを指定して解析を行うことができます。ESC キーを押して、マップ中のハイラ

イト表示されたノード/エッジをクリアしてから、再度手順 4、5 を繰り返してください。 

13.6.1.5 クリティカルエッジ解析 

機能 
ネットワークレイヤー上で、指定した 2 つのノード間で必ず通らなければならないエッジを検索しま

す。 

操作 

1. ネットワーク解析パラメータの設定で、ルート解析インピーダンスフィールド、ノード/エッジ

ID フィールドなどを設定します。 

2. 近隣解析パラメータの設定をします。 

3. 「解析」 - 「ネットワーク解析」 - 「クリティカルエッジ解析」を選択すると、「クリティカルエ

ッジ解析」ダイアログボックスが表示されます。 

4. 「開始点」ボタンをクリックし、ネットワークレイヤー上のノードを指定します。開始点として指

定したノードは、赤色のポイントで表示されます。 

5. 「終了点」ボタンをクリックし、ネットワークレイヤー上のノードを指定します。終了点として指

定したノードは、赤色のポイントで表示されます。 

開始点と終了点を指定すると、2 つのノード間で必ず通らなければならないエッジを検索し、
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デフォルトの色のラインで表示します。「クリティカルエッジ解析」ダイアログボックスに、検索した

ライン数が表示されます。 

その他の操作方法 

 「ネットワーク解析」ツールバーの「クリティカルエッジ解析」ボタン をクリックします。 

条件 

 ネットワークレイヤーを開いていること。 

 ネットワーク解析パラメータの設定を行った後で実行してください。 

 近隣解析パラメータの設定を行った後で実行してください。 
ヒント 

 解析が完了した後、「クリティカルエッジ解析」ダイアログボックスが開いている状態で、続

けて他のノードを指定して解析を行うことができます。ESC キーを押して、マップ中のハイラ

イト表示されたノード/エッジをクリアしてから、再度手順 4、5 を繰り返してください。 

13.6.1.6 ノード連結解析 

機能 
ネットワークレイヤー上で、2 つのノードがアクセス可能かどうかを解析します。 

操作 

1. ネットワーク解析パラメータの設定で、ルート解析インピーダンスフィールド、ノード/エッジ

ID フィールドなどを設定します。 

2. 近隣解析パラメータの設定をします。 

3. 「解析」 - 「ネットワーク解析」 - 「ノード連結解析」を選択すると、「2 点連結の判断」ダイ

アログボックスが表示されます。 

4. 「開始点」ボタンをクリックし、ネットワークレイヤー上のノードを指定します。開始点として指

定したノードは、赤色のポイントで表示され、座標値が「開始点座標」に表示されます。 

5. 「終了点」ボタンをクリックし、ネットワークレイヤー上のノードを指定します。終了点として指

定したノードは、赤色のポイントで表示され、座標値が「終了点座標」に表示されます。 

6. ダイアログボックスにアクセス可能か不可能かが表示されます。 

その他の操作方法 

 「ネットワーク解析」ツールバーの「ノード連結解析」ボタン をクリックします。 

条件 

 ネットワークレイヤーを開いていること。 

 ネットワーク解析パラメータの設定を行った後で実行してください。 

 近隣解析パラメータの設定を行った後で実行してください。 
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ヒント 

 解析が完了した後、「ノード連結解析」ダイアログボックスが開いている状態で、続けて他

のノードを指定して解析を行うことができます。ESC キーを押して、マップ中のハイライト表

示されたノード/エッジをクリアしてから、再度手順 4、5 を繰り返してください。 

13.6.2 適ルート解析 

適ルートとは、ネットワーク中の 2 点間の抵抗が も少ないルートで、ノードの選択順に基づき

アクセスしていかなければなりません。つまり指定した順序で一連のポイントを経る 適なルートです。

例えば順番で 1、2、3、4 の 4 つのノードにアクセスする場合、则 别需要分 找到 1、2 間の 適ルート

R1_2、2、3 間の 適ルート R2_3、3、4 間の 適ルート R3_4 をそれぞれ求めなければならず、1、2、3、

4 の順にアクセスする 適なルートは R= R1_2 + R2_3 + R3_4 となります。 

抵抗が も少ないというのには様々な解釈があり、例えば時間が 短、費用が 低、風景が良い、

道路状況が良い、橋が少ない、料金所が少ない等で、またそれらを組み合わせ、道路状況が良く料

金所が少ない等です。 

ルート解析の基本操作 

1. ネットワーク解析パラメータの設定で、ルート解析インピーダンスフィールド、ノード/エッジ

ID フィールドなどを設定します。 

2. 「解析」 - 「ネットワーク解析」 - 「 適ルート解析」を選択すると、「 適ルート解析」ダイア

ログボックスが表示されます（図 13.10）。 

3. ネットワークレイヤー上のノードまたは座標点を選択できます。ネットワークノードを選択する

場合、ネットワークデータのノード位置のみを、ルート解析ノードとして指定します。座標点を

選択する場合、ネットワークデータで任意の位置を選択できます。  

4. ノードの選択方法は、3 つ があります：マウスで選択、SQL 式、インポート。マウスで選択方

法は、クリックすると、ネットワークレイヤーのノードを、センターとして選択できる方法です。

SQL 式方法は、ここで SQL 言語を入力して条件式を作成し、条件に合致するノードを指定

する方法です。インポート方法は、選択したポイントデータセットの中のポイントを、解析ノー

ドとして指定する方法です。  

注： 適ルートを解析する場合、順序でリストボックスのノード 解析します。リストボックスで、

選択したノードを上または下へ移動します。これにより、ノードの順番が変わります。 

5. ルート解析を開始点に戻すを選択します。チェックボックスをクリックすると、順番ですべて

のノードをアクセスする 適ルートを解析 した後、 後のノードから開始点にまでのルート

を解析します。  

6. 「結果設定」オプションを選択すると、結果解析の設定を実行します。  
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7. ルートデータセットを保存を選択すると、解析した 適ルートをルートデータセットとして保

存します。  

8. ノード情報を保存を選択 すると、解析の結果通過したすべてのノード情報を保存します。  

9. エッジ情報を保存を選択すると、解析の結果通過したすべてのエッジ情報を保存します。  

10. ノード集計情報を保存を選択すると、開始点、終了点、コストなどを含み、解析したノード集

計の解析結果を属性テーブルとして保存します。  

11. ドライブガイド情報を保存を選択 すると、解析の結果通過したノード とエッジの情報を属

性テーブルとして保存します。 どのエッジから、どのノードを経過して、どのエッジに到達し

たか、ターンの角度などの情報を含みます。  

12. 「解析」ボタンをクリックすると、ルートを解析します。 

その他の操作方法 

 「ネットワーク解析」ツールバーの「 適ルート解析」ボタン をクリックします。 

条件 

 ネットワークレイヤーを開いていること。 

 ネットワーク解析パラメータの設定を行った後で実行してください。 

注意事項 

 マウスで選択したノードは、ポイントデータセットにエクスポートできます。これと同じノード

で再度ルート解析を行う場合は、このポイントデータセットをインポートすると、効率よく解

析を実行できます。  

 解析のノードタイプに「ネットワークノード」を選択した場合、解析はネットワークノード ID、

設定したエッジ ID 及びそのトポロジ関係に基づいて実行されます。このノードタイプの解

析速度は比較的速いです。 
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ノード設定 結果設定 

図 13.10 適ルート解析ダイアログボックス 

13.6.3 巡回ルート解析 

指定した全てのノードを巡回する 短のルートを検索します。 

SuperMap GIS の巡回ルート解析では、起点を指定します。デフォルトでは第 1 ノードを起点としま

す。終点を指定する場合は、 後に終点にアクセスします。起点と終点が同じ場合、つまり 終的に

起点に戻る場合は、それを起終点をします。 

ルート解析時にはターンテーブルを使用したり、バリアエッジ、バリアノードの動態設定をしたりす

ることができます。ルート解析の途中結果をメモリに保存し、ターンテーブル作成後、それを同様にメ

モリに読取り、バリアの動態設定があれば、ターンテーブルの値がメモリ内で修正されます。 

 

巡回ルート解析の基本操作 

1. ネットワーク解析パラメータの設定で、ルート解析インピーダンスフィールド、ノード/エッジ

ID フィールドなどを設定します。 

2. 「解析」-「ネットワーク解析」-「巡回ルート解析」を選択すると、「巡回ルート解析」ダイアログ

ボックスが表示されます（図 13.11）。  
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図 13.11 巡回ルート解析ダイアログボックス 

3. ネットワークノードあるいは座標点からネットワーク解析のノードタイプを選択します。選択し

たノードタイプがネットワークノードの場合、ネットワークデータのノード位置のみが巡回ルー

ト解析のノードとなり、座標点の場合は、ネットワークデータのどのポイントも巡回ルート解析

のノードとすることができます。  

4. ノードの選択方法を選択します。マウス選択、SQL 式、インポートの 3 種類の選択方法があ

ります。マウス選択は、ネットワークレイヤーで直接マウスをクリックして指定します。SQL 式

は、SQL により条件を満たすノードをセンターポイントとします。インポートは、ポイントデータ

セットのポイントオブジェクトを解析ノードとしてインポートします。 

5. ノード設定リストボックスでタイプをクリックして、プルダウンリストから起点、中間点、終点を選

択します。 

6. 「結果設定」オプションタブを選択し、解析結果を設定します。  

7. 「解析」をクリックすると、 適なルートを解析し、それをルートデータセットに保存してネット

ワークレイヤー上に青色で表示します。 

また、「走行レポート確認」ボタンをクリックすると、解析結果を見ることができます。 

その他の操作方法 

 「ネットワーク解析」ツールバーの「ルート解析」ボタン をクリックします。 

注意事項 

 ノード情報は、ポイントデータセットとしてエクスポートすることができ、以降、類似した解析

を行う際に直接インポートして使用することができます。 

 解析したノードのタイプが「ネットワークノード」の場合、解析時にノードの「ネットワークノー

ド ID」、設定した「エッジ ID」及びトポロジ関係に基づいて解析をします。ノードタイプの場
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合、解析速度が比較的速くなります。 

条件 

 ネットワークレイヤーを開いていること。 

 ネットワーク解析パラメータの設定を行った後で実行してください。 

13.6.4 近隣施設解析 

近隣施設の解析とは、ネットワークレイヤーで一連の施設点を与え、指定した 1 つのイベントポイ

ントから も近い1つまたは複数の施設点を検索し、イベントポイントと施設点の間のルートを表示す

る機能です。注：ここでの距離はイベントポイントから施設まで（あるいは施設からイベントポイントま

で）の 適ルートの距離のことを指します。 

近隣施設解析の基本操作 

1. ネットワーク解析パラメータの設定で、ルート解析インピーダンスフィールド、ノード/エッジ

ID フィールドなどを設定します。 

2. 「解析」 - 「ネットワーク解析」 - 「近隣施設解析」を選択すると、「近隣施設解析」ダイアロ

グボックスが表示されます（図 13.12）。 

 
 

施設点の設定 パラメータの設定 
図 13.12 近隣施設解析ダイアログボックス 

3. ネットワークレイヤー上のノードまたは座標点を選択できます。ネットワークノードを選択する

場合、ネットワークデータのノード位置のみを、ルート解析ノードとして指定します。座標点を

選択する場合、ネットワークデータで任意の位置を選択できます。  
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ノードの選択方法は、3つあります：マウスで選択、SQL式、インポート。マウスで選択方法

は、クリックすると、ネットワークレイヤーのノードを、センターとして選択できる方法です。

SQL 式方法は、ここで SQL 言語を入力して条件式を作成し、条件に合致するノードを指定

する方法です。インポート方法は、選択したポイントデータセットの中のポイントを、解析ノー

ドとして指定する方法です。 

4. 「パラメータの設定」オプションを選択して、解析パラメータを設定します。 

5. イベントポイントのタイプを選択します。ネットワークノードの場合はネットワークレイヤーのノ

ードのみをイベントポイントとして指定します。座標点の場合はネットワークレイヤーの任意

の位置をイベントポイントとして指定します。 

6. イベントポイント位置情報を設定します。マップ上でマウスでポイントをクリックするか、テキス

トボックスに直接イベントポイントの座標あるいはノード ID を入力します。また、「インポート」

ボタンでポイントをイベントポイントとしてインポートすることもできます。 

7. 施設点の検索方向を選択します。エッジの正のインピーダンスフィールドと負のインピーダ

ンスフィールドの違いにより、施設点から検索をする 場合とイベント点から検索をする場合

では結果が異なることがあります。 

8. 検索半径を設定すると、イベントポイントを中心とする指定した半径の範囲で、近隣施設を

検索します。その単位は「ネットワーク解析パラメータの設定」で選択した正のインピーダン

スフィールドと負のインピーダンスフィールドの単位と同じです。 

9. 検索半径を設定すると、イベントポイントを中心とする指定した半径の範囲で、近隣施設を

検索します。検索する施設点の個数は、実際検索された施設の個数より少ない、もしくは等

しくなります。 

10. 「結果設定」オプションを選択すると、結果解析の設定を実行します。 

11. ルートデータセット新規作成を選択すると、解析の結果通過したルートデータをルートデー

タセットに保存します。 

12. ノード情報を保存を選択すると、解析の結果通過したノード情報を保存します。 

13. エッジ情報を保存を選択すると、解析の結果通過したエッジ情報を保存します。 

14. 走行レポート生成を選択すると、解析の結果通過したノード とエッジの情報を属性テーブ

ルとして保存します。 のエッジからどのノードを経過してどのエッジに到達したか、ターンの

方向等の情報を記録します。 

15. トラッキングレイヤー上で解析結果を表示するかどうかを選択します。 

16. 「解析」をクリックすると、検索半径内の近隣施設と 適ルートが検索され、ルートをルートデ

ータセットに保存してネットワークレイヤーで青色表示します。 

その他の操作方法 

 「ネットワーク解析」ツールバーの「近隣施設解析」ボタン をクリックします。 
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注意事項 

 解析するセンターのタイプに「ネットワークノード」を選択した場合、施設点をインポートする

時に関連フィールドを設定する必要があります。設定したフィールドとネットワークフィール

ドの「ノード ID フィールド」が関連付けられ、解析はネットワークノード ID、設定したエッジ ID

及びそのトポロジ関係に基づいて実行されます。このノードタイプの解析速度は比較的速

いです。  

 検索半径の設定により、検索される施設数と実際の施設数とは一致するとは限りません。 

条件 

 ネットワークレイヤーを開いていること。 

 ネットワーク解析パラメータの設定を行った後で実行してください。 

13.6.5 リソース配分解析 

リソース配分解析は、ネットワーク上でのリソースの需要と供給の関係を表現します。リソースはネ

ットワークインピーダンスの設定に基づき、 も有効な方法で供給点から需要点に向けて配分されま

す。センターからインピーダンスが 小の需要点がまずリソースを得て、残りのリソースを次にインピ

ーダンスの小さい需要点に配分します。これをセンターのリソースが尽きるまで繰り返します。 

リソースの流動範囲を制限する場合は、 大インピーダンスを設定します。この値がリソースの流

動範囲(サービスエリア)を表し、これを超える需要点は考慮されません。例えば学生が学校を選ぶ

場合、通学時間 40 分以内の学校に限定して検索することができ、40 分を超える学校は考慮しませ

ん。 

リソース配分解析の基本操作 

1. ネットワーク解析パラメータの設定で、ルート解析インピーダンスフィールド、ノード/エッジ

ID フィールドなどを設定します。 

2. リソース量、インピーダンス、センタータイプなどセンターの設定をします。詳しくは 13.5.3リ

ソース配分と需要と供給解析パラメータの設定を参照してください。 
3. 「解析」 - 「ネットワーク分析」 - 「リソース配分解析」を選択すると、「リソース配分解析」ダ

イアログボックスが表示されます（図 13.13）。 

4. 「リソース配分モデル」を、次の 3 種類の中から選択します。 

 ノード需要： ノードのリソース需要量のみを基準に解析を行います。 
 エッジ需要： エッジのリソース需要量のみを基準に解析を行います。  
 ノードとエッジ需要： ノードとエッジのリソース需要量を基準に解析を行います。 

5. 「解析配置」で各種パラメータを設定します。 

6. 「フィールド配置」で、ノード需要フィールド、エッジ需要フィールドか、またはその両方を指
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定します。 

7. 「結果設定」で、解析結果を保存するデータセット名を入力します。解析結果は現在のデー

タセットに保存されます。 

8. 「解析」ボタンをクリックすると、リソース配分解析を実行します。 

 

図 13.13 リソース配分ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 リソース配分モデル 
 ノード需要：ノードのリソース需要量のみを基準に解析を行います。 

エッジ需要：エッジのリソース需要量のみを基準に解析を行います。 
ノードとエッジ需要：ノードとエッジのリソース需要量を基準に解析を行います。 

 解析設定 
クロス許可：選択した場合、リソース配分を完了したオブジェクトがあっても、それを通り抜

け、それよりも遠くのオブジェクトにリソースを配分できます。選択しない場合は、リソース配

分を完了したオブジェクトがあると、それよりも先のオブジェクトにリソースを配分することを

せず、リソースが余った場合はセンターに積み上げられたままとなります。 
センターから配分：選択すると、センターまたはオブジェクト（ノードまたはエッジ）から計算

できます。選択する、しないによって計算結果は異なります。 
 ノード需要フィールド：リソース需要量を持つノードのフィールドを 1 つ選択します。 
 エッジ需要フィールド：リソース需要量を持つエッジのフィールドを 1 つ選択します。 
 結果保存：解析結果を保存するデータセット名を入力します。 
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ルート表示データセット：リソースの配分ルートを保存するデータセット名を入力します。 
ノード集計データセット：ノード需要の解析結果を属性テーブルとして保存するデータセッ

ト名を入力します。「リソース配置モデル」で、ノード需要またはノードとエッジ需要を選択し

た場合のみ、アクティブになります。 
エッジ集計データセット：エッジ需要の解析結果を属性テーブルとして保存するデータセッ

ト名を入力します。「リソース配置モデル」で、エッジ需要またはノードとエッジ需要を選択

した場合のみ、アクティブになります。 
結果ルートのノード情報を保存：解析の結果通過したノード情報を保存します。デフォルト

ではノード情報は新規データセット「結果データセット名_NodeR」として保存します。 
結果ルートのエッジ情報を保存：解析の結果通過したエッジ情報を保存します。デフォル

トではエッジ情報は新規データセット「結果データセット名_ArcR」として保存します。 

その他の操作方法 

 「ネットワーク解析」ツールバーの「リソース配置解析」ボタン をクリックします。 

注意事項 

     リソース配置解析を行う前に、「ネットワーク解析パラメータの設定」と「センターの設定」

を実行し、保存してください。 

 センタータイプは、固定センターに設定してください。 

条件 

 ネットワークレイヤーを開いていること。 

 ネットワーク解析パラメータの設定を行った後で実行してください。 

 センターの設定を行った後で実行してください。 

13.6.6 需要と供給解析 

需要と供給解析は、サービス施設の 適位置（１つまたは複数）を決定する方法で、 も経済効

果の高い方法でサービスを提供できます。この解析は位置表示のみでなく、リソース分配もできま

す。 

需要と供給解析の基本操作 

1. ネットワーク解析パラメータの設定で、ルート解析インピーダンスフィールド、ノード/エッジ

ID フィールドなどを設定します。 

2. リソース量、インピーダンス、センタータイプなどセンターの設定をします。詳しくは 13.5.3
リソース配分と需要と供給解析パラメータの設定を参照してください。 

3. 「解析」 - 「ネットワーク解析」 - 「需要と供給解析」を選択すると、「需要と供給解析」ダイ
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アログボックスが表示されます。 

4. ノード需要フィールドを選択します。  

5. 「位置個数の検索」に検索するセンター数を入力します。 

6. 少センターポイントモードを使用するかを選択します。  

7. 配分センターポイントデータセットを生成するかどうかを選択し、名前をつけます。  

8. 需要ポイントデータセットを生成するかどうかを選択し、名前をつけます。  

9. 「センターから配置」のチェックボックスにチェックを入れると、各センターから外に向かって

配置を行います。  

10. 「解析」をクリックすると、操作を実行します（図 13.14）。  

 
図 13.14 需要と供給ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 必須ノードフィールド：ノード必須のフィールドとして、フィールドを 1 つ選択します。 
 位置個数の検索：検索するセンターの個数を指定します。センターの総数より多い場合は

無効となります。 
 少センターポイントモード：需要と供給解析のモードで、チェックを入れると、 少センタ

ーポイントモードを使用します。 
 配分センターポイントデータセット：解析で取得したセンターデータセット名で、結果の表示

と関連統計情報を保存します。 
 需要ポイントデータセット：需要ポイントをデータセットとして保存します。 
 センターから配分：リソース配分について、センターポイントの近くから遠くへ配分し、センタ

ーポイントのリソースが 0 になるまで行います。 

その他の操作方法 

 「ネットワーク解析」ツールバーの「需要と供給解析」ボタン をクリックします。 

注意事項 

 需要と供給解析を行う前に、「ネットワーク解析パラメータの設定」と「センターの設定」を実

行し、保存してください。 
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 センタータイプは、移動センターか固定センターに設定してください。 

条件 

 ネットワークレイヤーを開いていること。 

 ネットワーク解析パラメータの設定を行った後で実行してください。 

 センターの設定を行った後で実行してください。 

13.6.7 サービスエリア解析 

サービスエリア解析とは、ネットワークレイヤー上で指定したセンターから、サービス半径などの条

件を満足するエリアを計算し、表示する機能です。ここでセンターは、ネットワークレイヤー上のリソ

ース量を持つノードであり、サービス半径は、センターが提供できる 大のサービス距離となります。

サービスエリアは、センターのリソース量とは無関係に、エッジのインピーダンス値のみを考慮して算

出されます。サービスエリア解析に成功すると、サービスネットワーク（ライン）とサービスエリア（ポリゴ

ン）が表示されます。サービスエリア解析は、郵便局、病院、スーパーマーケットなど、公共性の高い

施設を設置する際の判断材料を得るのに活用できます。解析を繰り返すことにより、施設の 適な

位置を選択できます。 

サービスエリア解析の基本操作 

1. ネットワーク解析パラメータの設定で、ルート解析インピーダンスフィールド、ノード/エッジ

ID フィールドなどを設定します。 

2. 「解析」 - 「ネットワーク解析」 - 「サービスエリアの解析」を選択すると、「サービスエリアの

解析」ダイアログボックスが表示されます（図 13.15）。 

 
ノード設定 結果設定 

図 13.15 サービスエリア解析ダイアログボックス 

3. ネットワークレイヤー上のノードまたは座標点を選択できます。ネットワークノードを選択する
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場合、ネットワークデータのノード位置のみを、ルート解析ノードとして指定します。座標点を

選択する場合、ネットワークデータで任意の位置を選択できます。 

4.  ノードの選択方法は、3 つあります：マウスで選択、SQL 式、インポートです。マウスで選択

は、クリックすると、ネットワークレイヤーのノードを、センターとして選択できる方法です。

SQL 式は、ここで SQL 言語を入力して条件式を作成し、条件に合致するノードを指定する

方法です。インポートは、選択したポイントデータセットの中のポイントを、解析ノードとして

指定する方法です。 

5. リストボックスで、各サービスセンターのサービス半径を設定します。 

6. 「結果設定」オプションを選択すると、結果解析の設定を実行します。  

7. 「センターから検索」を選択します。エッジの正のインピーダンスフィールドと負のインピーダ

ンスフィールドが違うので、センターから検索するかどうかにより、解析結果は異なります。  

8. サービスエリアタイプは、簡単サービスエリア、平坦サービスエリア、複雑サービスエリアから

選択します。  

9. ルートデータセットを保存を選択すると、解析した サービスエリアのルートをルートデータセ

ットとして保存します。  

10. サービスエリア情報の保存を選択すると、解析したサービスエリア情報を 1 つのポリゴンデ

ータセットに保存します。  

11. ノード情報を保存を選択すると、解析したサービスエリアのすべてのノード情報を保存しま

す。  

12. エッジ情報を保存を選択すると、解析したサービスエリアのすべてのエッジ情報を保存しま

す。  

13.   「解析」ボタンをクリックすると、サービスエリア解析を実行します（図 13.15）。  

その他の操作方法 

 「ネットワーク解析」ツールバーの「サービスエリアの解析」ボタン をクリックします。 

 

注意事項 

 マウスで選択したサービスエリアセンターは、ポイントデータセットにエクスポートできます。

これと同じサービスエリアセンターで再度サービスエリア解析を行う場合は、このポイントデ

ータセットをインポートすると、効率よく解析を実行できます。 

 センタータイプをネットワークノードとすると、ノードのネットワークノード ID、設定したエッジ

ID に基づき解析を行います。このタイプの解析速度は比較的速くなります。 

条件 

 ネットワークレイヤーを開いていること。 

 ネットワーク解析パラメータの設定を行った後で実行してください。 
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13.6.8 物流配送解析 

物流配送解析はネットワークデータセットで、M 個の配送センターと N 個の配送目的地 （M、N は

0 以上の整数で、M、N は同数でも可）を指定し、 適な配送ルートとその走行ルートをを検索しま

す。 

物流配送解析の基本操作 

1. ネットワーク解析パラメータの設定で、ルート解析インピーダンスフィールド、ノード/エッジ

ID フィールドなどを設定します。  

2. 「解析」-「ネットワーク解析」-「物流配送解析」を選択すると、「物流配送解析」ダイアログボ

ックスが表示されます（図 13.16）。  

3. 「配送センターポイント」オプションタブで配送センターポイント情報を設定します。  

4. ネットワークノードあるいは座標点からセンターポイントのタイプを選択します。選択したセ

ンターポイントのタイプがネットワークノードの場合、ネットワークデータのノード位置のみが

物流配送のセンターポイントとなり、座標点の場合は、ネットワークデータのどのポイントも

物流配送のセンターポイントとすることができます。  

5. センターポイントの指定方法を選択します。マウス選択、SQL 式、インポート、の 3 種類の

指定方法があります。マウス選択は、ネットワークレイヤーで直接マウスをクリックして指定

します。SQL 式は、SQL により条件を満たすノードをセンターポイントとします。インポート

は、ポイントデータセットのポイントオブジェクトをセンターポイントとしてインポートします。 

6. 「配送目的地」オプションタブを選択し、配送目的地の設定をします。  

7. ネットワークノードあるいは座標点から目的地のタイプを選択します。選択したセンターポ

イントのタイプがネットワークノードの場合、ネットワークデータのノード位置のみが物流配

送の目的地となり、座標点の場合は、ネットワークデータのどのポイントも物流配送の目的

地とすることができます。  

8. 目的地の指定方法を選択します。マウス選択、SQL 式、インポート、の 3 種類の指定方法

があります。マウス選択は、ネットワークレイヤーで直接マウスをクリックして指定します。

SQL 式は、SQL により条件を満たすノードを目的地とします。インポートは、ポイントデータ

セットのポイントオブジェクトを目的地としてインポートします。 

9. 「結果設定」オプションタブを選択し、解析結果の設定をします。 

10. 結果ルートデータセットを保存するかどうかを選択し、必要な統計フィールドを設定するこ

ともできます。このオプションは解析した 適ルートをルートデータセットの形式で保存し、

設定した統計フィールドをその属性テーブルに書き込みます。  

11. ノード情報を保存するかどうかを選択します。このオプションは解析したすべてのノードの

情報を保存します。  
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12. エッジ情報を保存するかどうかを選択します。このオプションは解析したすべてのエッジの

情報を保存します。  

13. ノード統計情報を保存するかどうかを選択します。このオプションは属性テーブルデータセ

ットの形式で、起点ノード、終点ノード、そのコスト等解析ノードの統計情報を保存します。  

14. 走行レポートを生成するかどうかを選択します。このオプションは、走行過程で、どのエッ

ジからどの方向に向かい、どのくらいの距離を経てどのエッジに曲がったか等の情報を記

録した、走行ガイドレポートを生成します。解析後、横の「走行レポート確認」ボタンをクリッ

クして確認することができます。 

15. 配送ソリューションを選択します。 

 トータル 小コスト配送ソリューション：この配送モデルを選択すると、総コストが 小

となるモデルに基づき配送を行います。このとき、ある配送センターポイントの配送コ

ストがやや高く、その他の配送センターポイントの配送コストがやや低いという状況に

なります。 

 全体 適化ソリューション：この配送モデルを選択すると、各配送センターポイントの

コストをコントロールし、各センターポイントのコストを平均的にします。しかしこの総コ

ストは 小というわけではありません。 

16. 「解析」ボタンをクリックし、操作を完了します（図 13.16）。  

その他の操作方法 

 ネットワーク解析ツールバーの「物流解析」ボタン をクリックします。 

配送センターポイント設定 結果設定 

図 13.16 物流配送解析ダイアログボックス 
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注意事項 

 選択した配送センターポイントと目的地情報は、ポイントデータセットとしてエクスポートする

ことができ、以降、類似した解析を行う際に直接インポートして使用することができます。 

 センターポイントと目的地のタイプが「ネットワークノード」の場合、解析時にノードの「ネット

ワークノード ID」、設定した「エッジ ID」及びトポロジ関係に基づいて解析をします。ノードタ

イプの場合、解析速度が比較的速くなります。 

条件 

 ネットワークレイヤーを開いていること。 

 ネットワーク解析パラメータの設定を行った後で実行してください。 

13.6.9 トレース解析 

トレース解析は一定の規則に基づきネットワーク要素を構築する、ネットワークレイヤー上に「透明

なレイヤー」をかけるようなもので、ネットワーク上の透明レイヤー中に含まれる要素をトレースします。

トレース解析を行うデータには流向、つまり物質の流動方向が必要です。流向は境界上の物質、エ

ネルギーが流動する方向で、ネットワーク境界に沿った流動方向は非常に重要なものと言えます。

ネットワークの流向はネットワークのトポロジ、水源と合流ポイントの位置により決まります。 

トレースはあるノードから一定の条件に基づいてこのノードから到達できるネットワークラインを、ネ

ットワーク中の流れにそってある条件を満たすまで検索することです。例えば水域で汚染を発見した

場合、それを遡って汚染源を、また流れに沿って汚染が広がる範囲を探すことができます。 

13.6.9.1 ネットワークループの検査 

機能 
ネットワークデータセットにループ（環状ルート）があるかどうか検索します。 

操作 

1. ネットワーク解析パラメータの設定で、ルート解析インピーダンスフィールド、ノード/エッジ

ID フィールドなどを設定します。  

2. 「解析」 -「ネットワーク解析」 -「ネットワークループ」を選択します。  

自動でネットワーク中にループがあるかどうかを検索します。ループがある場合、「ネットワークル

ープの検索」ダイアログボックスが表示されるので、解析結果を保存/ハイライト表示するかを選択

します。ループが存在しない場合は、解析レポートに提示されます。 

条件 

 ネットワークレイヤーを開いていること。 
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 ネットワーク解析パラメータの設定を行った後で実行してください。 

13.6.9.2 短ルートの検索 

機能 
任意の 2 つのノード/エッジ間、またはノード/エッジから上流/下流への 短ルートを検索します。 

操作 

1. ネットワーク解析パラメータの設定で、インピーダンスフィールド、ノード/エッジ ID フィールド

等を設定し、トレースマトリックスの設定を選択して流向フィールドの指定をします。  

2. 「解析」-「ネットワーク解析」-「 短ルートの検索」を選択すると、「 短ルートの検索」ダイア

ログボックスが表示されます。  

3. 解析タイプを選択します。任意の 2 つのノード/エッジ間の 短ルート、ノード/エッジから上

流/下流への 短ルートの検索が選択できます。  

4. 「パラメータ設定」でノードでトレースかエッジでトレースかを選択します。  

5. マップウィンドウで水源を解析するノード/エッジをクリックして選択するか、テキストボックス

に直接水源を解析するノード/エッジの ID を入力します。  

6. 結果データを保存するかどうかを選択します。保存する場合は、結果データセットを保存す

るデータソースを選択し、名前をつけます。  

7. 解析結果をハイライト表示するかどうかを選択します。  

8. 「OK」ボタンをクリックし、トレース解析を行います。  

条件 

 ネットワークレイヤーを開いていること。  

 「ネットワーク解析パラメータの設定」ダイアログボックスで「トレースマトリックスの作成」を選

択すること。  

 ネットワーク解析パラメータの設定を行った後で実行してください。 

13.6.9.3 単要素トレース解析 

機能 
ネットワークの走向に基づき、選択したノード/エッジにトレース解析をします。 

操作 

1. ネットワーク解析パラメータの設定で、インピーダンスフィールド、ノード/エッジ ID フィールド

等の設定をし、トレースマトリックスの作成を選択して流向フィールドの指定をします。  
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2. 「解析」-「ネットワーク解析」-「単要素トレース解析」を選択すると、「単要素トレース解析」ダ

イアログボックスが表示されます（図 13.17）。  

3. 解析タイプを選択します。ノードの水源を解析するかエッジの水源を解析するかが選択でき

ます。  

4. マップウィンドウで水源を解析するノード/エッジをクリックして選択するか、テキストボックス

に直接水源を解析するノード/エッジの ID を入力します。  

5. 検索タイプを選択します。  

6. 結果データを保存するかどうかを選択します。保存する場合は、結果データセットを保存す

るデータソースを選択し、名前をつけます。  

7. 解析結果をハイライト表示するかどうかを選択します。  

8. 「OK」ボタンをクリックし、トレース解析を行います。  

条件 

 ネットワークレイヤーを開いていること。 

 「ネットワーク解析パラメータの設定」ダイアログボックスで「トレースマトリックスの作成」を選

択すること。 

 
図 13.17 単要素トレース解析ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 解析タイプ： 
ノードでトレース：解析するノードで、ネットワークレイヤー上でクリックして選択、またはノー

ド ID を直接入力します。 
エッジでトレース：解析するエッジで、ネットワークレイヤー上でクリックして選択、またはエ

ッジ ID を直接入力します。 
 検索タイプ： 

上流トレース：ルートの方向とは逆に、選択したノードに到達可能なすべてのルートをトレ

ースします。 
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下流トレース：ルートの方向に沿って、選択したノードに到達可能なすべてのルートをトレ

ースします。 
水源検索：選択したノードから も遠い水源を検索します。 
合流検索：ルートの方向に沿って、選択したノードとその他のルートの合流ポイントを検索

します。 
 結果データ 
 結果データの保存：これを選択すると、解析結果をデータセット形式で保存します。 

 データソース：現在のワークスペースのすべてのデータソースを表示します。解析結果を

保存するデータソースを選択します。 
ライン/ポイントデータセット：保存するトレース結果エッジ/ノードのデータセットに名前をつ

けます。選択した検索タイプが上流トレースまたは下流トレースの場合は、トレースエッジ

情報のみ保存しますが、水源検索または合流検索を選択した場合は、検索した水源ある

いは合流ポイントをポイントデータセットの形式で保存することができます。 

 解析結果をハイライト表示：これを選択すると、解析結果をマップウィンドウにハイライト表

示します。 
 ネットワークループ有効：これを選択すると、ネットワークループが解析にかかわり、そうで

なければかかわりません。 

13.6.9.4 複数要素トレース解析 

機能 
ネットワークの走向に基づき、選択した複数のノード/エッジにトレース解析を行います。 

操作 

1. ネットワーク解析パラメータの設定で、インピーダンスフィールド、ノード/エッジ ID フィールド

等の設定をし、トレースマトリックスの作成を選択して流向フィールドの指定をします。  

2. 「解析」-「ネットワーク解析」-「複数要素トレース解析」を選択すると、「複数要素トレース解

析」ダイアログボックスが表示されます（図 13.18）。 

3. 解析タイプを選択します。ノードの水源を解析するかエッジの水源を解析するかが選択でき

ます。  

4. マップウィンドウで水源を解析するノード/エッジをクリックして選択するか、テキストボックス

に直接水源を解析するノード/エッジの ID を入力します。  

5. 検索タイプを選択します。  

6. 結果データを保存するかどうかを選択します。保存する場合は、結果データセットを保存す

るデータソースを選択し、名前をつけます。  

7. 解析結果をハイライト表示するかどうかを選択します。  
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8. 「OK」ボタンをクリックし、トレース解析を行います。  

条件 

 ネットワークレイヤーを開いていること。 

 「ネットワーク解析パラメータの設定」ダイアログボックスで「トレースマトリックスの作成」を選

択すること。 

 
図 13.18 複数要素トレース解析ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 解析タイプ： 
ノードでトレース：解析するノードで、ネットワークレイヤー上でクリックして選択、またはノー

ド ID を直接入力します。 
エッジでトレース：解析するエッジで、ネットワークレイヤー上でクリックして選択、またはエ

ッジ ID を直接入力します。 
 検索タイプ： 

共同上流：ルートの方向とは逆に、すべての解析ポイントが共に到達可能な上流ルートを

トレースします。 
共同下流：ルートの方向に沿って、すべての解析ポイントが共に到達可能な下流ルートを

トレースします。 
接続量：解析ポイントと接続するすべてのエッジをトレースします。 
非接続量：解析ポイントと接続しないすべてのエッジをトレースします。 
マルチポイント接続ループ：解析ポイントと接続するすべてのループをトレースします。 

 結果データ 
結果データ保存：これを選択すると、解析結果をデータセット形式で保存します。 

データソース：現在のワークスペースのすべてのデータソースを表示します。解析結果を

保存するデータソースを選択します。 
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ラインデータセット：保存するトレース結果エッジのデータセットに名前をつけます。 
解析結果をハイライト表示：これを選択すると、解析結果をマップウィンドウにハイライト表

示します。 
ネットワークループ有効：これを選択すると、ネットワークループが解析にかかわります。 
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第14章 グリッド解析 

（グリッド解析モジュール機能は SuperMap Deskpro でのみ使用可能） 

14.1 概説 

グリッドは、同じサイズの隣接する格子列を使用し、地物を表現するデータ構造です。数学的には、

行列を用いて表現されます。リモートセンシング画像は、典型的なグリッドデータです。地物の違い

をグリッド値によって表現することにより、土地利用などを表現できるだけでなく、土壌における特定

の物質の濃度、磁場の強さなど、連続的に変化する要素を表現できます。例えば DEM データ

（Digital Elevation Model ：デジタル標高モデル）は、グリッドを用いて標高を表現したデータです。

グリッドデータの概念はわかりやすく、GIS の中でも重要なデータモデルであり、解析にも頻繁に利

用されています。 

地物とグリッドモデルの説明図 

   

図 14.1 土地利用図 図 14.2 土壌分類図 図 14.3 DEM 

グリッドデータは一般に容量が大きく、大きいディスク領域が必要となります。従って、グリッドデー

タを効率良く、簡易に圧縮する方法が非常に重要となります。 

14.2 グリッドデータモデル及びその解析機能が解決する問題 

グリッドデータは、地物の特性の表現、解析に非常に有効に活用されており、解析手法は応用分

野によって大きく異なります。グリッド解析の手法には非常に多くの種類があります。GIS ソフトウエ

アでは、主に基本的なグリッド解析手法とデータの保存手段を提供しています。グリッド解析は、一

般に 2 つに大別できます。1 つは、主に的な演算や図形処理を行う解析です。グリッドデータ統計、
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代数演算、ベクタグリッド相互変換、リモート画像増強処理などの解析手法があります。これらの解

析は、それほど具体的な物理的背景を持っている訳ではなく、適用範囲は広範です。もう 1 つは、

物理的背景のはっきりしている解析です。サーフェス解析、ハイドロ解析、地形の特性ライン取得、

地形表面のモデリングなどがあります。これらの解析は、強い応用背景を持っており、専門的ですが、

計算方法は比較的基礎的です。（この区分は人為的なものであり、明確に区分されている訳ではあ

りません。）。 

14.3 グリッド解析の重要概念 

ピクセルと解像度 

グリッドはピクセルの集合です。グリッドデータのピクセルは全て同じ大きさの正方形で、それぞれ

のピクセルが地表面の地物の特性を表します。1 つのピクセルに相当する実際の地物の長さを、グリ

ッドの解像度、またはピクセルサイズと呼びます。グリッドの解像度は地理座標単位で表されます。グ

リッドの解像度は任意に設定できますが、解析精度を下げず、データが膨大になりすぎないように合

理的に設定します。 

行と列 

グリッドの X 軸方向のピクセルは同じ行を構成します。同様に、Y 軸方向のピクセルは同じ列を構

成します。それぞれのピクセルはただ 1 つの行・列座標を持ちます。 

グリッド値と Null 値 

グリッドデータのそれぞれのピクセルは数値を持っており、それをグリッド値と呼びます。グリッド

値を用いて、標高、傾斜角度・傾斜方向、土地タイプ、土地利用タイプなどを表現できます。また、グ

リッド値がないか、意味を持たないセルは、null 値（NoValue）を用いて表現します。null 値は一般に

あまり用いられない特殊な数値で、通常 null 値を-9999 と定義しています。 

地理範囲 

GIS では、グリッドは一定の地理範囲内の地物を表示します。地理範囲（Geo-Reference）は、左

上コーナー（ 小値）の地理座標を指定すれば、行・列数とピクセルサイズにより設定できます。平

面座標系、経緯度地理座標系など、座標系に関わらず上記の方法で設定できます。地理範囲は、

普通の画像と異なるグリッドデータの重要な特徴です。 

14.4 グリッド解析の設定 

解析を行うデータの地理範囲、出力解像度などは、設定によって解析結果が変わります。また、

解析結果を表示するデータセット名、そのデータセットを保存するデータソースなどは、設定してお
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かないとデータ管理が大変です。そこで、グリッド解析を行う前に、これらの設定を行います。 

操作 

1. 「解析」 - 「グリッド解析」 - 「解析の設定」を選択すると、「解析の設定」ダイアログボック

スが表示されます。 

2. 出力結果の設定をします。解析結果データセットは、ここで選択したデータソースに保存さ

れます。 

3. 結果データ地理範囲の設定をします。結果レイヤーの範囲には左下、右上の x、y 座標が

あります。 

解析するデータセットの結合部分、解析するデータセットの交差部分、範囲指定、既存デ

ータセット（データセット名）の地理範囲の中から選択できます。 

4. 出力解像度の設定をします。 

解析するデータセットの 大解像度、解析するデータセットの 小解像度、指定した解像

度、既存データセット（データセット名）の解像度の中から選択できます。 

5. プログレスバーの表示をするかどうかを選択します。 

6. 「OK」をクリックすると、設定を完了します。 

14.5 補間ウィザード 

既知のポイントあるいはエリアのデータにより、任意のポイントあるいはエリアのデータを類推する

方法が空間データの内挿です。内挿計算は地学の解析では常用の機能で、非常に重要なモデル

です。標高、降水量、化学物質濃度、騒音レベル等、あらゆる地理データの値を推測することができ

ます。現在 SuperMap Deskpro が提供している補間方法には IDW、クリギング法、スプライン法があり

ます。どの方法においても、既知のポイントが多く、分布範囲が広いほど、得られる結果は実際の状

況に近くなります。 

  

図 14.4 既知のサンプリングポイント 図 14.5 内挿生成したサーフェスデータ 

操作 
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1. 「解析」-「グリッド解析」-「補間サーフェス」-「補間ウィザード」を選択すると、「補間タイプと

共通パラメータ」ダイアログボックスが表示されます（図 14.6）。 

2. 補間タイプ欄から補間タイプを選択します。逆距離加重法（IDW）、クリギング法、スプライ

ン補間の 3 種類の補間方法があります。 

3. ポイントデータセットおよびそのデータソースを選択します。 

4. 生成元データセットで補間を行うデータセットとフィールドを選択します。  

5. 補間範囲を設定します。  

6. 生成結果データセットを保存するデータソースを選択します。  

7. 生成結果を保存するデータセット名を入力します。  

8. 生成結果データセットの解像度（1 つのグリッドに相当する長さ）を指定します。  

9. 「次へ」をクリックします。 

10. 半径の検索及びその他パラメータを設定します。  

11. 「完了」をクリックすると、グリッドデータセットが作成されます。 

 

図 14.6 補間タイプと共通パラメータダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 
 補間タイプ：補間タイプを選択します。 
 生成元データ 

データソース：ワークスペースのすべてのデータソースを表示します。ここから生成元ポイ

ントデータが存在するデータソースを選択します。 
データセット：ポイントデータセットを選択します。 
フィールド：生成元データセットから補間に使用できるすべてのフィールドを表示します。 

 補間範囲：補間する範囲を設定します。 
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 生成先データ 
データソース：生成先データセットを保存するデータソースを選択します。 
データセット：生成先データセット名を入力します。 
解像度：生成されるグリッドデータセットの解像度を指定します。 

14.5.1 逆距離加重法（IDW） 

逆距離加重法は付近の範囲の離散ポイント群の平均値からグリッドの値を予測し、Grid データセ

ットを生成します。有効なデータ内挿方法で、計算速度も比較的速いです。 

 

図 14.7 逆距離加重法ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 変数検索： 大半径の範囲内にある、近い方から数えて指定した点数のサンプリングポイ

ントで、補間処理を行います。 
大半径：抽出するサンプリングポイントの制限半径を入力します。 

点数：サンプリングポイントの点数を指定します。デフォルト設定値は 12 です。 
 定数検索：指定した半径の範囲内にあるすべてのサンプリングポイント使用して、補間処

理を行います。 
少点数：補間処理に使用するサンプリングポイントの 少の数を指定します。半径内の

ポイントがこの数より少ない場合は、補間処理を実行できません。 

半径：入力した半径の範囲内におけるすべてのサンプリングポイントを、補間処理に使用

します。 
 累乗の回数：補間ポイントの距離に対する逆加重平均の度合いをコントロールします。0 よ

り大きい任意の値を指定できますが、0.5～3 の範囲内の値を推奨します。 
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14.5.2 クリギング法 

数学関数を利用して、指定した空間ポイントを配列し、グリッド値を予測して Grid データセットを生

成します。サーフェスを生成するだけでなく、予測結果の精度や確定性の度合いも出すことができま

す。そのためこの方法の計算精度は比較的高く、社会科学、及び地質学でよく使用されます。 

 
図 14.8 クリギング法ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 変数検索： 大半径の範囲内にある、近い方から数えて指定した点数のサンプリングポイ

ントで、補間処理を行います。 
大半径：抽出するサンプリングポイントの制限半径を入力します。 

点数：サンプリングポイントの点数を指定します。デフォルト設定値は 5 です。 
 定数検索：指定した半径の範囲内にあるすべてのサンプリングポイント使用して、補間処

理を行います。 
少点数：補間処理に使用するサンプリングポイントの 少の数を指定します。半径内の

ポイントがこの数より少ない場合は、補間処理を実行できません。 
半径：入力した半径の範囲内におけるすべてのサンプリングポイントを、補間処理に使用

します 
 ブロック検索：先に設定した「ブロック内 大点数」に基づきデータセットをブロックに分割

してから、ブロック内のポイントを使用して補間処理を行います。 
大参照点数：ブロック間に差ができないように、補間の値は各ブロックの外側へ反映さ

れます。ここで入力する値は外側へ拡張する大きさを決定します。通常、この値は設定し

た「ブロック内 大点数」より大きくします。 
ブロック内 大点数：各ブロック内にあるポイントの 大数量を指定します。もしブロック内
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のポイント数がこの値より多い場合、更に別ブロックに分けられます。 
 補間関数：補間処理を行うための関数を指定します。円描画関数（球形モデル）、指数関

数（指数モデル）及びガウス関数（ガウスモデル）の 3 種類の補間関数から選択します。 
 回転角度：水平方向反時計回りの回転角度。 

14.5.3 スプライン法 

スプライン法は（1）サーフェスは正確なデータポイントによるものでなければならない、（2）サーフ

ェスの曲率は 小でなければならない、という特徴があり、曲線や等高線作成に使用されます。 

 

図 14.9 スプライン法ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 変数検索： 大半径の範囲内にある、近い方から数えて指定した点数のサンプリングポイ

ントで、補間処理を行います。 
大半径：抽出するサンプリングポイントの制限半径を入力します。 

点数：サンプリングポイントの点数を指定します。デフォルト設定値は 12 です。 
 定数検索：指定した半径の範囲内にあるすべてのサンプリングポイント使用して、補間処

理を行います。 
少点数：補間処理に使用するサンプリングポイントの 少の数を指定します。半径内の

ポイントがこの数より少ない場合は、補間処理を実行できません。 
半径：入力した半径の範囲内におけるすべてのサンプリングポイントを、補間処理に使用

します。 
 ブロック検索：先に設定した「ブロック内 大点数」に基づきデータセットをブロックに分割

してから、ブロック内のポイントを使用して補間処理を行います。 
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大参照点数：ブロック間に差ができないように、補間の値は各ブロックの外側へ反映さ

れます。ここで入力する値は外側へ拡張する大きさを決定します。通常、この値は設定し

た「ブロック内 大点数」より大きくします。 
ブロック内 大点数：各ブロック内にあるポイントの 大数量を指定します。もしブロック内

のポイント数がこの値より多い場合、更に別ブロックに分けられます。 
 その他パラメータ 

テンション：結果グリッドデータの表面特性を調整します。テンションが大きいほど、各ポイ

ントの生成結果への影響力が小さくなり、テンションが小さいほど影響力は大きくなります。 
スムーズネス：補間関数曲線とポイントの近接程度で、この値が大きいほど、関数曲線と

ポイントの偏差は大きくなり、この値が小さいほど偏差は小さくなります。 

14.6 サーフェス解析 

14.6.1 等値線を抽出 

等値線は、隣接した同じ値のポイント（標高、温度、降水、汚染、気圧等）を接続したラインです。

等値線の分布はグリッドサーフェス上の値の変化に反映します。等値線の密度が高い場所は、グリ

ッドサーフェスの値の変化も急激なものとなります。例えば等高線の場合、密集しているほど傾斜度

がきつく切り立った地形です。等値線がまばらな場所は、グリッドサーフェスの値の変化も小さく、等

高線の場合は傾斜のない緩やかな地形を示します。 

SuperMap Deskpro では 3 種類の等値線抽出方法を提供しています。 

  

図 14.10 DEM 図 14.11 間隔が 10m のすべての等値線を取得 
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図 14.12 部分指定した等値線を取得 図 14.13 ポイントで等値線を取得 

14.6.1.1 すべての等値線を抽出 

機能 

グリッドデータセットからすべての等値線を抽出します。 

操作 

1. 「解析」 - 「グリッド解析」 - 「サーフェス解析」 - 「すべての等値線を抽出」を選択すると、

「すべての等値線を抽出」ダイアログボックスが表示されます。 

2. 「生成元データ」で、データソースとデータセットを選択します。また、「生成先データ」で、

データソースを選択し、データセット名を入力します。 

3. 「パラメータの設定」で、等値線の間隔や基準値などのパラメータを設定します。 

4. 等値線のラインデータセットを保存するデータセット名とデータソースを指定します。 

5. 「OK」をクリックし、操作を完了します（図 14.11）。 

14.6.1.2 特定の等値線を抽出 

機能 

特定の等値線を抽出し、ラインデータセットを生成します。 

操作 

1. 「解析」 - 「グリッド解析」 - 「サーフェス解析」 - 「特定の等値線を抽出」を選択すると、

「特定の等値線を抽出」ダイアログボックスが表示されます（図 14.14）。 

2. 「生成元データ」で、データソースとデータセットを選択します。また、「生成先データ」で、

データソースを選択し、データセット名を入力します。 

3. 右側のリストボックスで、「数値型」のセルをクリックし、抽出する等値線の値を入力します。

「インポート」をクリックすると、既にテキストファイルで作成した、抽出する等値線のデータ

をインポートできます。 
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4. 等値線のラインデータセットを保存するデータセット名とデータソースを指定します。 

5. 「OK」をクリックし、操作を完了します（図 14.12） 

 

図 14.14 特定の等値線を抽出ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 リストボックス 
番号：指定した等値線の値の順番を表します。 
値：セルをクリックして、抽出する等値線の数値を指定します。 

 インポート：テキストフォーマットで保存されている等値線データをインポートします。 
テキストファイルに入力する数値のフォーマットは：数値 1+スペース+数値 2+数値 3+……

です。 
 エクスポート：リストボックスで設定した等値線の情報をエクスポートし、テキストフォーマット

のファイルとして保存します。次回使用する際にインポートします。 
 等値線パラメータ設定 

スムーズネス方式：等値線の生成結果を滑らかにするための方式で、B スプライン法と角

度円滑法の 2 種類より選択します。 
スムーズネス係数：スムーズネスで使用する係数で、この値が大きいほど等値線はより滑

らかになります。 
フィルタパラメータ：値線抽出時のサンプルフィルタパラメータです。推奨する値は 0～1 倍

の解像度です。デフォルトは 0.7 倍です。この値が大きいほど、等値線のコントロールポイ

ントは少なくなります。 
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14.6.1.3 選択ポイントより等値線を抽出 

機能 

マウスをクリックして、ポイントを指定します。指定したポイントの等値線を抽出し、ラインデータセッ

トを生成します。 

操作 

1. 「解析」 - 「グリッド解析」 -「サーフェス解析」 - 「選択ポイントより等値線を抽出」を選択

します。 

2. マップウィンドウ上でマウスをクリックし、１つまたは複数のポイントを指定します。クリックし

た位置は青色ポイント表示となります。 

3. ポイントを選択後、右クリックすると「データセット名の入力」ダイアログボックスが表示されま

す。 

4. 生成するデータセット名を入力します。 

5. 「OK」をクリックすると、操作を実行します（図 14.13）。 

その他の操作方法 

 「サーフェス解析」ツールバーの「選択ポイント」 ボタンをクリックします。 

条件 

 Grid レイヤーあるいは DEM レイヤーであること。 

14.6.2 等値ポリゴンを抽出 

等値ポリゴンは閉じた等値線で構成される面（ポリゴン）です。等値ポリゴンの状態は非常に視覚

的に表現することができます。例えば、標高、温度、降水、汚染あるいは気圧などは等値ポリゴンを

用いた表示が非常に有効です。等値ポリゴンの分布効果と等値線の分布は同様で、グリッドサーフ

ェスの情況を反映します。等値ポリゴンの集積密度が高い部分、または等値ポリゴンの面積が狭い

部分は、グリッドサーフェスの値の変化が大きいことを示します。 

SuperMap Deskpro では 2 種類の等値線抽出方法を提供しています。 

14.6.2.1 すべての等値ポリゴンを抽出 

機能 

等値ポリゴンを抽出し、ポリゴンデータセットを生成します。 

操作 

1. 「解析」-「グリッド解析」-「サーフェス解析」-「すべての等値ポリゴンを抽出」を選択すると、
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「すべての等値ポリゴンを抽出」ダイアログボックスが表示されます。 

2. 各パラメータを設定し、結果データセットに名前をつけます。 

3. 「OK」をクリックし、操作を完了します。 

条件 

 等値ポリゴンを抽出するデータセットがグリッドデータセットであること。 

14.6.2.2 特定の等値ポリゴンを抽出 

機能 

特定の等値ポリゴンを抽出し、ポリゴンデータセットを生成します。 

操作 

1. 「解析」-「グリッド解析」-「サーフェス解析」-「特定の等値ポリゴンを抽出」を選択すると、

「特定の等値ポリゴンを抽出」ダイアログボックスが表示されます。 

2. 各パラメータを設定し、結果データセットに名前をつけます。 

3. 「OK」をクリックし、操作を完了します。 

条件 

 等値ポリゴンを抽出するデータセットがグリッドデータセットであること。 

14.6.3 傾斜角度図/傾斜方向図作成 

傾斜方向と傾斜角度は地形の描写で常用される関連をもった 2 つのパラメータです。各タイプの

プロジェクトにおいて、例えば、都市の土地利用価値の解析等非常に多くの用途があります。 

14.6.3.1 傾斜角度図 

機能 

傾斜角度は地表面上のある 1 点の垂直面と水平面で構成する挟角です。傾斜角度図中の各セ

ルには 1 つの傾斜角度値があり、値が大きいほど地形はより急峻であることを表します。傾斜角度は、

角度、ラジアン、正接の値で表示することができます。 

操作 

1. 「解析」 - 「グリッド解析」 - 「サーフェス解析」 - 「傾斜角度図」を選択すると、「傾斜角

度図」ダイアログボックスが表示されます。 

2. 「生成元データ」でデータソースとデータセットを選択します。また、「生成先データ」でデ

ータソースを選択し、データセット名を入力します。 
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3. 角度の表示方法、標高拡大倍率などのパラメータを設定します。 

4. 「OK」をクリックすると、操作を実行し、傾斜角度図を生成します。結果データセットは Grid

データセットになります。 

注意事項 

 計算した傾斜角度の範囲が小さい場合、傾斜角度図の表示はほとんど同じ色になります。

これを防ぐためには、「標高拡大倍率」の数値を大きくし、標高の表示倍率を拡大(縮小)し

ます。 

条件 

 傾斜解析の対象データセットはラスタデータセットです。 

ダイアログボックスについて 

 解析タイプ：傾斜角度の表示方法を指定します。角度、ラジアン、正接の中から選択しま

す。 
 標高拡大倍率：X,Y 座標単位に対する標高座標単位の倍率です。X,Y 座標に対し、標高

を際立たせたい場合などに使用します。デフォルト値は「1.0」で、拡大縮小しないことを表

します。 

14.6.3.2 傾斜方向図 

機能 

傾斜方向は斜面が向いている方向のことです。傾斜方向図の各セルの値は、傾斜面が面してい

る方向を表しており、傾斜角度のない平坦な面には方向がありません。 

操作 

1. 「解析」 - 「グリッド分析」 - 「サーフェス解析」 - 「傾斜方向図」

を選択すると、「傾斜方向図」ダイアログボックスが表示されます。 

2. 「生成元データ」でデータソースとデータセットを選択します。また、

「保存先データ」でデータソースを選択し、データセット名を入力

します。 

3. 「OK」をクリックすると、操作を実行します。 

注意事項 

 傾斜方向は、真北を 0 度とし、時計回りに 0～360 度の範囲で算出されます。 

 

図 14.15 傾斜方向図  
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14.6.4 見通し解析 

見通し解析は、地形の状況に基づき、ある地点からの地形に遮られることなく見通すことのできる

範囲を抽出したり、ある 2 点間で見通すことができるか否かを判断するものです。視覚的に見通せる

かどうかの解析のほか、例えば、レーダー基地、テレビの電波塔の設置、航海ナビゲーションなど用

途に応用することできます。 

14.6.4.1 見通しポイント解析 

機能 

グリッドデータセット上の任意の 2 ポイント間で、可視／不可視の判定を行います。 

操作 

1. 「解析」 - 「グリッド解析」 - 「サーフェス解析」 - 「見通しポイント解析」を選択すると、解

析レポートウィンドウに、「マウスでマップ上に直線を描きます。」と表示されます。 

2. マップウィンドウ上で、可視／不可視の判断を行う 2 点の間に 1 本の直線を引くと、「付加

標高値」ダイアログボックスが表示されます。 

3. 視点の高さを表す付加標高値を入力し、「OK」をクリックします。 

4. ダイアログボックスに、直線の両端間の可視／不可視の結果を表示します。 

ラインデータセット上のラインの両端での可視／不可視の判断を行う場合、まずラインを選択し

ます。それから、「解析」 - 「グリッド解析」 - 「サーフェス解析」 - 「見通しポイント解析」を選択

すると、ダイアログボックスに、ラインの両端間の可視／不可視の結果を表示します。 

その他の操作方法 

 「サーフェス解析」ツールバーの「見通しポイント解析」ボタン をクリックします。 

条件 

 レイヤーが Grid レイヤーあるいは DEM レイヤーであること。 

14.6.4.2 マルチ見通しポイント解析 

機能 

複数ポイント間の見通しができるかどうかを確定します。 

操作 

1. 「解析」-「グリッド解析」-「サーフェス解析」-「マルチ見通しポイント解析」を選択すると、解

析レポートウィンドウに、「マウスでマップ上に直線を描きます。」と表示されます。  

2. 見通し解析をするポイントで左クリックします  
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3. 解析ポイントを選択後、右クリックすると、「マルチ見通しポイント解析」ダイアログボックスが

表示されます。  

4. 検索するレイヤーを選択します。  

5. 「座標点情報」リストボックスですべての解析ポイントの座標値を表示し、各項目でその視

点の高さを修正することができます。  

6. 「解析」ボタンをクリックすると、ポイント間の解析結果が「解析結果」リストボックスに表示さ

れます。  
 

条件 

現在のマップウィンドウで開いているデータセットにグリッドデータセットがあること。 

14.6.4.3 見通し領域解析 

機能 

見通し領域解析は、グリッド/DEM 上に観測地点を設定し、一定の相対高度に基づき、観測地点

から見通せる範囲を抽出します。解析結果はグリッドデータセットとして取得します。 

操作 

1. 「解析」 - 「グリッド分析」 - 「サーフェス解析」 - 「見通し領域解析」を選択します。 

2. マップウィンドウ上でマウスをクリックし、ポイントを指定すると、青色ポイント表示となり、同

時に「見通し領域解析」ダイアログボックスが表示されます。 

3. 観測地点の高さ、半径などのパラメータを設定します。また、「出力先データ」でデータソ

ースを選択し、データセット名を入力します。 

4. 「OK」をクリックすると、操作を実行し、結果データセットを生成します。図 14.17 のように、

DEM が地面の高さを表します。丸い点が観測地点で、薄い色の部分は見通し可能、濃い

色の部分は見通し不可能の地域です。 

5. その他のポイントの見通し領域解析を継続して行う場合は、左クリックで操作を継続し、終

了する場合はマウスの右クリックか、ESC キーで終了します。 

  

図 14.16 DEM 図 14.17 見通し領域解析結果 
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ダイアログボックスについて 

 解析データセット：解析を行うデータセット名を表示します。マップウィンドウの も上のレイ

ヤーに表示されている DEM データセットまたはグリッドデータセットです。 
 観測地点： 

X,Y,Z 座標：指定したポイントの座標を表示します。 
視線の高さ：選択したポイントの標高に対する相対的な高さを指定します。例えば、レイヤ

ー上で選択した観測ポイントの標高が 430 メートルで、視線の高さを 100 メートルに指定し

た場合、観測ポイントの高さは 530 メートルとなります。 
視線半径：解析を行う範囲を指定します。観測ポイントを中心とし、指定した視線半径を半

径とする円形領域に対して解析を行います。デフォルト設定は－1 であり、視線半径に制

限がないことを意味します。 

その他の操作方法 

 「サーフェス解析」ツールバーの「見通し領域解析」ボタン をクリックします。 

条件 

 レイヤーが Grid レイヤーあるいは DEM レイヤーであること。 

14.6.4.4 マルチ見通し領域解析 

機能 

複数のポイントの見通し範囲を取得して、Grid データセットを生成します。 

操作 

1. 「解析」-「グリッド解析」-「サーフェス解析」-「マルチ見通し領域解析」を選択します。  

2. レイヤー上で左クリックし、解析するポイントを選択すると、そのポイントがマップ上でハイラ

イト表示されます。  

3. 右クリックして選択を終えると、「マルチ見通し領域解析」ダイアログボックスが表示されま

す。  

4. 座標点情報を入力し、結果データセットに名前をつけます。  

5. 「解析」ボタンをクリックし、結果データセットを生成します。  

結果データセットのグレー部分は見通し範囲でそのグリッド値は 1、白い部分は見通し不可

能範囲でそのグリッド値は 0 です。 

条件 

 解析するデータセットがグリッドデータセットであること。 
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14.6.5 サーフェス計測 

14.6.5.1 サーフェス面積 

機能 

選択したポリゴン内のグリッド/DEM データセットの 3D の地表面の表面積を計算します。 

操作 

1. 「解析」 - 「グリッド解析」 - 「サーフェス解析」 - 「サーフェス面積」を選択すると、解析

レポートウィンドウに、「マウスでマップ上にポリゴンを描き、マウスの右ボタンを押して解析

できます。」と表示されます。 

2. マップウィンドウ上でポリゴンを描き、右クリックすると、計算結果が解析レポートウィンドウ

に表示されます。 

ポリゴンデータセット上のポリゴンのサーフェス面積を計算する場合、まずポリゴンを選択し、次

に「解析」 - 「グリッド解析」 - 「サーフェス解析」 - 「サーフェス面積」を選択すると、解析レポー

トウィンドウに計算結果が表示されます。 

その他の操作方法 

 「サーフェス解析」ツールバーの「サーフェス面積」ボタン をクリックします。 

条件 

 レイヤーが Grid レイヤーあるいは DEM レイヤーであること。 

14.6.5.2 サーフェス距離 

機能 

グリッド/DEM 上で指定したラインの 3D の地表面上の距離を計算します。 

操作 

1. 「解析」 - 「グリッド解析」 - 「サーフェス解析」 - 「サーフェス距離」を選択すると、解析

レポートウィンドウに、「マウスでマップ上に折れ線を描き、マウスの右ボタンを押して解析

できます。」と表示されます。 

2. マップウィンドウ上で折れ線を描き、右クリックすると、計算結果が解析レポートウィンドウに

表示されます。 

ラインデータセット上のポリラインのサーフェス距離を計算する場合、まずポリラインを選択し、

次に「解析」 - 「グリッド解析」 - 「サーフェス解析」 - 「サーフェス距離」を選択すると、解析レポ

ートウィンドウに計算結果が表示されます。 
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条件 

 レイヤーが Grid レイヤーあるいは DEM レイヤーであること。 

14.6.5.3 体積計算 

機能 

指定した標高から、描いたポリゴンと 3D モデルの重なり合う高さまでの、3D モデルの体積を計算

します。 

操作 

1. 「解析」 - 「グリッド解析」 - 「サーフェス解析」 - 「体積計算」を選択します。 

2. マップウィンドウ上でポリゴンを描き、右クリックすると、「体積計算」ダイアログボックスが表

示されます。 

3. 「生成元データ」でデータソースとデータセットを選択し、「生成先データ」で体積計算を行

う開始標高を入力します。 

4. 「計算」ボタンをクリックすると、「体積」に計算結果が表示されます。 

ポリゴンデータセットでオブジェクトに含まれる 3D の体積を計算する場合、ポリゴンデータセ

ットでそのオブジェクトを選択し、メニューの「解析」 - 「グリッド解析」 - 「サーフェス解析」 - 

「体積」を選択すると、｢体積計算｣ダイアログボックスが表示されます。以降の操作は上述のと

おりです。 

 レイヤーが Grid レイヤーあるいは DEM レイヤーであること。 

条件 

14.6.6 断面図 

機能 

DEM データセットまたはグリッドデータセットに関して、ユーザーが指定したラインに沿った断面図

を作成します。または、指定したライン上の任意位置の座標または標高値を検索できます。 

操作 

1. 「解析」 - 「グリッド解析」 - 「サーフェス解析」 - 「断面図の生成」を選択します。 

2. 解析レポートウィンドウに、「マウスで断面上に折れ線を描き、マウス右ボタンでクリックし、

解析を行います。」と表示されます。 

3. 断面図をビットマップファイル、ラスタデータセット、属性テーブルデータセットにエクスポー

トすることができます。エクスポートした属性テーブルデータセットにはルートが通過したグ

リッドの X、Y 座標と標高値が記録されます。 
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その他の操作方法 

 「サーフェス解析」ツールバーの「断面図の生成」ボタン をクリックします。 

条件 

 レイヤーが Grid レイヤーあるいは DEM レイヤーであること。 
 

 
図 14.18 断面図 

図 14.18 は断面結果です。図中では、断面解析箇所の水平距離（X 軸）と対応する標高（Y 軸）、

大/ 小標高を表示し、任意の断面地点の座標と標高値を確認することができます。 

14.6.7 DEM の分割 

機能 

DEM データセットの分割を行い、分割後の DEM データセットを、それぞれ別のデータセットとして

保存します。 

操作 

1. 「解析」 - 「グリッド解析」 - 「サーフェス解析」 - 「DEM の分割」を選択します。 

2. 分割に用いる折れ線をマップウィンドウ上に描き、右クリックすると、「DEM の分割」ダイアロ

グボックスが表示されます。 

3. 「生成元データ」で、データソースとデータセットを選択します。「生成先データ」で、データ

ソースを選択し、分割して生成する 2 つのデータセット名を入力します。 

4. 分割して生成したの 2 つのデータセットを現在のマップウィンドウに追加するかどうかを選

択します。現在のマップウィンドウに追加すると、値ないがない部分は透明に設定されま
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す。  
5. 「OK」をクリックすると、描いたラインで分割した 2 つのデータセットを生成します。 

条件 

 レイヤーが Grid レイヤーあるいは DEM レイヤーであること。 

14.6.8 陰影起伏図 

機能 

光源の角度によって、3D モデル表面の陰影や起伏の様子を再現し、グリッドデータセットを生成

します。陰影起伏図で表現する効果は地形の解析で重要な役割を果たします。他の専門データと

重ね合わせることで、より高い視覚効果を発揮することができます。 

操作 

1. 「解析」 - 「グリッド解析」 - 「サーフェス解析」 - 「陰影起伏図の生成」を選択すると、

「陰影起伏図の生成」ダイアログボックスが表示されます。 

2. 「生成元のデータ」で、データソースとデータセットを選択します。「生成先のデータ」で、デ

ータソースを選択し、データセット名を入力します。 

3. 光源の角度、処理方法などの各種パラメータを設定します。 

4. 「OK」をクリックすると、操作を実行します。図 14.19 は方位角 315 度、仰角 45 度の陰影起

伏図です。 

  

図 14.19 方位角 315 度、仰角 45 度の陰影起伏図 図 14.20 方位角 315 度、仰角 60 度の陰影起伏図 

ダイアログボックスについて 

 方位角度：光源の方位角を設定します。0 度～360 度の範囲の角度で表示され、北から反

時計周りで計算します。デフォルト設定は 315 度です。 
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 標高角度：光源の仰角を設定します。0 度～90 度の範囲の角度で表示され、水平の場合 0

度、垂直の場合 90 度となります。デフォルト設定は 45 度です。 
 処理方法：光の照射角度による表示効果、影になる部分の表示効果、その両方の中から

選択します。 
陰影起伏効果：光の照射角度による起伏表示効果と、陰影の表示効果の 2 つの効果を有

効とします。生成結果データセットのグリッド値の範囲は 0 ～ 255 となり、0 は も暗い地

域、255 は も明るい地域を表します。 
起伏効果：光の照射角度による起伏表示効果のみ有効とします。生成結果データセットの

グリッド値の範囲は 0 ～ 255 となり、0 は も暗い地域、255 は も明るい地域を表しま

す。 
陰影効果：陰影の表示効果のみ有効とします。生成結果データセットはバイナリのグリッド

データセットとなり、0 は影になっていることを、1 は影になっていないことを表します。 
 拡大倍率：長さの単位に対する元データセットの経度緯度の倍率です。経度緯度座標のも

とで、生成を実行する場合に使用します。デフォルト値は「1.0」で、拡大縮小しないことを表

します。 

14.6.9 正射画像の生成 

機能 

グリッドの属性値を一定の規則でラスタ画像の色に変換します。画像の見た目は 3D のようですが、

実際は 2D の画像です。 

  

図 14.21 DEM 図 14.22 正射画像 
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操作 

1. 「解析」 - 「グリッド解析」 - 「サーフェス解析」 - 「正射画像の生成」を選択すると、「正

射画像の生成」ダイアログボックスが表示されます（図 14.23）。 

2. 「生成元のデータ」で、データソースとデータセットを選択します。また、「生成先のデータ」

で、データソースを選択し、データセット名を入力します。 

3. 「標高」や「カラー設定」で、標高のスケールや、正射画像のカラーやレイヤー数などを設

定します。 

4. 「OK」をクリックすると、操作を実行します（図 14.22）。 

 
図 14.23 正射画像の生成ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 標高スケール：X,Y 座標単位に対する標高座標単位の比です。X,Y 座標に対し、標高を

際立たせたい場合などに使用します。デフォルト値は「1.0」で、拡大縮小しないことを表し

ます。 
 カラー設定：カラーレイヤー数によって、生成元データセットの標高の段階数を設定します。

カラーは段階区分によって異なり、各段階のカラーはリストボックスに表示されます。各段

階の標高範囲は、その段階の相対標高と、下の段階の相対標高との間の数値です。 も

下の段階の標高範囲は、その段階の相対標高と 小標高との間の数値です。 
 システムカラー：プルダウンメニューから、生成する正射 3D 画像のカラーを選択します。 
 リストボックス：選択したシステムカラー、カラーレイヤー数を元に、カラーを表示します。 
 カラーレイヤー数：入力した整数値は標高値の段階数となります。また、生成する正射画

像に使用するカラーの数にもなります。 
 相対標高：リストボックスのカラーをクリックすると、このカラーの 大標高値が表示されま

す。標高値の段階区分点にもなります。 
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 大標高：元データセットの 大標高値が表示されます。 
 小標高：元データセットの 小標高値が表示されます。 
 反転生成：ボタンをクリックすると、リストボックスに表示されたカラーが反転します。 
 カラーセットのインポート：*.sct フォーマットの SuperMap 3D カラーセットをインポートしま

す。インポートするカラーセットの標高値が生成元データセットの標高範囲以内の場合の

み、インポート可能です。 

14.6.10 標高検索 

14.6.10.1 高点・ 低点の検索 

機能 

ラスタデータセットで、指定したポリゴン領域における 高点、 低点を検索します。 

操作 

1. 「解析」 - 「グリッド解析」 - 「サーフェス解析」 - 「 高点・ 低点の検索」を選択すると、

解析レポートウィンドウに、「マウスでマップ上にポリゴンを描き、右ボタンを押して解析を行

います。赤色ポイントは 高点、青色ポイントは 低点。」と表示されます。 

2. 高点、 低点を検索したいポリゴンを描き、マウスを右クリックします。 

3. マップ上に赤色ポイントと青色ポイントが表示されます。赤色ポイントは指定したポリゴン区

域の 高点、青色ポイントは 低点です。青色ポイントと赤色ポイントの座標値は、解析レ

ポートウィンドウに表示されます。 

ESC キーを押すと、 高点・ 低点の表示をクリアします。 

その他の操作方法 

 「サーフェス解析」ツールバーの「 高点・ 低点の検索」ボタン をクリックします。 

条件 

 レイヤーが Grid レイヤーあるいは DEM レイヤーであること。 

14.6.10.2 標高検索 

機能 

指定した座標値によって、その地点のグリッド値を検索し、表示します。 

操作 

1. 「解析」 - 「グリッド解析」 - 「サーフェス解析」 - 「標高検索」を選択すると、「グリッド値

の検索」ダイアログボックスが表示されます（図 14.24）。 
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2. リストボックスに座標値を入力するか、座標データ（テキストファイル）をロードします。 

3. 「検索」をクリックすると、リストボックスの「Z 値」にグリッド値を表示します。 

 

図 14.24 グリッド値の検索ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 リストボックス：グリッド値検索を行う X、Y 座標及びグリッド値（Z 値）を表示します。 
 座標設定：地理座標とラスタ座標の 2 種類から選択します。 
 ロード：テキストファイル形式で保存した座標情報を直接読み込んで使用します。テキスト

ファイル中の座標情報のフォーマットは、リストボックスに表示される形式を参考にできます。

各レコードには各グリッドの座標が記録されており、3列（コード番号、X座標、Y座標）に分

けられます（注：各数値の 後には半角スペースが必要です）。 
 セーブ：リストボックスの座標情報を出力してテキストファイル形式で保存します。 
 検索情報： 大（小）Z 値、 大（小）X 値、 大（小）Y 値のデータセット関連情報を表示し

ます。 

14.6.10.3 マウスを用いて標高検索 

機能 

マウスをクリックし、指定した位置の座標とグリッド値（標高等）を表示します。 

操作 

1. 「解析」 - 「グリッド解析」 -「サーフェス解析」 - 「マウスを用いて標高検索」を選択しま
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す。 

2. マップウィンドウ上でマウスを移動すると、ポインタの位置の地理座標値、ラスタ座標値、グ

リッド値が、ポインタの近くにリアルタイム表示されます。 

マップウィンドウ上で、標高を知りたい位置をクリックすると、その地点は青色ポイントとなり、青

色ポイントの地理座標座標値、ラスタ座標値、グリッド値が、解析レポートウィンドウに表示されま

す。青色ポイントは、ESC キーを押すとクリアされます。 

 

その他の操作方法 

 「サーフェス解析」ツールバーの「マウスを用いて標高検索」ボタン をクリックします。 

条件 

 レイヤーが Grid レイヤーあるいは DEM レイヤーであること。 

14.7 階級の再区分 

機能 

各グリッドの階級範囲を再区分して、新規グリッドデータセットを生成します。 

操作 

1. 「解析」 - 「グリッド解析」 - 「階級の再区分」を選択すると、「階級の再区分」ダイアログ

ボックスが表示されます（図 14.25）。 

2. 「生成元データ」で、元データセット、つまり再区分するデータセットを選択します。  

3. 「生成先データ」で結果データセットを保存するデータソースを選択し、名前をつけ、結果

データセットのグリッド値保存の数値型を選択します。  

4. 「区分パラメータ」でデータセットの区分タイプを選択します。範囲または単一値で再区分

を行います。範囲で再区分は、すべての範囲の値を目標値に変更し、単一値で再区分は、

設定した値のみを目標値に変更します。  

5. 区分分けを選択します。区分数を直接入力、または間隔を設定 します。区分数をを入力

すると、グリッドデータの 大値と 小値により、等差で自動的に計算します。間隔を入力

すると、グリッド 小値から指定間隔でグリッドの 大値まで区分されます。  

6. 区分タイプで範囲を選択した場合、区分範囲のタイプを設定する必要があります。上限値

に取り入れる、下限値に取り入れる、の 2 つの方法があります。  

7. 「値無し処理」で値無しデータを任意の値に変更します。  

8. 「区分無しの単一値処理」で区分無しのセルの処理方式を設定します。不変、値無し、変

更値から選択することができます。  
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9. 「OK」ボタンをクリックし、操作を完了します。 

区分無し処理と値無し処理 

区分から特殊な値を除いたり、それらに対して特別な処理(Null 値を設定するあるいは値を与え

る)をする場合があります。例えばスキー場の建設にあたり解析をする場合、積雪の無い地区は考慮

する必要がありません。この場合は雪の無い地区を除き、それを Null 値に設定することができます。 

また、Null 値データに一定の値を与え、再区分をすることもできます。例えば植物データにおいて、

新しい品種を取り入れ、元々植物のなかった地区にそれを植える場合、Null 値であった地区に一定

の値を与え、その後再区分をします。 

*.rmp フォーマットファイルのインポート/エクスポート 

グリッド解析をする場合、複数のグリッドデータが同一の値の範囲を使用することがあり、各グリッド

データが同一の範囲を使用して再区分することがあります。このような場合には、先にエクスポートし

た*.rmp ファイルをインポートし、一連のグリッドデータに同一の区分範囲を使用して処理をすること

ができます。 

 
図 14.25 階級の再区分ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 区分パラメータ 
範囲：選択すると、範囲で再区分を行います。再区分をした後、右側のリストで「階級値の

下限」と「段階値の上限」の間の値 が対応する目標値になります。 
単一値：選択すると、単一の値で再区分を行います。再区分をした後、ラスタデータセット
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で右のリストの「元の値」と一致するグリッド値が対応する目標値になります。 
区分数：区分数により各範囲を区分します。デフォルト設定は 10 です。区分数を入力する

と、グリッドデータの 大値と 小値に基づき、均等になるように自動的に計算します。例

えば、グリッドデータセットの 小値 が 200、 大値が 1000、入力した区分数が 4 である

場合、200、400、600、800、1000 で区分されます。 
間隔：間隔により区分数を決定します。間隔を入力すると、グリッド 小値からグリッド 大

値の間で、各階級が指定した間隔で設定されます。例えば、グリッドデータセットの 小値 

が 200、 大値が 1000、間隔が 300 である場合、200、500、800 で区分されます。 
区分範囲：範囲により区分分けする場合の区分の範囲を定義します。「上限値に取り入れ

る」と「下限値に取り入れる」から選択します。下図の場合、「上限値に取り入れる」場合、

400 は目標値 0 に属します。「下限値に取り入れる」場合、400 は目標値 1 に属します。 

 

 値無し処理：生成元データセットで値のないグリッドに、入力した値を割り当てます。 
 区分無しの単一値処理 

不変：選択すると、リストボックスに表示された再区分の範囲外のデータは、生成元データ

セットの値を保持します。 
値無し：選択すると、リストボックスに表示された再区分の範囲外のデータに、空の値

（Nodata）を割り当てます。 
変更値：選択すると、リストボックスに表示された再区分の範囲外のデータに、指定した値

を割り当てます。 

14.8 マップ代数 

14.8.1 グリッド代数演算 

機能 

グリッド代数演算機能では、複数のレイヤーに対して数学演算及び関数演算を実行できます。

SuperMap Deskpro では数学の演算記号：加(+)、減(-)、乗(*)、除(/)と 19 種類の数学関数をサポート

しています。 
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表 14.1 グリッド代数演算関数 

関数 説明 関数 説明 
abs(x) 絶対値 mod(x, y) 数値を除算した剰余 

acos(x) アークコサイン ln(x) 自然対数 

asin(x) アークサイン log(x) 常用対数 

atan(x) アークタンジェント pow(x, y) x の y 乗 

Acot(x) アークコタンジェント sin(x) サイン 

Cos(x) コサイン sinh(x) 双曲線サイン 

Cosh(x) 双曲線コサイン sqrt(x) x の平方根 

Cot(x) コタンジェント tan(x) タンジェント 

Exp(x) e の x 乗 tanh(x) 双曲線タンジェント 

Floor(x) 0 に近い数値に丸めた

値 

  

操作 

1. 「解析」 - 「グリッド解析」 - 「グリッドの計算」を選択すると、「グリッドの計算」ダイアログボ

ックスが表示されます（図 14.26）。 

2. 生成先データソースを選択し、データセット名を入力します。データセットのタイプは DEM

あるいは Grid データセットです。 

3. ダイアログボックスで式を設定するか、直接入力します。 

4. 計算結果を保存するデータセット名を入力します。 

5. 「計算」をクリックすると、計算を実行します。 

ダイアログボックスについて 

 リストボックス（左側）：ワークスペースのデータソースとデータセットを、ディレクトリツリーの

形で表示します。データセットをダブルクリックして選択すると、データセット名が右下のリス

トボックスに表示されます。 
 リストボックス（右側）：グリッド計算の計算式を表示します。 
 +、-、*、/ボタンキー：ボタンをクリックすると、演算記号が右下のリストボックスに表示されま

す。 
 常用関数：プルダウンメニューから、使用したい関数を選択します。表を参照してください。 
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図 14.26 グリッド代数演算ダイアログボックス 

グリッドの計算式の規則 

 計算式はグリッドデータセット名、数字、演算記号、19 種類の数学関数のみ入力できま

す。 

 演算を行うグリッドデータセットは、 [データソース別名.データセット名] の形式で指定しま

す。例：[DatasourceAlias1.Raster1] - ([DatasourceAlias2.Raster2]) 

 計算中にマイナスの数値を入力する場合、前と後ろに（）を付けなければなりません。 

 計算式を途中で改行してはいけません。Enter キーで改行していない 1 行の計算式のみ

有効です。 

14.8.2 グリッド統計 

機能 

解析条件を満たすグリッドのみを抽出し、新しいグリッドデータセットを生成します。 

操作 

1. 「解析」 - 「グリッド解析」 - 「グリッド統計」 - 「グリッド統計」を選択すると、「グリッド統

計」ダイアログボックスが表示されます。 

2. 「解析データ」で、データソース、データソース、解析タイプを選択します。 

3. 「解析操作データ」で、解析条件の値を持つデータのデータソース、データセットを選択し

ます。「数字型」を選択すると、入力した数字が解析条件の値となります。 

4. 等しい、より大きい、より小さい、以上、以下の条件の中からグリッド統計の解析条件を選
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択します。 

5. 「生成先データ」で、解析結果を保存するデータソース名を選択し、データセット名を入力

します。 

6. 「OK」をクリックすると、操作を実行します。 

14.8.3 近傍解析 

機能 

近傍モデルの設定に基づき、近傍域にあるグリッド値を用いて統計計算を行い、新しいグリッドデ

ータセットを生成します。 

SuperMap では4種類の近傍範囲の形状：矩形、円形、環状、扇状があります。近傍範囲のパラメ

ータでは、範囲サイズの数値とその単位として地理単位（m、km など）あるいはグリッド単位（ピクセ

ル）を設定することができます。 

表 14.2 近傍解析説明 

近傍形状 説明 

円形 
円形のサイズは指定半径で確定します。円形範囲内のセルは近傍解析の計算が実行され

ます。デフォルト半径は 3 です 

扇状 
扇状図形のサイズは指定円半径、開始角度、終止角度で確定します。扇状図形範囲内の

セルは近傍解析の計算が実行されます。デフォルト半径は 3、開始角度は 0 度、終止角度

は 180 度です 

矩形 
矩形のサイズは指定幅と高さで確定します。矩形範囲内のセルは近傍解析の計算が実行

されます。デフォルトは 3×3 です 

環状 
環状図形のサイズは指定外円半径と内円半径で確定します。環状図形範囲内のセルは近

傍解析の計算が実行されます。デフォルト外円半径は 6、内円半径は 3 です 

操作 

1. 「解析」 - 「グリッド解析」 - 「グリッド統計」 - 「近傍解析」を選択すると、「近傍解析」ダ

イアログボックスが表示されます（図 14.27）。 

2. 「生成元データ」で、データソース、データセットを選択し、解析タイプを指定します。 

3. 。「近傍モデルの設定」をクリックすると、「近傍モデルの設定」ダイアログボックスが表示さ

れ、必要に応じて各種パラメータを設定します。 

4. 「生成先データ」で、データソースを選択し、データセット名を入力します。 

5. 「OK」をクリックすると、操作を実行します。 
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図 14.27 近傍解析ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 解析タイプ：解析方法を選択します。プルダウンメニューから、 頻値、合計、 大値、平

均値、中央値、 小値、レンジ、標準偏差、種類の解析方法を選択できます。 
表 14.3 統計解析方法説明 

解析方法 説明 
頻値 範囲内のセルで も多いグリッド値を当該範囲に

付与します 

大値 範囲内のセルで 大グリッド値を当該範囲に付

与します 

平均値 範囲内のセルの平均グリッド値を当該範囲に付

与します 

中央値 範囲内のセルで中央に位置するグリッド値を当該

範囲に付与します 

小値 範囲内のセルで 小グリッド値を当該範囲に付

与します 

レンジ 範囲内のセルのグリッド値の範囲（ 大値― 小

値）の値を当該範囲に付与します 

標準偏差 範囲内のセルの標準偏差を当該範囲に付与しま

す 

合計 範囲内のセルのグリッド値の合計を当該範囲に

付与します 

種類 範囲内のセルのグリッド値の種類の合計 
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 近傍範囲モデルの設定 
近傍範囲の形状：矩形、円形、環状、扇状の中から、近傍域の形状を選択します。 
近傍範囲のパラメータ：近隣域の形状によって、半径、長さ、幅、角度などを指定します。 

 Null 値無視：選択した場合は、値を持たないグリッドは無視され、値を持つグリッドのみを

用いて解析を実行します。選択しない場合は、グリッドの有効な近隣域に値のないグリッド

があれば、そのグリッドの解析結果は Null となります。 

14.8.4 ゾーン統計 

機能 

ゾーン統計で入力する 2 つのデータセットには統計されるグリッドとゾーン制御グリッドがあります。

ゾーン制御グリッドは整数型の Grid データセットで、統計されるグリッドは任意のタイプが可能です。 
「ゾーンデータ」セットで、同じグリッド値を持つセル（ゾーン）に対し、「値データセット」で同じ位

置にあるセルのグリッド値を集めて統計計算を行います。 

ゾーン統計の基本操作 

1. 「解析」 - 「グリッド解析」 - 「グリッド統計」 - 「ゾーン統計」を選択すると、「ゾーン統計」

ダイアログボックスが表示されます（図 14.28）。 

2.   「値データ」と「ゾーンデータ」で、データソースとデータセットを選択します Grid データセ

ットと DEM データセットをサポートしています。 

3. 「生成先データ」で、データソースを選択、データセット名を入力します。 

4. 解析タイプを選択します。 

5.   「OK」をクリックすると、操作を実行します。 

 
図 14.28 ゾーン統計ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 
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 値データ：値データ（統計を行う値を持つデータ）のデータソースとデータセットです。 
 ゾーンデータ：ゾーンの形状、値、位置を定義します。 
 解析タイプ：解析方法を選択します。プルダウンメニューから、 頻値、合計、 大値、平

均値、中央値、 小値、レンジ、標準偏差、種類の解析方法を選択できます（詳しくは表

14.3 を参照）。 
 Null 値のデータ無視：選択した場合は、値を持たないグリッドは無視され、値を持つグリッド

のみを用いて解析を実行します。選択しない場合は、グリッドの有効な近隣域に値のない

グリッドがあれば、そのグリッドの解析結果は Null となります。 

注意事項 

 値データセットは、整数型、単精度型、倍精度型のデータセットを指定します。  

 ゾーンデータセットは、整数型データセットを指定します。  

 ゾーンデータセットのグリッド値が多いほど、確定する範囲は広くなり、計算量が多くなるた

め、計算の速度は遅くなります。 

条件 

 解析するデータセットは DEM データセットあるいは Grid データセットです。 

14.9 リサンプリング 

機能 

ラスタデータセットのピクセルサイズを再定義し、新しいラスタ形式のデータセットを生成します。 

図 14.29 リサンプリング 

操作 

1. 「解析」 - 「グリッド解析」 - 「リサンプリング」を選択すると、「リサンプリング」ダイアログボ
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ックスが表示されます（図 14.30）。 

2. 各パラメータを設定し、、「生成先のデータ」でデータセット名を入力します。DEM データセ

ットあるいは Grid データセットです。 

3. 「OK」をクリックすると、操作を実行します。（図 14.29） 

 
図 14.30 リサンプリングダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 リサンプリング方法： 近隣補間法、共 1 次補間法、3 次畳み込み補間法があります。 
近隣補間法：新たに生成するグリッドに、 も近いグリッド値を割り当てます。 

共 1 次補間法：生成元データセットのグリッドのうち、 も近い 4 つのグリッド値を距離で加

重平均することにより、新たに生成するグリッド値を計算します。DEM に適しています。 
3 次畳み込み補間法：共 1 次補間法とほぼ同じですが、 も近い 16 個のグリッドの再区分

値を使用します。 
 ピクセルの大きさ：再定義するピクセルの大きさを入力します。 
 行（列）数：リサンプリング結果データセットのピクセルの行（列）数を表示します。 

14.10 データ変換 

14.10.1  ベクタのラスタ化 

操作 
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1. 「解析」 - 「グリッド解析」 - 「データの変換」 - 「ベクタのラスタ化」を選択すると、「ベク

タデータのラスタ化」ダイアログボックスが表示されます。 

2. 「生成元データ」でラスタ化するベクタデータセットを選択します。  

3. 「生成先データ」で生成したラスタデータセット名を入力します。  

4. 「パラメータ設定」で各種パラメータを設定します。 

5. 「OK」をクリックすると、操作を実行します。 

 
図 14.31 ベクタのラスタ化ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 境界データ：生成元データセットと重なっている部分をラスタ化します。境界データは選択

しなくても構いません。 
 ピクセルタイプ：結果デーセットにおけるピクセルの表示タイプを選択します。 
 グリッド値フィールド：生成元データセットのすべてのフィールドを表示します。ここから、生

成結果データセットのグリッド値を示すフィールドを 1 つ選択します 
 解像度：生成結果ラスタデータセットの解像度（1 つのピクセルに相当する長さ）を指定しま

す。デフォルト値は、生成元データセットの解像度です。 

14.10.2 ラスタのベクタ化 

操作 

1. メニューから「解析」-「グリッド解析」-「ベクタ/ラスタの変換」-「ラスタのベクタ化」を選択す
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ると、「ラスタの自動ベクタ化」ダイアログボックスが表示されます。 

2. 「データソース」で、ベクタ化するラスタデータセットを選択します。  

3. 「結果データ」で、結果データセットを保存するデータソースを選択します。  

4. 結果データセットのタイプを選択します。ポイントデータセット、ラインデータセット、ポリゴン

データセットから選択します。  

5. 生成するデータセット名を設定します。また、ラスタデータのグリッド値を保存するフィール

ドを設定します。  

6. 変換パラメータを設定します。デフォルト値を使用することもできます。 

7. 「OK」ボタンをクリックし、操作を完了します。 

条件 

 操作されるデータセットは DEM データセットあるいは Grid データセットです。 

14.10.3 特定ラスタの一条化 

機能 

ラスタデータセットの線状地物を示すラスタ値のセルを 1 本となるように処理して、新しいデータセ

ットを生成します。 

操作 

1. 「解析」-「グリッド解析」-「ベクタ/ラスタの変換」-「特定ラスタの一条化」を選択すると、「特

定ラスタの一条化」ダイアログボックスが表示されます（図 14.32）。 

2. 一条化するラスタデータセットを保存するデータソースを選択します。  

3. 一条化するラスタデータセットを選択します。  

4. 一条化する結果データセットに名前をつけます。  

5. Image データに背景色および背景トレランスを設定します。GRID/DEM データの場合、

NULL 値データの値およびトレランスを設定します。  

6. 「OK」をクリックし、操作を完了します。  
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図 14.32 特定ラスタの一条化ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 データソース：一条化するラスタデータセットを保存するデータソースです。 
 データセット：一条化するラスタデータセットを選択します。 
 結果データセット：一条化するデータセットに名前をつけます。 
 背景色：Image データセットに対して、この種のセルは背景色とし、ベクタ化にかかわりませ

ん。 
 NULL データ：DEM あるいは Grid データセットに対して、この設定値のセルは NULL デー

タとされ、ベクタ化にかかわりません。 
 背景トレランス：背景色と NULL データのトレランスを設定します。Image データセットに対し

て、背景色を選択後、データセットのあるセルの RGB 値がトレランス内にある場合、このセ

ルも背景色としてグリッド化にかかわりません。例えば灰色(その RGB 値はそれぞれ 100、

100、100)を背景色として選択し、ここで設定するトレランスを 10 とすると、RGB 値が(100-10、

100+10)の間の色はみな背景色としてグリッド化にかかわりません。同様に DEM あるいは

Grid データセットに対して、データセットのセルのグリッド値がこのトレランス内にある場合、

このセルは NULL データとしてグリッド化にかかわりません。 

14.11 水文解析 

14.11.1  概説 

地表の形状は水流の状況によって大きく変わります。水文解析は地表の特徴を表現するのに有

効な方法で、DEM を利用してある区域の水流システムを描写し、それに対して解析を行います。水
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文解析機能によりグリッドの任意の位置の水源やその下流等を知ることができます。 

DEM 水文解析モデルは、洪水の範囲、汚染源、地形の変化による水流への影響等の解析がで

き、土地計画、農林業において非常に有効です。 

14.11.2 窪地の処理 

グリッドデータセットにある窪地を埋め、平らにします。これにより新しいグリッドデータセットを生成

し、元データの誤差を削減します。 

操作 

1. 「解析」 - 「グリッド解析」 - 「水文解析」 - 「窪地の処理」を選択すると、「窪地の処理」

ダイアログボックスが表示されます。 

2. 「生成元のデータ」と「生成先のデータ」で、データソースとデータセットをそれぞれ選択し

ます。 

3. 「OK」をクリックすると、操作を完了します。 

14.11.3 窪地の計算 

機能 
データセットにある窪地を計算し、新しいグリッドデータセットを作成します。 

窪地の計算の基本操作 

1. 「解析」 - 「グリッド解析」 - 「水文解析」 - 「窪地の計算」を選択すると、「窪地計算」ダ

イアログボックスが表示されます。 

2. 「生成元のデータ」と「保存先のデータ」で、データソースとデータセットをそれぞれ選択し

ます。 

3. 「OK」をクリックすると、操作を完了します。 

14.11.4 流向の解析 

機能 
グリッドデータセットで水の流れる方向を解析し、新しいグリッドデータセットを作成します。 

操作 

1. 「解析」 - 「グリッド解析」 - 「水文解析」 - 「流向の解析」を選択すると、「流向の解析」

ダイアログボックスが表示されます。 
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2. 各パラメータを設定します。 

3. 「生成元のデータ」と「生成先のデータ」で、データソースとデータセットをそれぞれ選択し

ます。 

4. 「OK」をクリックすると、操作を完了します。 

ダイアログボックスについて 

 境界水流の処理：選択すると、 も外側に位置するグリッドが示す流向は全て外向きとなり

ます。 
 標高勾配の生成：選択すると、流向に沿う各グリッドの標高の 大変化比率を％で表すグ

リッドデータセットが別途生成されます。 

14.11.5 累積集水量の計算 

機能 
一つ一つのグリッドに対して、その通過のグリッド量を計算し、ラスタデータセットを生成します。こ

れにより、グリッドごとの積水量を表示します。 

操作 

1. 「解析」 - 「グリッド解析」 - 「水文解析」 - 「累積集水量の計算」を選択すると、「累積集

水量の計算」ダイアログボックスが表示されます。 

2. 「生成元のデータ」と「保存先のデータ」で、データソースとデータセットをそれぞれ選択し

ます。 

3. 「OK」をクリックすると、操作を完了します。 

14.11.6 流路長の解析 

グリッドデータセットを生成し、グリッドごとの流向に沿う逆流または順流の距離を解析します。 

操作 

1. 「解析」 - 「グリッド解析」 - 「水文解析」 - 「流路長の解析」を選択すると、「流路長の解

析」ダイアログボックスが表示されます。 

2. 「流向データ」と「重みデータ」のデータソース、データセットをそれぞれ選択します。 

3. 「生成先データ」で、データソースを選択し、データセット名を入力します。 

4. 「OK」をクリックすると、操作を完了します。 

注意事項 

 「流向データ」は、水の流れる方向を表します。このデータセットは「流向の解析」を実行し、
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生成できます。 

 「重みデータ」は、グリッドごとの水流の抵抗力を定義します。選択可能です。 

14.11.7 流域計算 

機能 
グリッドデータセットの地形線に基づき、流域を計算し、グリッドデータセットを作成します。 

操作 

1. 「解析」 - 「グリッド解析」 - 「水文解析」 - 「流域計算」を選択すると、「流域計算」ダイ

アログボックスが表示されます。 

2. 「生成元のデータ」と「保存先のデータ」で、データソースとデータセットをそれぞれ選択し

ます。 

3. 「OK」をクリックすると、操作を完了します。 

14.11.8 流域変遷 

機能 
グリッドデータセットで、指定したポイントへの作用領域を解析し、新しいグリッドデータセットを生

成します。 

流域変遷の基本操作 

1. 「解析」 - 「グリッド解析」 - 「水文解析」 - 「流域変遷」を選択します。 

2. マップウィンドウ上で、いくつかのポイントを指定します。 

3. 右クリックすると、「データセット名の入力」ダイアログボックスが表示されます。「データセッ

ト」に保存先データセット名を入力します。 

4. 「OK」をクリックすると、操作を完了します。 

操作終了後、すべてのハイライト表示されたポイントは、ESC キーでハイライトを解除します。 
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第15章 3D 

（3D モジュールの機能は SuperMap Deskpro でのみ使用可能） 

SuperMap Deskpro の 3D モジュールには主に 3D モデリングと 3D 可視化の 2 つの機能がありま

す。3D モジュールにより、3D データを有効に管理することができ、3D モデルを作成して 3D ビューを

自由に表示したり、属性を設定して飛行や浸水のシミュレーションをすることもできます。 

15.1  3D モデリング 

15.1.1 ポイントから等値線を生成 

機能 

ポイントデータに基づき一連の等値線を生成します。 

操作 

1. ｢解析｣-｢3D モデリング｣-｢ポイントから等値線を生成｣を選択すると、｢ポイントから等値線

を生成｣ダイアログボックスが表示されます（図 15.1）。  

2. ｢元データ｣で、基準ポイントのデータセットおよびその属性フィールドを選択します。  

3. ｢生成データ｣で、等値線データを保存するデータソース、生成するデータセットタイプを選

択し、結果データセットに名前をつけます。  

4. ｢パラメータ設定｣で、取得方法、解像度、基準値、間隔等のパラメータを選択します。  

5. ｢OK｣をクリックし、操作を完了します。  

 
図 15.1 ポイントから等値線を生成ダイアログボックス 
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ダイアログボックスについて 

 元データ：基準ポイントのデータセットおよびその属性フィールドを選択します。 
 生成データ：等値線データを保存するデータソース、生成するデータセットタイプです。ま

た結果データセットに名前をつけます。 
 パラメータ設定 

取得方法：TIN 補間、IDW 補間、Krig 補間、BSpline 補間の 4 種類の方法があります。 
解像度：IDW、Krig、SPline 補間を選択した場合、中間生成されるグリッドデータの解像度を設

定する必要があります。 
基準値：等値線の開始位置を指定します。デフォルトは 0 からです。 
間隔：等値線の生成間隔です。 
スムーズネス係数：等値線を滑らかにするコントロールパラメータで、0-5 の範囲で設定するこ

とができます。0 は滑らかでないことを表し、値が大きいほどより滑らかになります。 
フィルタパラメータ：等値線を生成する際のサンプリングフィルタパラメータです。このパラメータ

が大きいほど結果ポイントは少なくなります。 
クイック生成：中間生成されるグリッドデータによる等値線生成方法を採用し、等値線の生成速

度を高めます。 

15.1.2 2D データセットを 3D データセットに変換 

機能 

2D データセットを 3D データセットに変換します。 

操作 

1. 「解析」 - 「3D モデリング」 - 「2D ポイントデータセットを 3D ポイントデータセットに変換」

を選択すると、「2D データセットを 3D データセットに変換」ダイアログボックスが表示されま

す。 

2. 「変換元データセット」で、変換元 2D データセットのデータソースとデータセットを選択しま

す。 

3. 「標高フィールド」で標高値を示すフィールドを選択します。 

4. 「変換先データセット」で、変換後の 3D データセットを保存するデータソースを選択し、デ

ータセット名を入力します。 

5. 「OK」をクリックすると、2D データセットを 3D データセットに変換します。 

注意事項 

 2D のポイントデータセット、ラインデータセット（SQL エンジン以外）のみに適用されます。 
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15.1.3 TIN データセットの作成 

TIN、つまり不規則三角網（Triangulated Irregular Network）は不規則な三角形で地表を配列しま

す。TINモデルは地表を重なり合わない三角ポリゴンで描写し、主に標高を表すのに用いられます。 

TIN は普通、多種タイプのベクタデータによって作成され、SuperMap GIS はポイント、3D ポイント、

ラインデータを TIN に変換する機能を提供しています。 

操作 

1. 「解析」 - 「3D モデリング」 - 「TIN データセットの新規作成」を選択すると、「TIN データ

セットの新規作成」ダイアログボックスが表示されます（図 15.2）。 

2. 「生成元データ」と「生成先データ」で、データソースとデータセットを選択します。 

3. パラメータを設定します。 

4. 「OK」をクリックすると、変換操作を実行します（図 15.2）。 

 

図 15.2 TIN データセットの新規作成ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 標高フィールド：生成元のフィールドを変換後の TIN データセットの標高フィールドとして選

択します。 
 リサンプリング距離：ラインのノードをリサンプリングするための距離を入力します。 
 拡大スケール：平面座標に対する標高座標の拡大率を入力します。TIN データセットの新

規作成時に、高度は伸縮率を掛けた値に変換されます。 

注意事項 

 2D のポイントデータセット、ラインデータセット、および 3D のポイントデータセットにのみに
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適用されます。 

 
図 15.3 ラインデータセットを TIN データセットに変換 

15.1.4 DEM データセットの作成 

DEMはデジタル標高モデル（Digital Elevation Modals）の描写です。多くの用途があり、傾斜形成

理論、水流分布等 3D の地理空間解析に用いられます。 

GIS における DEM の作成方法は非常に多くありますが、SuperMap Deskpro ではラインデータセッ

ト、ポイントとラインデータセット、TIN データからの DEM 作成機能を提供しています。 

15.1.4.1 ラインデータセットを DEM に変換 

機能 

ラインデータセットを DEM データセットに変換します。 

操作 

1. 「解析」 - 「3D モデリング」 - 「ラインデータセットを DEM に変換」を選択すると、「ライン

データセットを DEM データセットに変換」ダイアログボックスが表示されます（図 15.4）。 

2. 生成元のデータとを選択し、「生成元データ」の標高フィールドを指定します。 

3. 各種パラメータを設定します、あるいは、既定のパラメータを使用します。 

4. 生成先データを選択し、生成先データセットの名を入力します。 

5. 「OK」をクリックすると、変換操作を実行します。結果は図 15.5 のとおりです。 
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図 15.4 ラインデータセットを DEM データセットに変換ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 標高フィールド：DEM データセットの特定の情報値とします。 
 標高拡大倍率：元データセットの X,Y 座標単位に対する、変換結果データセットの標高座

標単位の比です。標高を際立たせたい場合などに使用します。デフォルト値は 1.0 で、拡

大、縮小しないことを表します。 
 解像度：変換結果データセットの解像度です。 
 変換方法：保存スペースを節約するための圧縮方式を指定します。DCT、SGL の 2 つのコ

ーディング方式をサポートしています。DCT（Discrete Cosine Transform）は、離散コサイン

変換方式で、Image データの圧縮にのみ使用できます。SGL（SuperMap Grid LZW）は、

SuperMap 独自の圧縮方式で、Grid データにのみ使用できます。デフォルトで表示される

None を選択した場合は、データを圧縮しません。 

 
図 15.5 ラインデータセットを DEM データセットに変換 
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15.1.4.2 ポイントデータセット、ラインデータセットを DEM に変換 

機能 

標高（ポイント）、等値線（ライン）、湖沼（ポリゴン）などの地形情報を使用して、DEM データセット

を作成します。 

操作 

1. 「解析」 - 「3D モデリング」 - 「ポイントデータセット、ラインデータセットを DEM に変換」

を選択すると、「ポイントデータセット、ラインデータセットから DEM データセットに変換」ダ

イアログボックスが表示されます（図 15.6）。  

2. ラインデータから、ラインデータセットと標高フィールドを選択し、等値線データセットを保

存します。  

3. ポイントデータから、ポイントデータセットと標高フィールドを選択し、極値ポイントデータセ

ットを保存します。  

4. 境界データから、境界範囲を指定するポリゴンデータセットを指定します。補間方法が

IDW の場合、クリップ範囲のみ設定できます。補間方法が TIN の場合、同時にイレース範

囲も指定できます。  

5. 湖沼から、湖沼のデータセットと標高フィールドを選択します。  

6. データ型、コーディング方式、解像度及びトレランス値を選択します。  

7. 生成先データから、保存するデータソースを選択、生成結果のデータセット名を入力しま

す。  

8. 「OK」をクリックすると、変換操作を実行します。  
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図 15.6 

ポイントデータセット、ラインデータセットから DEM データセットに変換ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 ラインデータ：等値線のラインデータセット、および標高フィールド。補間方法を用いて

DEM データセットを生成します。 
 ポイントデータ：サンプルポイントデータのポイントデータセット、および標高フィールド。 
 湖沼データ：湖沼の情報を指定し、ポリゴンデータセット（1 つのポリゴンが 1 つの湖沼に対

応するもの）に保存します。ここで指定したポリゴンデータは、DEM データセットに変換す

ると湖沼となります。標高フィールドの設定は、補間方法で TIN を選択した場合のみ有効

です。標高フィールドを選択した場合、各湖沼の標高はこのフィールドの属性値となります。

選択しない場合、湖沼の標高値は、湖岸線と交差するグリッドの標高値の中でもっとも小さ

い標高値となります。 
 境界データ：クリップデータセットとイレースデータセットの設定を行います。クリップデータ

セットを指定すると、DEM 生成範囲はこのデータセットのポリゴンオブジェクト区域内となり、

区域外のグリッド値は空値（-9999）となります。イレースデータセットを指定すると、DEM 生

成範囲はこのデータセットのポリゴンオブジェクト区域外となり、区域内のグリッド値は空値

（-9999）となります。イレースデータセットの設定は、補間方法で TIN を選択した場合のみ

有効です。指定しない場合は、生成元データのラインデータセットとポイントデータセットの
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集合範囲が、生成する DEM データセットの範囲となります。 

 パラメータ設定 
データ型：生成する DEM データセットの、各グリッドの標高値の精度を指定します。指定し

た精度が高いほど、生成する DEM データセットのサイズは大きくなります。 
コーディング方式：保存スペースを節約するための圧縮方式を指定します。DCT、SGL の

2 つのコーディング方式をサポートしています。DCT（Discrete Cosine Transform）は、離散

コサイン変換方式で、Image データの圧縮にのみ使用できます。SGL（SuperMap Grid 

LZW）は、SuperMap 独自の圧縮方式で、Grid データにのみ使用できます。デフォルトで表

示される None を選択した場合は、データを圧縮しません。  
解像度：生成する DEM データセットの解像度を指定します。解像度が高いほど、DEM の

ディスクの占有率も大きくなります。 
補間方法：IDW と TIN の 2 種類の補間方法から選択します。簡単かつ有効的な補間処理

方法の一つで、周辺に分布するポイントの値を距離の累乗で加重平均することにより、各

グリッドの値を推定し、新しいグリッドデータセットを生成します。この方法は計算速度が速

いという特長があります。TIN は処理のプロセスで、まずラインデータから TIN モデルを作

成し、それからサンプルポイントと湖沼情報に基づいて DEM を生成します。 
トレランス距離：ラインデータセットのリサンプリングを行って、密度が高いノードをフィルタ

リングして、より早い生成スピードがあります。デフォルト値は 0 で、リサンプリングしないこと

を表します。 補間方法で TIN を選択した場合のみ有効です。 
 生成先データ：生成結果のデータセットを保存するデータソース、及び DEM データセット

名を設定します。 

15.1.4.3 TIN を DEM に変換 

機能 

TIN データセットを DEM に変換します。 

操作 

1. 「解析」 - 「3D モデリング」 - 「TIN を DEM に変換」を選択すると、「TIN から DEM データ

セットを生成」ダイアログボックスが表示されます（図 15.7）。 

2. 「生成元データ」で、データソースとデータセットを選択し、TIN 属性を標高値、勾配値、方

位の中から選択します。 

3. 「生成先データ」で、データソースを選択、データセット名を入力し、解像度（1 つのピクセ

ルに相当する長さ）を設定します。 

4. 「OK」をクリックすると、変換操作を実行します。 
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図 15.7 TIN から DEM データセットを生成ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 TIN 属性：DEM データセットに保存される TIN データセットの属性を選択します。標高値、

勾配値、方位の中から選択します。 
 解像度：変換結果データセットの解像度（1 つのピクセルに相当する 距離）を入力します。

デフォルトはグリッド数が 大 500 となる値です。 

15.2 3D 可視化 

3D 可視化は 3D モデルを可視化、つまりビジュアル化して表現したもので、2D データでは直接提

供できない情報を提供します。3D 可視化は都市計画、医学、地質調査などの領域で広く応用され

ています。3DGIS では、3D データの可視化でリアルに空間データを表現することが可能で、現実の

地理情報を本物そっくりに模倣し、そのうえリアルにデータを表示できます。 
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図 15.8 3D 表示 

3D ウィンドウは 3D ビュー、飛行シミュレーション、浸水シミュレーション、レイヤーコントロール、属

性設定など、3D データの表示と操作に用いる作業ウィンドウです。SuperMap Deskpro では、複数の

3D ウィンドウを一度に表示することはできません。 

SuperMap Deskpro では、3D モデルに 3D レイヤーの概念を取り入れました。1 つのデータセット

が 1 つの 3D レイヤーに対応し、1 つまたは複数の 3D レイヤーを順番に重ね合わせて 3D ウィンドウ

に表示されたものが 3D ビューとなります。3D ビューでは、2 次元データの他に、3D ポイント、3D ライ

ン、ポリゴン、テキスト、DEM、グリッド、TIN、画像データの表示が可能で、背景色、光源、霧などの

表示効果を設定、保存できます。 

15.2.1 3D モデルの表示 

SuperMap Deskpro 5 では、図 15.9、15.10 のように、DEM データセットまたは TIN データセットに

より、3D ビューを作成し、3D モデルを表示できます。 
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図 15.9 TIN データセットによる 3D モデル表示 図 15.10 DEM データセットによる 3D モデル表示 

DEM と TIN による 3D モデルの表示 

ワークスペースウィンドウまたはワークスペースマネージャで、DEM データセット（または TIN デ

ータセット）を一つ選択して右クリックし、表示されたショートカットメニューから「3D モデルのビュ

ー」を選択すると、3D ビューが作成され、3D モデルを表示できます。 

15.2.2 データセットの追加 

DEM、TIN、3D ポイント、3D ラインデータセットは、3D ビューに追加すれば 3D 表示されます。

ポイント、ライン、ポリゴンなど、2 次元データセットを 3D 表示表示するには、基準標高フィールド

／頂上標高フィールド（Ｚ値フィールド）を指定する必要があります。 

ポリゴンデータセットの追加 

ポリゴンデータセットを 3D ビューに追加し、3D 表示するには、基準標高フィールドと頂上標高

フィールドを設定する必要があります。設定を行うには、3D ビューに追加する際、ポリゴンデータ

セットの数値型フィールドから選択します（図 15.11 の“BASE”と“TOP”フィールド）。手順は次の

通りです。 
1. ワークスペースウィンドウまたはワークスペースマネージャでポリゴンデータセットを選択し

ます。右クリックして表示されたショートカットメニューで、「3D モデルのビュー」を選択する

と、「パラメータ設定」ダイアログボックスが表示されます。 

2. 「標高フィールドを指定」を選択すると、基準標高フィールドと頂上標高フィールドのプルダ

ウンリストが使用可能となります。 

3. ポリゴンデータセットの、基準標高フィールドと頂上標高フィールドをそれぞれ選択します。

選択する必要がない場合は、空白を選択します。 

4. 「OK」をクリックすると、ポリゴンオブジェクトが立体表示されます。ポリゴンオブジェクトの高

さは、基準標高フィールド値と頂上標高フィールド値の差です。 

ポリゴンデータセットをさらにリアルに 3D 表示するために、ポリゴンデータセットに、TEXTURE、
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HEADTEXTURE の 2 つのフィールドを追加し、3D オブジェクトの周囲と頂上部に画像を追加できま

す。 

 

TEXTURE フィールドに、オブジェクトの周囲に貼り付ける画像のファイル名を記入し、

HEADTEXTURE フィールドにオブジェクトの頂上部に貼り付ける画像のファイル名を記録します。画

像を正確に表示できるよう、TEXTUREとHEADTEXTUREの全ての画像のパスを指定する必要があ

ります。パスを設定するには、メニューバーの「ツール」-「貼付図のパスを設定」を選択します。 

 

図 15.11 ポリゴンデータセットを追加 

15.2.3 3D レイヤーコントロール 

GIS ではレイヤーを利用してデータを構成する習慣に基づき、また SuperMap が他のモジュールと

統合するのに便利なように、SuperMap 3D でも、3D レイヤーの概念を取り入れました。3D レイヤーの

概念と地図レイヤーの概念は類似しています。地図は多くのレイヤーで構成され、3D シーンも多く

のレイヤーから構成されています。2D ポイント/3D ポイント、2D ライン/3D ライン、ポリゴン、テキスト、

DEM/GRID 、TIN、画像データについて 3D リアルタイム表示を行うことが可能です。 

3D シーン（Scene）では、レイヤーの追加、削除が可能です。一つのシーン Scene には複数のレイ

ヤーを収めることができ、3DLayers（レイヤー容器）を用いてシーンの全てのレイヤーを管理します。

3DLayer を用いて一つのレイヤーを収め、一つのレイヤーは一つのデータセットとつながりがありま
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す。同時に 3D レイヤー(3DLayer)と階層構造のシーングラフは互いに結合し、一つの 3DLayer と一

つのSceneNodeがお互いに対応します。このように3Dレイヤーとシーングラフノードは相互に結合し、

SuperMap 3D の 3D シーンを構成しています。 

3D レイヤーコントロールは「レイヤーコントロール」ダイアログボックスにより、3D ビューの各 3D レイ

ヤーに以下の操作を行うことができます。 

 各 3D レイヤーの表示状況コントロール。 

 3D ビューでの 3D レイヤーの順序調整。 

 3D ビューの 3D レイヤー追加と削除。 

 3D レイヤーの標高拡大倍率等の設定。 

 3D レイヤーの色の設定。 

3D レイヤーコントロールの基本操作 

1. 「3D」 - 「レイヤーコントロール」  を選択すると、「レイヤーコントロール」ダイアログボック

スが表示されます（図 15.12）。 

2. レイヤーの表示/非表示や追加、削除など、レイヤーのパラメータを設定します。 

3. 「OK」をクリックし、設定を完了します。 

 

図 15.12 3D レイヤーコントロールダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

リストボックスに、3D モデルウィンドウのすべてのレイヤー、各レイヤーの表示/非表示の状況を

表示します。レイヤーの順序は、3D モデルウィンドウに表示されたレイヤー順と同じです。 
 追加：追加するデータセットを選択します。クリックすると、「選択」ダイアログボックスが表示

され、追加するデータソース、データセットを選択します。 
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 削除：レイヤーを選択し、クリックすると、選択したレイヤーを削除します。 
 上（下）へ：選択したレイヤーを上（または下）へ移動し、表示順序を変更します。 
 図の貼付：クリックすると、「ファイルを開く」ダイアログボックスが表示されます。3D モデル

に貼り付ける画像のファイルを選択し、「開く」をクリックします。 
 カラー設定：クリックすると、「カラーセットの編集」ダイアログボックスが表示されます。レイ

ヤーを追加するなどしてカラーを設定し、「OK」をクリックします。 
 テキストスタイル：テキストレイヤーの表示スタイルを設定します。クリックすると、「テキスト

表示設定」ダイアログボックスが表示されます。テキストレイヤーの表示モデルとポール高

度を設定して、「OK」ボタンをクリックします。  クリックすると、「カラーセットの編集」ダイア

ログボックスが表示されます。レイヤーを追加するなどしてカラーを設定し、「OK」をクリック

します。 
表示モデル：テキストの表示モデルで、透明表示、不透明表示（ポール有り）、不透明表示

（ポール無し）の 3 種類があります。透明表示：テキストの背景を透明とします。ポール高度

は設定可能ですがポールは透明（見えない状態）となります。不透明表示（ポール有り）：

テキストの背景を不透明とします。ポール高度は設定可能でポールも表示されます。不透

明表示（ポール無し）：テキストの背景を不透明とします。ポール高度は設定できず、ポー

ル高度が 0 の位置として表示されます。 
ポール高度：テキストをかさ上げして表示するための、ポールの高度を設定します。ポール

位置の標高（ポールの根本部分の標高）は設定状態により異なります。テキストレイヤーを

3D ウィンドウに追加する時、「標高フィールド使用」を選択して基準標高フィールドを設定

した場合、ポール位置の標高はこの基準標高の値となります。「標高フィールドを使用」を

選択して基準標高フィールドのリストを空欄を選択した場合、ポール位置の標高は 0 となり

ます。「標高フィールド使用」を選択しない場合、3D モデルの地表面がそのままポール位

置の標高となります。地表面が存在しない地点 については、ポール位置の標高は 0 とな

ります。 
 標高拡大倍率：標高を、平面に対して際立たせる場合などに使用します。標高拡大倍率

は、X,Y 座標単位に対する標高座標単位の比です。デフォルト値は「1」となり、X,Y 座標に

対して標高を拡大/縮小しないことを表します。 
 ライン幅：ラインデータセットのラインの幅を指定します。 

その他の操作方法 

 3D モデルウィンドウ上で右クリックし、表示されたショートカットメニューから「レイヤーコント

ロール」を選択します。 
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15.2.4 3D ビュー表示 

15.2.4.1 拡大 

機能 

3D モデルを拡大表示します。 

操作 

1. 「3D」 - 「3D 表示」 - 「拡大」を選択すると、3D モデルウィンドウ上のカーソルが に変

わります。 

2. 3D モデルウィンドウ上で矩形領域を描くと、指定した領域が拡大表示されます。描いた矩

形地域が小さいほど、拡大率は大きくなります。 

その他の操作方法 

 3D 操作ツールバーの「拡大」ボタン をクリックします。 

 3D モデルウィンドウ上で右クリックし、表示されたショートカットメニューから「拡大」を選択し

ます。 

15.2.4.2 縮小 

機能 

3D モデルを縮小表示します。 
 

操作 

1. 「3D」 - 「3D 表示」-「拡大」を選択すると、3D モデルウィンドウ上のカーソルが に変わり

ます。 

2. 3D モデルウィンドウ上で矩形領域を描くと、指定した領域が縮小表示されます。描いた矩

形地域が小さいほど、縮小率は大きくなります。 

その他の操作方法 

 3D ツールバーの「縮小」ボタン をクリックします。 

 3D モデルウィンドウ上で右クリックし、表示されたショートカットメニューから「縮小」を選択し

ます。 

15.2.4.3 ズーム 

機能 
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3D モデルの連続ズームを行います。 

操作 

「3D」 - 「3D 表示」 - 「ズーム」を選択すると、3D モデルウィンドウ上のカーソルが  に変わりま

す。3D モデルウィンドウ上で、カーソルを上方向にドラックすると、3D モデルを連続して拡大し、下

方向にドラッグすると連続して縮小します。 

その他の操作方法 

 3D ツールバーの「ズーム」ボタン をクリックします。 

15.2.4.4 移動 

機能 

3D モデルウィンドウ上で、3D モデルを移動します。 

操作 

3D モデルウィンドウを開いた状態で、「3D」 - 「3D 表示」 - 「移動」を選択すると、カーソルが  

に変わります。3D モデルウィンドウ上でドラッグすると、3D モデルが操作に合わせて移動します。 

その他の操作方法 

   3Ｄ操作ツールバーの「移動」ボタン をクリックします。 

15.2.4.5 上昇降下 

機能 

3D モデルウィンドウ上で、3D モデルを上昇または降下します。 
 

操作 

3D モデルウィンドウを開いた状態で、「3D」 - 「3D 表示」 - 「上昇降下」を選択すると、カーソル

が  に変わります。3D モデルウィンドウ上でドラッグすると、3D モデルが操作に合わせて上昇また

は降下します。 

その他の操作方法 

 3D ツールバーの「上昇降下」ボタン をクリックします。 

15.2.4.6 水平回転 

機能 

3D モデルウィンドウ上で、3D モデルを水平に回転します。 
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操作 

3D モデルウィンドウを開いた状態で、「3D」 - 「3D 表示」 - 「水平回転」を選択すると、カーソル

が  に変わります。3D モデルウィンドウ上でドラッグすると、3D モデルが水平に回転します。 

その他の操作方法 

 3D ツールバーの「水平回転」ボタン をクリックします。 

15.2.4.7 垂直回転 

機能 

3D モデルウィンドウ上で、3D モデルを垂直に回転します。 

操作 

3D モデルウィンドウを開いた状態で、「3D」 - 「3D 表示」 - 「垂直回転」を選択すると、カーソル

が  に変わります。3D モデルウィンドウ上でドラッグすると、3D モデルが垂直に回転します。 

その他の操作方法 

 3D ツールバーの「垂直回転」ボタン  をクリックします。 

15.2.4.8 自由回転 

機能 

3D モデルウィンドウ上で、3D モデルを中心点の周りで自由回転させます。 

操作 

3D モデルウィンドウを開いた状態で、「3D」 - 「3D 表示」 - 「自由回転」を選択します。3D モデ

ルウィンドウ上でドラッグすると、3D モデルが操作に合わせて回転します。 

その他の操作方法 

 3Ｄツールバーの「自由回転」ボタン  をクリックします。 

15.2.5 飛行シミュレーション 

ルートを指定した 3D 飛行シミュレーションは 3D 表示の高度な方法です。これは指定したルート

に基づき一定の標高で高空飛行を行い地形を表示します。 

SuperMap 3Dでは、飛行ルートの位置はライン幾何要素上のポイントにより指定し、これらの位置

は xml フォーマットに保存されたファイル（『飛行ルートファイル』と呼ばれ、拡張子は．gml）から読

み取られます。飛行を行う前に指定した飛行ルートファイルをロードし，同時に飛行標高を指定す

る必要があります。実際に飛行を行なう際、正しい飛行位置は飛行ルートファイルの離散ポイントの
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補間により生成されます。SuperMap 3D ではライン性補間とスプライン補間の２種類の方式を提供

しています。 

15.2.5.1 飛行ルートの指定 

機能 

飛行シミュレーションで使用する飛行ルートを設定します。 
 

操作 

1. 「3D」 - 「飛行」 - 「飛行ルートを設定」を選択すると、「飛行ルートを設定」ダイアログボッ

クスが表示されます（図 15.13）。 

2. ファイルパスをクリックし、飛行ルートファイルの保存パスを指定します。 

3. 飛行高度や飛行時間などのパラメータを設定します。 

4. 「OK」をクリックし、飛行ルートの設定を完了します。 

 

図 15.13 飛行ルートを設定ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 ファイルパス：飛行ルートのファイルパスを指定します。 
 飛行高度：飛行高度を指定します。指定した高度は、飛行時の水平高度となります。 
 基準標高：チェックすると、3D ウィンドウで飛行シミュレーション実行の際、設定した飛行高

度は地表面からの高度となります。チェックしないと、海抜高度となります。 
 補間方法：飛行ルートの補間方法を指定します。「補間内挿」と「スプライン補間」の 2 種類

をサポートします。 
 飛行時間：飛行過程の時間で、単位はミリ秒です。 
 循環飛行：チェックすると、飛行シミュレーションを繰り返し行います。 

その他の操作方法 
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 3D 飛行ツールバーの「飛行ルート設定」ボタン をクリックします。 

注意事項 

 基準標高の設定は 3D ウィンドウの飛行シミュレーションのみに適用されます。基準標高を

選択すると、飛行高度の設定は地表面からの実際の高度となります。選択しない場合は、

海水面からの高度となります。 

15.2.5.2 飛行 

機能 

設定した飛行ルートに沿って、飛行シミュレーションを実行します。 

操作 

「3D」 - 「飛行」 - 「飛行」 を選択すると、飛行シミュレーションを実行します。 

その他の操作方法 

 3D ツールバーの「飛行」ボタン  をクリックします。 

15.2.6 浸水シミュレーション 

3D 浸水シミュレーションは自然界の水が山体を浸水する動的プロセスをシミュレーションします。 

SuperMap 3D では、水体は立方体面を用いてシミュレーションを行い、水体の底部範囲と山体の

範囲は同じ大きさで、高度は一定の時間に基づき高度に等しく増加します（水位の上昇による浸水

をシミュレーション）。 

15.2.6.1 浸水設定 

操作 

1. 「3D」 - 「浸水設定」を選択すると、「浸水パラメータ設定」ダイアログボックスが表示されま

す（図 15.14）。 

2. 「浸水パラメータ」で表示間隔とレイヤー数を指定します。。「標高情報」を参考にしながら、

「浸水の標高指定」で浸水標高を指定します。 

3. 「水の色」プルダウンボックスから、水の色を選択します。 

4. 「浸水プレビュー」をクリックすると、浸水のプレビューを表示します。 

5. 「OK」をクリックし、操作完了します。 



 

388 

 

図 15.14 浸水パラメータ設定ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 表示間隔：1 つのレイヤーの浸水する時間を指定します。単位は ms です。 
 レイヤー数：3D モデルが段階的に浸水するレイヤー数を指定します。レイヤー数を指定

するには、数字を直接入力するか、右側のボタンで増減します。 
 浸水標高：浸水する 大の標高を指定します。この標高値を超える地点には浸水しませ

ん。 
 標高情報：3D モデルの 大/ 小標高を表示します。 
 水色：右側のボタンをクリックすると、カラーパレットが表示され、浸水する水の色を指定し

ます。 
 浸水プレビュー：浸水シミュレーションをプレビューします。 

15.2.6.2 浸水シミュレーション 

機能 

3D モデルウィンドウ上で、浸水高度などを設定し、浸水シミュレーションを実行します。 

操作 

「3D」 - 「浸水設定」を選択すると、「浸水パラメータ設定」ダイアログボックスが表示されます。水

の色、表示間隔、浸水標高などを設定します。 

「3D」 - 「浸水シミュレーション」を選択すると、設定に基づいて、浸水シミュレーションを実行しま

す。 
再び「3D」 - 「浸水シミュレーション」を選択するか、3D 操作ツールバーの「浸水シミュレーショ

ン」ボタンをクリックすると、浸水シミュレーションを終了します。 

浸水シミュレーション終了後に浸水部分が残っている場合、ESC キーを押すとクリアします。 
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その他の操作方法 

 3D 操作ツールバーの「浸水シミュレーション」ボタン をクリックします。 

15.2.7 3D ビュー属性設定 

3D ビューをさらにリアルに表示するために、3D ウィンドウで、3D 属性ダイアログボックスにより光

源、霧、材質、背景図貼り付けなどの表示効果を設定できます。 

  
3D ビュータブ 光源タブ 

図 15.15 3D 属性ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

3D ビュータブ 

3Dビューで使用しているレンダリングシステム（3D表示に使用しているシステム名）、カラーバッ

ファ深度（3D カラー表示に割り当てられた記憶領域）、垂直同期（画面表示の更新）、深度バッフ

ァ（3D の奥行き情報を格納するデバイスのプロパティ）の使用の状況を表示します。 
 環境光のカラー：右端のボタンをクリックすると、カラーのプルダウンボックスが表示され、

環境光のカラーを選択できます。 
 霧のパラメータ 

状況：3D ビューに霧があるかどうかを表示します。 
方法：EXP、EXP2、LINEAR の 3 つの方法があります。「NONE」となっている場合は、霧が
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ないことを表します。 

カラー：右のボタンをクリックすると、カラーのプルダウンボックスが表示され、霧のカラーを

選択します。 
密度：霧の濃さを調節するパラメータです。 
距離：霧の効果の及ぶ範囲を表すパラメータです。 

 貼り付け画像：横のボタンをクリックすると、「ファイルを開く」ダイアログボックスが表示され、

背景貼り付け画像を設定することができます。 
 表示背景：右端のボタンをクリックすると、カラーのプルダウンボックスが表示され、表示背

景のカラーを選択できます。 

光源タブ 

 位置：ポイント光源の場合、光源の座標を表示、設定します。平行光源の場合は無効とな

ります。 
 方向：平行光源の場合、光源の方向を表示、設定します。ポイント光源の場合は無効とな

ります。 
 散乱光のカラー：右端のボタンをクリックすると、カラーのプルダウンボックスが表示され、

散乱光のカラーを選択できます。 
 反射光のカラー：右端のボタンをクリックすると、カラーのプルダウンボックスが表示され、

反射光のカラーを選択できます。 

15.2.8 3D ビューを保存 

SuperMap 3D ウィンドウでは、3D レイヤーにより 3D シーンが構成され、同時に 3D シーン自身に

多くの属性とパラメータがあります。これには、プレーアップ(play up)システムパラメータ（プレーアッ

プシステム、カラーキャッシュメモリ深度、垂直同期、深度キャッシュメモリ、周囲の光のカラー）、霧

パラメータ（状態、カラー、方式、密度、距離）、背景への画像貼り付け、ビューポート背景色、光源

のパラメータ設定（位置、方向、カラー）、及び 3D 操作のビューアングルが含まれます。 

SuperMap 3D では 3D シーンの保存が可能で、SuperMap Workspace に保存されます。その中で

シーンの 3D レイヤーとデータセット間の引用関係、及びビューアングルの位置と一連のパラメータ

が保存されます。 

3D ビュー保存の基本操作 

 3D ビューが既に保存されており、名前が付いている場合、「3D」 - 「3D ビューを保存」を

選択すると、3D ビューはそのまま保存されます。 

 3Dビューが保存されていない場合は、「3D」 - 「3Dビューを保存」を選択すると、「3Dビュ

ーの保存」ダイアログボックスが表示されます。3D ビュー名を入力し、「OK」をクリックすると、
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3D ビューが名前を付けて保存されます。 

注意事項 

 3D ビューはワークスペースに保存されるため、3D ビュー保存後には必ずワークスペース

を保存しなければいけません。そうでなければワークスペースを閉じる際に 3D ビューも失

われてしまいます。 

 データセット表示により得た 3D ビューは保存することができますが、マップ表示による 3D

ビューは保存することができません。 
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第16章 マップレジスタ 

「レジスタ処理」とは、地図座標の正確さと地図の重ね合わせの正確さを確保するために、デジ

タル化前の地図に対して座標と投影の修正を行うものです。 

16.1 レジスタインターフェース 

レジスタ処理の前に、データソースを作成し、レジスタするラスタ画像をそのデータソースにイン

ポートします。 

メニューの「データ処理」－ 「レジスタ処理」－ 「新規レジスタウィンドウ」を選択すると、「レジス

タデータ設定」ダイアログボックスが表示されます(図 16.1)。 

レジスタレイヤー、参照レイヤー、結果を保存するデータソースを選択し、保存先のデータセッ

トに名称を指定します。  「OK」をクリックしてレジスタ

状態に入ります。 

16.2 レジスタコントロールポイントの指定 

1. レジスタ方法選択 
操作：「レジスタ操作」ツールバーの「レジスタ方法」プ

ルダウンメニューをクリックし、レジスタ方法を選択します。

矩形レジスタ（コントロールポイント：2 点）、一次近似レ

ジスタ（コントロールポイント：4 点）、二次近似レジスタ

（コントロールポイント：7 点）の 3 種類の中から選択でき

ます。 
2. 拡大 

操作：レジスタ状態で「レジスタ」 - 「拡大」を選択します。 
3. コントロールポイント 

操作：2 つのデータセットを拡大後、レジスタ処理ツールバーのコントロールポイントボタンをクリッ

クすると、カーソルが“+”に変わります。レジスタポイントを選択し、レジスタレイヤーと参照レイヤーの

座標をフィックスさせます。 
4. 縮小 

 

図 16.1 レジスタデータ設定ダイアログボックス 
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操作：レジスタ処理ツールバーの縮小ボタンをクリックすると、カーソルが縮小カーソルに変わり、

縮小操作ができます。 
5. 移動 

操作：レジスタ処理ツールバーの移動ボタンをクリックすると、カーソルが移動カーソルに変わり、

移動操作ができます。 
6. 全体表示 

操作：コントロールポイント操作後、レジスタ処理ツールバーの全体表示ボタンをクリックすると、全

体表示操作ができ、ウィンドウにマップ全体を表示します。 
図 16.2 はある地形図にレジスタのコントロールポイント操作を行った後、全体表示をした結果で

す。 

 
図 16.2 レジスタコントロールポイントの指定 

16.3 誤差の計算 

操作：レジスタレイヤーと参照レイヤーにおいて相互に対応するコントロールポイントの指定を

行った後、レジスタツールバーの「誤差計算」ボタンをクリックすると、それぞれのポイントに生じた

誤差を計算し、その結果が「レジスタデータ」ウィンドウ上に表示されます。 

図 16.3 は地形図のレジスタを行う時の誤差の例です。スケールが小さいと誤差は大きくなりま

す。レジスタ時に、地図を拡大してからコントロールポイントの指定を行うと、レジスタの誤差は小さ

くなります。 
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図 16.3 レジスタデータ情報 

16.4 コントロールポイント情報ファイルの保存と追加ロード 

レジスタ用のオリジナルポイント、ターゲットポイントなどの情報はシステムコントロールポイント情

報ファイル（DRF）として保存できます。保存時に「レジスタデータ」ウィンドウ上で右クリックすれば、

ボップアップメニューの「データをファイルに保存」を選択して保存できます。 

同様に、DRF ファイルを利用して同じ系列のベクタデータセットをレジスタする場合は、コントロー

ルポイント情報を指定することなく、保存している DRF ファイルをロードするだけでレジスタコントロ

ールポイント情報を得られます。「レジスタデータ」ウィンドウ上で右クリックして表示されるボップアッ

プメニューから「ファイルからデータをロード」を選択すると、「レジスタデータ」ウィンドウ上に読み込

めます。 

16.5 レジスタ開始 

ポイント指定と誤差計算を行った後、誤差が許容範囲内であれば、レジスタツールバーにある「レ

ジスタ処理」ボタンをクリックします。レジスタが開始され、レジスタレイヤーに対しレジスタ処理を実

行します。 

16.6 レジスタ変換公式とパラメータ 

レジスタ処理を実行すると、一次近似及び二次近似レジスタでは、解析レポートウィンドウに、レジ

スタ式、パラメータ、コントロールポイント、ターゲットポイント、誤差値などの一覧が表示されます。図

16．4 のように、処理結果を簡単にチェックできます。 
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図 16.4 レジスタ変換公式と各パラメータ 

16.7  画像の精度と地上コントロールポイントの精度、数量、配置の関係 

1. コントロールポイントの精度は、画像レジスタ処理の精度に直接影響を与えます。できるだけ誤

差のないように指定してください。 

2. コントロールポイント数を適度に増やすと、画像レジスタの精度は高くなります。ただしコントロ

ールポイント数が多すぎると、レジスタ処理が複雑になります。コントロールポイントの数は、状況に

応じて適度に選択する必要があります。 

3. コントロールポイントの配置も、画像レジスタ精度に影響を与えます。コントロールポイントが狭

い範囲に集中すると、画像全体を正確に表現できなくなります。画像全体を外側から囲むように、均

等にコントロールポイントを配置すると、レジスタ精度は高くなります。また、コントロールポイントの全

部を、XまたはY方向の同一直線上に配置してはいけません。矩形レジスタの場合は、下の図のよう

に対角線上の 2 点を選択してください。 

   

図 16.5 矩形レジスタ 図 16.6 一次近似レジスタ 図 16.7 二次近似レジスタ 

矩形レジスタの場合は、対角線上の 2 点を選択してください（図 16.5）。 

一次近似レジスタの際には、コントロールポイントを二つ以上の直線上に配置しなければなりませ

ん（図 16.6）。 

二次近似レジスタの際には、コントロールポイントを三つ以上の直線上に配置しなければなりませ

ん。（図 16.7）。 
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レジスタの際、重要なポイントをコントロールポイントに指定し、その他相対的に重要でない位置は

ストレッチでレジスタを行ってください。（二次近似レジスタの使用をお勧めします。） 

16.8 注意 

レジスタ操作の過程で、ラスタレイヤー（レイヤーが保存されているデータソースの座標系が緯度

経度座標系）をレジスタする時に、ポイントをクリックできないことがあります。これは緯度経度座標系

の地理範囲によるものです。緯度経度座標系のデータソースは、地図の範囲は経度が-180～180、

緯度が-90～90 に規定されているため、レジスタレイヤーでは経度が-180～180、緯度が-90～90 の

範囲内でのみクリックできます。仮に、このラスタ画像のサイズを 800*600 ピクセルとすると、これをデ

ータソースにインポートした場合、このラスタ画像の座標（800 度または 600 度）が正常の緯度経度座

標系の地図範囲を超えてしまい、適合しません。このように、直接レジスタできない緯度経度座標系

のラスタ画像については、一旦、平面直角座標系座標データソースで緯度経度の数値をレジスタし

てから、緯度経度座標データソースに「コピー」する方法を行っていただきます。（地理座標ファイル

の詳細については、6.4画像地理座標参照ファイルを参照してください）。 
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第17章 マップ投影設定 

17.1 投影と座標系について 

17.1.1 地理座標系 

地理座標系は地球表面の地物の位置特定に利用されます。地物の具体的位置は経緯座標によ

り決まります。経緯線は、一般には度で、必要に応じて度・分・秒で表示します。地理座標系の中で、

水平方向の線は東西方向を表し緯線と呼ばれ､垂直方向の線は南北方向を表し経線と呼ばれます。

両極の中間に位置する水平軸は赤道と呼ばれ、0 度緯線でもあります。垂直軸の 0 度経線は本初

（グリニッジ）子午線と呼ばれます。多くの座標系において、本初子午線はロンドンのグリニッジを通

過する経線を指しています。 

17.1.2 地球楕円体 

地球の形状と大きさは、通常球体または楕円体によって表されます。楕円体は楕円球を基礎にし

ており、長軸（赤道半径）と短軸(極地半径) の 2 つの軸によって楕円球を表現します。通常これらを

a 、b と呼び、長軸 a と地球の扁平率 f によって楕円球体を表現することもあります。地球の扁平率は

地球の球状を表しこの値が大きいほど地球の扁平度は高く、値が小さいほど地球はより丸くなります。

地球扁平率は以下の式で表します。 

abaf /)( −=  

地球の形状には不規則性があり、人々はこれまで数多くの測量を重ね、数多くの楕円球体を提

案してきましたが、地球全体の形状を正確に表現できる楕円球体は 1 つもありません。従って、各国

または地域の状況を踏まえ、適切な楕円球体を選択する必要があります。 

17.1.3 投影データム 

地球楕円体は、地球の形状と大きさを表現しているだけなので、地球表面上の地物の具体的な

位置をより正確に表現するために、投影データムを取り入れる必要があります。投影データムは地球
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の中心位置に対する地球楕円体の相対的位置を確定するものであり、地物の計測のための重要な

要素の一つです。投影データムの中には、その地域の地球表面の状況を極力良く表現しようとした

結果、真の地球の中心を移動させているものもあります。地球表面上の地物の座標は、使用される

楕円体の中心に対する位置で決まります。現在広範に利用されている投影データムは WGS84 です

が、1 つの投影データムがすべての地域に適する訳ではなく、各国、地域の状況に応じてさまざまな

投影データムが利用されています。 

17.1.4 地図投影 

地図は一般的に、楕円球体の地球を平面の紙に図化したものであるため、まず地球の曲面を平

面に広げる必要があります。地図投影とは、簡単に言えば、地球楕円体の経緯グリッドを数学の法

則に従って平面に映写することを言います。球面上の点は経緯座標（経度 λ，緯度 φ）で表示され

ますが、平面上の点は直角座標（縦座標 X，横座標 Y）または極座標（動径 δ，回転角 ρ）で表示さ

れています。このため、地球表面上の点を平面に移すには、経緯座標と平面直角座標または極座

標との関係を、数学的手法を使って確認する必要があります。球面と平面の間の関係を確立する数

学的手法を地図投影と言います。 

地図投影は、投影変換後の変形の性質によって、等角投影、等積投影、任意投影に分けられま

す。また、投影平面によって、方位投影、円錐投影、円柱投影に分けられ、さらに投影面の位置によ

って、正軸投影､横軸投影､斜軸投影に分けられます。（図 17.1） 

 
図 17.1 投影タイプ 
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注：座標系と投影の 2 つの概念は異なります。座標系は、オブジェクトを解読し座標ポイントを指

定する1組のパラメータをユーザーに提供することを指します。投影は、1組のパラメータをユーザー

に提供するたくさんの方法のうち、特定の一つを指します。従って投影は座標系の一部分に過ぎま

せん。SuperMap GIS デスクトップ製品の地図投影設定の中で、ユーザーが選択するのは、座標系

のうちの特定の投影情報です。 

17.1.5 デスクトップ製品の地図投影 

SuperMap GIS デスクトップ製品では、通常使用されている投影タイプをサポートしており、またさま

ざまな座標系の既存データソースを活用できる機能、インタフェースを用意しています。これらを用

いて、座標系の定義や、座標系変換などを手軽に実行できます。 

現在、SuperMap GIS デスクトップ製品は、次に代表される 30 種類の投影タイプを提供していま

す。 
等角円錐投影（Lambert） 
等距離円錐投影 
等面積円錐投影 
等角方位投影 
等距離方位投影 
等面積方位投影 
正射投影 
心射投影 
正軸等距円柱投影 
正角円筒投影（Mercator） 
正軸等面積円柱投影  
横せん断等角円柱投影  
ガウス――クルーガー投影  
ユニバーサル横メルカトル投影（UTM） 

このほか、等面積擬似（Pseudo）円錐投影（ボウノウ投影）、サンソン投影など、世界地図に使用さ

れる投影タイプも提供しています。 

SuperMap GIS デスクトップ製品は、さまざまな投影座標系をサポートしています。また投影系を持

たない平面座標系や、経緯度座標を直接使用する地理座標系もサポートしており、状況に応じて投

影方法を選択できます。 

 非地球座標系: CAD 画像など、投影と座標変換を必要としない地図に適します。このタイ

プの座標系はその他の投影系と相互に変換できません。 
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 経度／緯度座標系: 経緯度により保存されたデータについて、システムは経緯度座標系

をサポートしており、ユーザーはその座標系を経緯度座標系に設定できます。 
 投影座標系: 平面な座標系で表示と操作を必要とする地図に適します。また、異なる投

影の多種にわたるデータソースに対し、投影系の相互変換を行うこともできます。 

SuperMap GIS デスクトップ製品のデフォルトは非地球座標系（表示は平面座標系）で、投影はあ

りません。投影タイプを選択したい場合、投影の設定を行ってください。 

17.2 座標系の設定 

SuperMap GIS のデフォルトの投影座標系は非地球座標系（平面座標系）です。新規データソー

スに投影座標系を与える場合は、他のデータソースからコピーするか、適切な投影座標系を設定し

ます。ワークスペースに既に他のデータソースがあり、投影座標系をコピーする場合は、「新規デー

タソース」ダイアログボックスの「投影コピー」をクリックし、コピー元としてこのデータソースを指定しま

す。投影座標系を新規に設定する場合は、「投影作成」をクリックし、表示された「座標系設定」ダイ

アログボックスで指定します（図 17.2）： 

 

図 17.2 座標系設定ダイアログボックス 

座標系は、非地球座標系､経度/緯度座標系、投影座標系の 3 種類から選択して設定します。こ

こでは、投影座標系の設定について紹介します。 

SuperMap GIS デスクトップ製品では、投影タイプとして、定義済みの座標系とユーザー定義の座

標系の 2 つをサポートしています。定義済みの座標系では、投影タイプ、投影の元になる地理座標

系､座標単位、投影パラメータが既に設定されています。ここでは、ユーザー定義の座標系の設定
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について紹介します。 

「座標系の設定」 ダイアログボックスで 「投影座標系」 を選択し、「投影タイプ」 の中で 「ユーザ

ー定義の座標系」 を選択します。「次へ」 をクリックし、「座標系のユーザー定義（1/2）」 ダイアログ

ボックス（図 17.3）を表示します。まず、投影法のリストボックスから 「Gauss_Kruger」 を選択、次に座

標単位のリストボックスから 「m」 を選択し、 後に地理座標系のタイプとして 「JGD2000」 を選択し

ます。 

 
図 17.3 座標系のユーザー定義 ダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 
 投影法：国際的に使用されている基本的な投影タイプ 30 数種類の中から選択します。 
 座標単位：座標系に用いる長さの単位です。システムのデフォルトの単位は meter（メート

ル）で、この他にもmillimeter（ミリメートル）、centimeter（センチメートル）、decimeter（デシメ

ートル）、kilometer（キロメートル）、mile（マイル）、foot（フィート）、inch（インチ）、yard（ヤー

ド）などを選択できます。 
 地理座標系：数十種類のタイプから選択できます。地理座標系を選択する場合、投影デ

ータムと中央子午線などのパラメータは既に定められており、編集できません。地理座標

系のタイプとして「User Define（ユーザー定義）」 を選択した場合、「投影データム」のリスト

ボックスがアクティブになり、投影データムを選択できます。同様に楕円球体パラメータ、

中央子午線のタイプ、経度などを編集できます。地理座標系と関連パラメータの定義につ

いては、「投影と座標系について」をご覧ください。 

「次へ」 をクリックして 「投影系のユーザー定義（2/2）」 ダイアログボックスに進みます。ここでは、

指定した投影系の基本パラメータを設定します。 

図 17.4 のダイアログボックスで、「水平偏移量」と「垂直偏移量」は、地理座標のマイナス値を避け

るためのもので､主にガウスクルックス投影、メルカトル投影、UTM投影で使用されます。円錐投影に
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おいて､円錐面は地球及び地球緯線により切断または分割されます。これらの切断線または分割線

が標準緯線です。切断円錐投影では 1 本の標準緯線を指定する必要があり､分割円錐投影では 2

本の標準緯線（第一標準緯線と第二標準緯線）を指定する必要があります。標準緯線を 1 本のみ指

定した場合､第二標準緯線は第一標準緯線と同じ値になります。この他に南端緯線､すなわち中央

緯線を設定します。 

 
図 17.4 投影系のユーザー定義（2/2） 図 17.5 投影プレビューダイアログボックス 

注： 
（1）中央子午線､中央緯線、標準緯線、経度などの入力は経緯度方式を使用しています。「度」

（10 進法）単位（123.5°）、または「度：分：秒」単位（123°30´00"）のいずれかを選択します。 

（2）ゾーン番号は、180 度の経線（標準経線）を起点とし、東に 6 度進むごとに 1 ずつ増えてゆきま

す。日本をカバーするゾーン番号は 51～56 です。 

設定を完了したら、「次へ」をクリックし、図 17.5 の「投影プレビュー」ダイアログボックスに進みます。

設定したユーザー定義の投影は、後で使用するのに便利なように、投影ファイル（*.prj）として保存

できます。「投影保存設定」ボタンをクリックして、保存先を指定してください。 後に「完了」をクリック

してユーザー定義の投影設定を完了します。 

17.3 投影変換 

17.3.1 データソース投影変換 

データソースを他の投影で表示したり、データ解析を行いたい場合、データの投影変換を実行す

る必要があります。SuperMap GIS デスクトップ製品では、各種投影の間で変換を実行できます。変

換方法は次の通りです。 
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（1）ワークスペースマネージャで投影変換したいデータソースを選択し、右クリックして表示された

ショートカットメニューから「属性」をクリックすると、「属性」ダイアログボックス(図 17.6)が表示されま

す。 

（2））「データソースの投影」タブで「投影変換」ボタンをクリックすると、｢投影変換｣ダイアログボック

スが表示され、変換方法を選択します(図 17.7)。 

（3））「投影先の設定」をクリックすると、「座標系の設定」ダイアログボックスが表示されます。 

（5）変換後の座標系やパラメータを設定後、「完了」をクリックして投影変換ダイアログボックスに戻

り、「変更」をクリックすると投影変換を完了します。 

 

図 17.6 データソースの投影 図 17.7 投影変換ダイアログボックス 

どの投影変換においても変形が生じます。従って､一度投影変換を行うと、多くの場合完全に元

に戻すことはできません。元の投影に再変換しても、変換前と完全に同じ状態にはなりません。従っ

て、投影変換を実行する前には、元のファイルを別に保存しておくことをお勧めします。 

また、どの投影においても、変形を 小限に抑えるため、一定の適用範囲があります。従って、投

影変換を実行する際には、その地域を適用範囲とする、できるだけ変形の小さい座標系に変換する

必要があります。そうでない場合は、投影変換結果の精度は保証されません。例えば、メルカトル投

影の世界地図をガウス投影に変換すると、中央経線に近い区域は精度を保てますが、中央経線か

ら遠く離れた区域では大きな変形が生じます。 

17.3.2 座標点投影変換 

SuperMap デスクトップ製品は、地球表面上のポイントに対し、地理座標系（経度/緯度座標系）と

投影座標系の間の投影変換機能をサポートしています。既存のデータソース、またはユーザー定義

の投影のいずれかを投影元とします。方法は次の通りです。 

（1）メニューバーから「ツール」 - 「投影変換」 - 「座標点投影変換」を選択し、「座標点投影変
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換」ダイアログボックスを表示します。 

（2）投影元を選択します。既存のデータソース、またはユーザー定義の投影のいずれかを投影元

とします。ただし、投影元は経緯度座標系でないと、投影先の設定や後の操作はできません。 

（3）投影先の設定は「投影先の設定」ボタンをクリックします。 

（4）変換したい座標点の値を入力します。 

（5）「OK」をクリックすると座標点変換が完了します。 

17.3.3 ラスタデータ投影変換 

SuperMap GIS デスクトップ製品では、データセットに対して、単独でもバッチ処理でも、地理座標

と投影座標間の変換をすることができます。変換方法は基本的に座標点の変換と同じで、以下のと

おりです。 

（1）「データ処理」-「投影変換」-「データセット投影変換」を選択すると、「データセット投影変換」

ダイアログボックスが表示されます（図 17.8）。  

（2）「元データ」で変換する元データセットを選択します。「元データ投影情報」で元データの投影

情報を確認、設定します。  

（3）「変換後データ」で変換結果のデータセットを保存するデータソースを選択し、データセット名

を入力します。「変換後投影変換情報」で変換後の投影情報を確認、設定します。 

（4）変換方法を選択します。  

（5）「OK」をクリックすると、変換操作を実行します。 

複数のデータセットに対して変換のバッチ処理をする場合は、「データ処理」-「投影変換」-「デー

タセット投影変換（バッチ）」を選択すると、「データセット投影変換（バッチ）」ダイアログボックスが表

示されます。操作方法は上述のとおりですが、変換するデータセットをバッチ処理リストボックスに追

加します。 

 
図 17.8 データセット投影変換ダイアログボックス 
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17.3.4 投影変換方法について 

データソースの投影変換や座標点変換を行う時、ダイアログボックスに 6 種類の投影変換方法

（ Geocentric Transalation 、 Molodensky 、 Abridged Molodensky 、 Position Vector 、 Coordinate 

Frame、Bursa-wolf）。が表示されます。これらの投影変換方法について説明します。 

座標系は、国または地域、用いた楕円体、ポジショニング方法、発展過程、時期などによって異な

ります。徐々精密になってきましたが、楕円体とポジショニング方法の違いにより、作成された座標系

は互いに異なっており、地球の中心を原点とする直角座標系とも異なっています。従って､異なる座

標系に変換を行うと何らかの問題が発生します。 

Geocentric Translation は、比較的簡単な変換方法です。この方法で用いる数学モデルは、2 種

類の投影データム間で空間の座標原点にのみ移動が生じたとみなし、他の要素は考慮しません。

図 18.9 の左の図からわかるように、Geocentric Translation の計算は簡単ですが､精度は比較的低く､

一般には地球の中心を原点とする直角座標系の間での変換に用いられます。 

Coordinate Frame は、より複雑で精度の高い変換方法です。この方法で用いる数学モデルは、

座標系の移動だけでなく、座標系の回転、基準の違いなども考慮します。従って、3 つの移動変換

パラメータ以外に、3 つの回転変換パラメータと 1 つの基準変換パラメータが必要となります。変換の

原理は図 17.9 の右図の通りです。 

 
図 17.9 投影変換方法 

Molodensky は､全く別の変換方法です。これは異なる参照系の座標を直接変換し、空間直角座

標の変換プロセスを経ません。Abridged Molodensky は、計算が便利なように､これを簡素化した変

換方法です。 

Geocentric Translation、Molodensky、Abridged Molodensky の 3 つは、比較的精度の低い変換方

法です。Geocentric Transalation は変換に必要なパラメータは、移動変換パラメータの 3 つ（ΔX，

ΔY，ΔZ）であり、Molodensky、Abridged Molodensky も変換に必要なパラメータは 3 つ（ΔX，ΔY，

ΔZ）です。データ精度がそれほど求められない場合は、これらの方法を使用できます。 

Position Vector、Coordinate Frame、Bursa-Wolf の 3 つは、比較的精度の高い変換方法に属し



 

406 

ます。7 つのパラメータを用いて調整と変換を行い､これには 3 つの移動変換パラメータ（ΔX，ΔY，

ΔZ）、3 つの回転変換パラメータ（rX，rY，rZ）、1 つの基準変換パラメータ（S）が含まれます。3 つの

方法は類似していますが、国や測量学派などによっては異なるとされています。 

どの変換方法を選択するかは、状況によって異なります。また、変換パラメータの設定によって、

変換結果の正確性は変わります。変換パラメータは、政府の測量部門やデータのベンダーから取得

します。変換パラメータが適切かどうかは、2 つの参照系の存在するコントロールポイントによります。 

17.4 投影情報ファイル 

SuperMap GIS デスクトップ製品は、はユーザー定義の投影情報を､拡張子.prj のファイルに保存

できます。このファイルには、投影座標系定義の全てのパラメータが含まれています。保存した投影

情報ファイルは、テキストエディタ等を用いて開けます。このファイルでは､それぞれの行が 1 つの投

影パラメータを表し、コロン（：）の前はパラメータ名、後ろはパラメータ値です。 

17.4.1 投影設定の保存 

ユーザー定義の座標系パラメータを設定した後、この設定を後で使用したい場合は、「投影プレ

ビュー」ダイアログボックスで、「投影保存設定」ボタンをクリックします。表示された「名前を付けて保

存」ダイアログボックスで、ファイルの保存場所を選択し、「OK」をクリックすると､ユーザー定義座標

系の全ての情報が保存されます。 

メモ帳で開いた PRJ ファイルの例 
PCSType: -1 
PCSName: UserDef 
GCSType: 4326 
GCSName: GCS_WGS_1984 
DatumType: 6326 
DatumName: D_WGS_1984 
SpheroidType: 7030 
SpheroidName: WGS_1984 
Axis: 6378137.000000 
Flatten: 0.003353 
PrimeMeridianType: 8901 
PrimeMeridianName: Greenwich 
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PrimeMeridianValue: 0.000000 
GCSUnits: 0 
ProjectionType: 43007 
ProjectionName: Albers 
PCSUnits: 10000000 
FalseEasting: 500000.000000 
FalseNorthing: 0.000000 
CentralMeridian: 0.000000 
CentralParallel: 0.000000 
StandardParallel1: 0.000000 
StandardParallel2: 0.000000 
ScaleFactor: 0.999600 
Azimuth: 0.000000 

17.4.2 投影座標系のロード 

投影座標系を作成する時、既に保存してある*.prj の座標系情報を使用したい場合は、「座標系

の設定」ダイアログボックスで､「ユーザー定義の座標系」を選択すると、「投影座標系のロード」ボタ

ンが選択可能になります。このボタンをクリックして投影情報ファイルを選択して「次へ」をクリックし、

「座標系のユーザー定義」ダイアログボックスに進みます。このダイアログボックスに、ロードした投影

情報ファイルの内容がすでに反映されています。「次へ」をクリックし、 後に「完了」をクリックすると､

投影座標系のロードを完了します。 
 
 
 
 



 

408 

第18章 シンボル設計 

18.1 シンボルライブラリ 

18.1.1 シンボルライブラリの特徴 

SuperMap GIS デスクトップ製品は、高機能で簡単操作のシンボルエディタを装備しています。マ

ウスを使った簡単な操作で、シンボルライブラリからシンボルを検索して選択し、表示できます。また、

シンボルエディタを使用すると、シンボルの作成もできます。ポイント、ライン（ポリライン・アーク）、ポ

リゴン、円形、矩形、円形矩形、注記、星形、六角形、ひし形など、さまざまなシンボルを作成できま

す。他にも編集・サポート機能を備えています。 

18.1.2 シンボルエディタ 

機能：マップのシンボルを作成します。 
操作：メニューバーから、「ツール」 - 「シンボルライブラリ」 - 「シンボルライブラリの編集」 を

選択すると、「 シンボルエディタ」ウィンドウが表示されます（図 18.1）。 

 

図 18.1 シンボルエディタ 
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18.1.3 メインツールバー 

 

図 18.2 メインツールバー 

1. 新規シンボルライブラリ 
機能：シンボルライブラリファイルを新規作成します。 
操作：ボタンをクリックすると、現在のシンボルライブラリを閉じ、新しいシンボルライブラリファイ

ルを作成します。「シンボルエディタ」ダイアログボックスの左側は空白となります。 
2. シンボルライブラリを開く 
機能：既存のシンボルライブラリファイルを開きます。 
操作：ボタンをクリックすると、「ファイルを開く」ダイアログボックスが表示されます。シンボルライ

ブラリファイルを選択し、「開く」ボタンクリックすると、ファイルを開きます。 
3. シンボルライブラリの保存 
機能：現在のシンボルライブラリをシンボルライブラリファイルに保存します。 
操作：ボタンをクリックすると、シンボルライブラリを保存します。初めて保存する場合は、「名前

を付けて保存」ダイアログボックスが表示されますので、ファイル名を入力し、「保存」をクリックする

と保存できます。 
4. シンボルライブラリに名前をつけて保存 
機能：現在のシンボルライブラリに名前を付け、シンボルライブラリファイルとして保存します。 
操作：ボタンをクリックすると、「名前を付けて保存」ダイアログボックスが表示されます。ファイル

名を入力し、「保存」をクリックすると、名前を付けてファイルを保存します。 
5. デフォルトライブラリのロード 
機能：システムデフォルトのシンボルライブラリをロードします。 
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操作：ボタンをクリックすると、システムのデフォルトのシンボルライブラリをロードします。 
6. True Type シンボルのインポート 
機能：True Type シンボルをシンボルライブラリエディタにインポートします。 
操作：ボタンをクリックすると、「TrueType シンボルの選択」ダイアログボックスが表示されます。 

 

図 18.3 TrueType シンボルの選択ダイアログボックス 

ダイアログボックスの中から、True Type テキストシンボルを 1 つ選択して「OK」をクリックすると、

インポートできます。テキストシンボルの編集を行う場合は、「図形変換」をチェックしてから「OK」

ボタンをクリックします。 
7. 中間ファイルのインポート 
機能：シンボルライブラリ中間ファイル（*.smi 形式）のデータをシンボルライブラリにインポート

します。 
操作：ボタンをクリックすると、「ファイルを開く」ダイアログボックスが表示されます。シンボルライ

ブラリ中間ファイル（*.smi 形式）を選択すると、シンボルライブラリとしてインポートできます。 
8. シンボルライブラリのエクスポート 
機能：編集したシンボルライブラリを、シンボルライブラリ中間ファイル（*.smi 形式）にエクスポ

ートします。 
操作：ボタンをクリックすると、「名前を付けて保存」ダイアログボックスが表示されます。ファイル

名を入力して「保存」ボタンをクリックすると、シンボルライブラリ中間ファイルとして保存できます。 
9. 新規サブグループ 
機能：シンボルライブラリのサブグループを作成します。 
操作：ボタンをクリックすると、サブグループのフォルダを作成します。 
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10. シンボル削除 
機能：シンボルまたはサブグループを削除します。 
操作：削除するシンボルまたはサブグループを選択し、    

ボタンをクリックします。サブグループを削除する時は、  図

18.4 のダイアログボックスが表示されます。 

「はい」をクリックすると、サブ グループ内の全てのシンボ

ルが上のディレクトリに移動します。「いいえ」をクリックすると、サブグループの全てのシンボルが、サ

ブグループとともに削除されます。 
11. ラインスタイルの設定 
機能：シンボル作成用のラインスタイルを設定します。 
操作：ボタンをクリックすると、「ラインスタイルの設定」ダイアログボックスが表示されます（図

18.5）。 
「固定カラー」を選択すると、ラインのカラーを固定し、変更しないようにします。レイヤーを編集し

ても、このラインを用いたシンボルのカラーは変わりません。「ユーザー定義」を選択した場合は、マ

ップレイヤーの中でこのシンボルのカラーを設定できます。この他、ラインのスタイルや幅を設定しま

す。 
12.   フィルスタイルの設定 
機能：シンボルのフィル（塗りつぶし）スタイルを設定

します。 
操作：ラインスタイルの設定と同様にカラーを設定し、

他にスタイルなどを設定します。 
13. テキスト設定 
機能：テキストのカラーとフォントを設定します。 
操作：ラインスタイルの設定と同様にカラーを設定し、他にフォントを設定します。 
14. 背景設定 
機能：シンボルエディタの背景色を設定します。 
操作：ボタンをクリックすると、「背景の設定」ダイアログボックスが表示されます。ここから色を 1 つ

選択するか、他のファイル（*.bmp 形式）をインポートします。 
15. オプション 
機能：シンボルエディタのシステム設定を実行します。 
操作：ボタンをクリックすると、「オプション」ダイアログボックス

が表示されます（図 18.6）。 
「シンボルライブラリに追加」をチェックすると、編集したシン

ボルをシンボルライブラリに追加します。 「同一 ID で上書き」を

 

図 18.4 シンボル削除ダイアログボックス 

 
図 18.5 ラインスタイル設定ダイアログボックス 

 
図 18.6 オプションダイアログボックス 



 

412 

選択すると、編集したシンボルと同じ ID 値のシンボルがシンボルライブラリに保存されている場合、

上書きされます。 

18.1.4 編集ツールバー 

 

図 18.7 編集ツールバー 

1. 選択 
シンボル編集領域の図形オブジェクトを選択します。 
2. ポイント 
シンボル編集領域にポイントを追加します。 
3. ポリライン 
シンボル編集領域にポリラインを描きます。 
4. アーク 
シンボル編集領域にアークを描きます。 
5. 扇形 
シンボル編集領域に扇形を描きます。 
6. 弓形 
シンボル編集領域に弓形を描きます。 
注：扇形と弓形が描き出す図形は同じ 180 度の弓形ですが、扇形のノードを引っ張ると、角度

が変わり、その違いが現れます。 
7. ポリゴン 
シンボル編集領域にポリゴンを描きます。 
8. 楕円 
シンボル編集領域に楕円を描きます。 
9. 矩形 
シンボル編集領域に矩形を描きます。 
10. 角丸矩形 
シンボル編集領域に角丸矩形を描きます。 
11. テキスト 
シンボル編集領域にテキストを描きます。 
12. 星形 
シンボル編集領域に星形を描きます。 
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13. 六角形 
シンボル編集領域に六角形を描きます。 
14. 菱形 
シンボル編集領域に菱形を描きます。 
15. 頂点編集 
シンボル編集領域で図形の頂点を編集できます。 
16. 頂点追加 
シンボル編集領域に頂点を追加します。（ポリラインとポリゴンのみ適用されます。） 
17. 原点設定 
シンボルの原点を指定する位置に移動します。 
18. シンボルサイズに拡大 
シンボルを編集ボックス内で拡大表示します。 
19. ラスタシンボル 
シンボルライブラリに画像シンボルを追加します（ICO、BMP ファイルスタイル）。 
注：BMP ファイルのサイズは 大 300K までです。 

18.1.5 シンボルの編集例 

1. シンボルライブラリエディタを開きます。メニューバーから「ツール」 - 「シンボルライブラリ」 

- 「シンボルライブラリの編集」を選択すると、「シンボルエディタ」ダイアログボックスが表示

されます。 (図 18.8)。 

2. シンボルライブラリファイル（*.sym）を開きます。このファイルは読取り、その他システムにイ

ンポートすることもできます。図 18.8 はシステムデフォルトのシンボルライブラリファイルで

す。 
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図 18.8 シンボルエディタ 1 図 18.9 シンボルエディタ 2 

「コード」ボックスに、検索したいシンボルのコード番号を入力後、Enter キーをクリックすると、シン

ボルを検索できます。 

3. シンボルライブラリの 後のアイコン を選択し、 ボタンをクリックすると、左側のボ

ックスの表示が変わります。この状態でシンボルを作成できます(図 18.9)。 
4. コード番号を追加し、新規のコードでシンボルを作成することもできます。ただし既存のコー

ド番号のシンボルへ上書きしないように、736 より大きいコード番号をつける場合は注意し

てください。新しいコードの番号は、既存の番号と異なるものでなければなりませんが、既

存と同じ名前でも問題ありません。またシンボルエディタの一番下のシンボルを使用して

編集をすることができます。｢原点設定｣ボタンを選択し、原点の位置を設定します。原点

編集ボックスに原点の座標を入力し、編集ボタンを選択して編集することもできます。修正

をする場合はショートカットメニューあるいはツールバーのボタンを選択し、修正後、シンボ

ルの保存ボタン をクリックすると、 編集したシンボルがライブラリに保存されます。 

5. サブグループを作成します。「新規サブグループ」ボタン をクリックすると、図 18.10 のよ

うにサブグループが作成されます。 ボタンをクリックし，上述の操作を繰り返すと、サ

ブグループで編集、保存ができます。シンボル は 1 つ上のディレクトリに戻ることを意

味します。 

6. 作成したシンボルを追加したシンボルライブラリをファイルに保存します。 メインツールバ

ーの「シンボルライブラリの保存」ボタンをクリックし、保存します。 
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図 18.10 シンボルエディタ 3 図 18.11 シンボルエディタ 4 

18.2 ラインライブラリ 

ラインライブラリエディタが提供するラインスタイルは複合ラインスタイルです。いくつかのサブライ

ンスタイルを組み合わせ、ラインライブラリエディタ上でさまざまなラインスタイルを作成できます。サ

ブラインスタイルはすべて 1 つのサブラインモデルから構成され、実線と虚線セグメントの組み合わ

せ、長さ、実線セグメントのラインスタイル、ラインセグメントの幅などサブラインモデルのパラメータを

指定できます。構造は図 18.12 の通りです。 

 
図 18.12 ラインライブラリの構造 

18.2.1 ラインライブラリの特徴 

ラインライブラリエディタを使って、必要なラインスタイルを作成してラインライブラリに保存し、マッ

プオブジェクトのラインスタイル（ポリゴンの境界線を含む）に使用できます。41 種類のサブラインテン

プレートを提供しており、テンプレートのパラメータを簡単に調整するだけで、必要なラインスタイル
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を作成できます。また、マルチラインの定義など、幅広いラインスタイル作成機能を提供します。ライ

ンライブラリは外部ファイルとしてエクスポートできるだけでなく、アプリケーション実行中でも外部ファ

イルをアクティブにロードして使用できます。 

18.2.2 ラインライブラリのインターフェース 

ラインライブラリエディタのインターフェースは図 18.13 のとおりです。 

 
図 18.13 ラインライブラリエディタのインターフェース 

ラインライブラリエディタのインターフェースは、ツールバー、ラインスタイル表示ボックス、検索、属

性編集、飾りの 5 つに分かれます。 
1. ツールバー 

 
図 18.14 ラインライブラリエディタツールバー 
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（1）新規ラインライブラリ 
機能：新しいラインライブラリファイルを作成します。 
操作：ボタンをクリックすると、ラインスタイル表示ボックスの表示が消えます。元のラインライブラ

リファイルは閉じられ、ラインライブラリファイルを新規作成します。 

 

図 18.15 ラインライブラリエディタ 
（2）ラインライブラリを開く 
機能：既存のラインライブラリファイル（*.lsl）を開き、ロードします。ラインライブラリファイル

（*.lsl）は、フォーマット変換ファイルであり、他のシステムにもインポートできます。 
操作：ボタンをクリックすると、「ファイルを開く」ダイアログボックスが表示されます。ラインライブ

ラリファイルを 1 つ選択して「開く」をクリックすると、ラインライブラリの中にロードします。 
（3）ラインライブラリの保存 
機能：現在のラインライブラリを（*.lsl）の形式で保存します。後で必要な時に、保存したラインラ

イブラリファイルをロードできます。 
操作：ボタンをクリックすると、現在のラインライブラリを保存します。 
（4）ラインライブラリに名前をつけて保存 
機能：現在のラインライブラリを（*.lsl）の形式で保存します。後で必要な時に、保存したラインラ

イブラリファイルをロードできます。 
操作：ボタンをクリックすると、現在のラインライブラリを保存します。 
（5）デフォルトライブラリのロード 
機能：デフォルトのラインライブラリをロードします。 
操作：ボタンをクリックするとデフォルトのラインライブラリファイルをロードし、表示します。 
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（6）新規サブグループ 
機能：新しいサブグループを作成します。用途やタイプが同じものを同じサブグループにまとめ、

ラインスタイルをわかりやすく管理します。 
操作：ボタンをクリックすると、ラインスタイル表示ボックスの中に、新しいグループ（フォルダ）が

追加表示されます（図 18.16 a の赤い枠で「New Group」と表示された部分）。これをダブルクリック

すると、グループの中が表示されます。図 18.16 b のように、赤い枠で「Parent Group」と表示され

る以外は、ラインスタイルはありません。このグループの中で、ラインスタイルを新規作成できます。

「Parent Group」と書かれた部分をダブルクリックすると、上のラインライブラリに戻ります。 

 

a   b  

図 18.16 新しいグループ生成 

（7）新規ラインスタイル 
機能：新しいラインスタイルを作成します。作成したラインスタイルは、現在開いているラインライ

ブラリ（サブグループ）のラインスタイル表示ボックスに追加されます。 
操作：ボタンをクリックすると､「ラインエディタ」ダイアログボックス(図 18.17)が表示されます。 
ダイアログボックスについて 

 水平オフセット（値の範囲：-150～150）：あるサブラインの、別のサブラインとの横方向の

オフセット距離を設定し、変更できます。プラス値を設定すると右にずらし、マイナス値を設

定すると左にずらします。 
 垂直オフセット（値の範囲：-50～50）：あるサブラインの、別のサブラインとの縦方向のオフ

セット距離を設定し、変更できます。プラス値を設定すると上にずらし、マイナス値を設定

すると下にずらします。 
   シングルライン幅（値の範囲：-20～254）：選択したサブラインの幅を変更します。 

 固定幅：選択すると、複合ラインスタイルの幅が増加しても、構成するサブラインの幅は増

加しません。 
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図 18.17 ラインエディタダイアログボックス 図 18.18 ラインスタイルエディタダイアログボックス 

ラインエディタダイアログボックスで、ツールバーの、「新規サブラインスタイル」ボタンをクリック

すると､次のような「ラインスタイルエディタ」ダイアログボックスが表示されます(図 18.18)。 

ダイアログボックスについて 
 サブラインスタイルタイプ：短い横線､短い縦線、ジグザグ線など 41 種類のラインスタイル

があります。これらのラインスタイルを組み合わせ、必要なラインを作成できます。 
 開始タイプ：ラインの始点が、実線と虚線のどちらから始まるかを指定します。 
 回転角タイプ：ラインを描く時の曲がり角のタイプを指定します。べベル接合、マイター接

合､ラウンド接合の 3 種類の回転角タイプがあります。 
 端点タイプ：ラインの端点の形を指定します。丸､四角、平らの 3 種類のタイプがあります。 
 サブラインカラー：サブラインの色を指定します。 
 回転角度：ラインスタイルで「テキストシンボル（指定角度、相対角度）を」を選択した場合

のみアクティブになります。テキストシンボルの回転角度を指定します。 
 シンボル：ラインスタイルで「テキストシンボル」を選択した場合のみアクティブになります。

表示をダブルクリックすると､「シンボルの選択」ダイアログボックスが表示されます。ここから

任意のシンボルを選択して「OK」をクリックすると、テキストシンボルのタイプに指定できま

す。 
 縦の長さ（値の範囲：0-200）：サブラインの、他のサブラインとの縦方向のオフセット距離

を指定します。 
 モデルの長さ：実線と破線の長さを決めます。サブラインスタイルで実線を選択した場合の

実線の長さを指定します。 
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（8）設定 
機能：ラインスタイル編集時のシステム設定を行います。 
操作：「設定」ボタンをクリックすると、図 18.19 のよう  な「設

定」ダイアログボックスが表示されます。 

「ライブラリに追加する」を選択すると、編集したラインをライン

ライブラリに追加します。「既存のラインスタイルに上書きする」

を選択すると、編集したラインスタイルを保存する際、ラインライ

ブラリの中に同じ ID 値を持つラインスタイルがあると、上書きし

ます。「ライブラリに追加する」を選択しない場合は、「既存のラ

インスタイルに上書きする」 は使用できません。 
2. ラインスタイル表示ボックス 

ラインスタイルをダブルクリックすると、「ラインエディタ」ダイアログボックスが表示されます。ここ

から、ラインスタイルのサブラインとサブラインスタイルを修正できます。 
3. 検索 

ラインスタイルの名称またはコードにより、ラインスタイルを高速で  検索できます。 
4. 属性 

コード､名称、グループを表示します。 
注：「名称」リストボックスにラインタイプ名をつけることができます。ただし名前を入力後 Enter キ

ーを押さないと保存されません。 
5. 飾り（図 18.21） 

ラインに飾りをつけます。特殊なラインを手軽作成できます。図 18.22 のように、10 種類の飾りの

形があります。 

 

 

図 18.21 飾りの位置 図 18．22 飾りの形 

 形状：10 種類のタイプがあり、図 18.22 のとおりです。 

 

図 18.19 設定ダイアログボックス 
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 位置：先頭､末尾、両端、すべてのノード、ラインの中点のいずれかに設定できます。 
 高さ（値の範囲：0-255）：飾りの高さを指定します。 
 幅（値の範囲：0-255）：飾りの幅を指定します。 
 縦横比固定：ラインの幅が変更した場合、シンボルの幅と高さの比を保持するようにしま

す。 

18.2.3 ラインライブラリエディタの使用例 

1. 鉄道線路の作成 
（1）「ラインライブラリエディタ」ダイアログボックスを表示します。   ツールバーの「新規ラインスタイ

ル」ボタン をクリックし、「ラインエディタ」ダイアログボックスを表示します。さらにそのツールバーに

ある「新規サブラインスタイル」ボタンをクリックし、「ラインスタイルエディタ」を表示します（図 18.23）。 

（2）  「サブラインスタイルタイプ」が、デフォルト値の「短い横線（システムラインスタイル）」になっ

ているのを確認してから、サブラインの「カラー」で黒を、「端点タイプ」で四角を選択します。「OK」を

クリックすると、「ラインエディタ」ダイアログボックスに戻ります。「サブラインリスト」で追加したラインを

選択し、「シングルライン幅」を 12 に指定し、「固定幅」にチェックを入れます。（図 18.24）。 

（3）再び「新規サブラインスタイル」ボタンをクリックし、「ラインスタイルエディタ」ダイアログボックス

を表示します。「サブラインスタイルタイプ」がデフォルト値の「短い横線（システムラインスタイル）」に

なっているのを確認してから、サブラインの「カラー」で白を、「端点タイプ」で四角を選択します（図

18.25 の丸印）。ツールバーの「ラインスタイルパターンの新規作成」ボタンをクリックし、破線の虚線

部分・実線部分の長さを両方とも 100 に設定します。 後に 「OK」をクリックすると、「ラインエディ

タ」ダイアログボックスに戻ります。 
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図 18.23 ラインスタイルエディタダイアログボックス——新規サブライン 

 

 
図 18.24 ラインスタイルエディタダイアログボックス——

サブライン属性未設定 

図 18.25 ラインスタイルエディタダイアログボックス——

サブラインカラー固定 

 
（4）「サブラインリスト」の 2 番目のサブライン 2（サブラインは白色なので､一見何もないように見え

ます）を選択し、「シングルライン幅」を6に設定します。「固定幅」を選択し、「OK」をクリックします（図
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18.26）。 

（5）図 18.27 のように、ID が 0000006 の鉄道ラインスタイルの作成を完了しました。このラインタイ

プは、幅 12 の黒色の実線に、幅 6 の白色の破線を重ね合わせた形になっています。（幅と長さの単

位は共に 0.1mm です。）。 

 
図 18.26 ラインエディタダイアログボックス 図 18.27 鉄道のラインスタイル 

 
2. 境界線の作成 
（1）「鉄道線路の作成」と同じ方法で、「ラインスタイルエディタ」ダイアログボックスを表示しま

す。  「サブラインスタイルタイプ」でデフォルトの「短い横線（システムラインスタイル）」が選択されて

いるのを確認し、ツールバーの「ラインスタイルパターンの新規作成」 を 3 回クリックすると、「サブラ

インスタイル」リストボックスに、6 つの虚線部分・実線部分のスタイルの長さが表示されます。表示さ

れた数字を 1 つずつ選択して長さを調整し、図 18.28 のようにそれぞれ 80，20，80，20，5，20 に設

定します。「開始タイプ」が実線になっているので、これらは実線、虚線、・・・の順になります。数字の

単位は 0.1mm です。 後に「OK」をクリックし、「ラインエディタ」ダイアログボックスに戻ります。 

（2）「サブラインリスト」の 1 番目のサブラインを選択し、「水平サブラインの終点がセグメントに達し

ていない」を選択し、「シングルライン幅」を 5 に設定します。（固定幅の場合はラインの幅は全て 5

です。固定幅を選択しない場合、サブライン使用時にラインの幅を設定します。） 「OK」をクリックし

ます（図 18.29）。 
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図 18.28 ラインスタイルエディタダイアログボックス—実

線/虚線スタイル長さ設定 
図 18.29 ラインエディタダイアログボックス 

（3）図 18.30 のように、ID が 000007 の境界ラインの作成が完了しました。 

 

図 18.30 境界線スタイル 

3. 道路（二重線）の作成 
（1）鉄道線路の作成の手順 1、2 を繰り返し、2 本のサブラインを作成します。「ラインエディタ」ダイ

アログボックスで、1 番目のサブラインを選択し、「垂直オフセット」を 20 に設定し、「OK」をクリックしま

す(図 18.31)。 

（2）図 18.32 のように、ID が 000008 の道路（二重線）のスタイル作成を完了しました。 
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図 18.31 ラインエディタ——垂直オフセット設定 図 18.32 道路（二重線）のスタイル 

4. シンボル文字の入った道路（二重線）の作成 
（1）鉄道線路の作成と同様に、2 つのサブラインを作成します。文字のサブラインを作成します。

「新規サブラインスタイル」ボタンをクリックし、表示された「ラインスタイルエディタ」ダイアログボックス

から、「サブラインスタイルタイプ」で「文字シンボル（垂直）」を選択します。ツールバーの「ラインスタ

イルパターンの新規作成」をクリックし、「サブラインのスタイル」に表示された数字を選択し、「モデル

の長さ」で虚線部分・実線部分の長さをそれぞれ 200 に設定します。単位はいずれも 0.1mm です。

ダイアログボックスの右側の「シンボル」の表示をクリックし、「シンボルの選択」ダイアログボックスを

表示します。文字「a」を選択し、「縦の長さ」で縦方向のサイズを100に設定します。「OK」をクリックし、

3 番目のサブラインを取得します(図 18.33)。 

（2）3 番目のサブラインを選択し、 「垂直オフセット」を-15 に設定して「OK」をクリックします(図

18.34)。 

 
図 18.33 ラインスタイルエディタ——シンボル設定 図 18.34 ラインエディタダイアログボックス——垂直オフセット設定
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図１8.35のように、IDが000009のシンボル文字を追加した道路（二重線）のスタイル作成を完了し

ました。 

           

図 18.35 シンボル文字の入った道路（二重線）ラインスタイル 

18.3 フィルライブラリ 

18.3.1 フィルライブラリの特徴 

SuperMap GIS デスクトップ製品は、フィル（塗りつぶし）パターン編集機能を装備しています。フィ

ルライブラリエディタを使用し、フィルパターンの豊富なテンプレートを元に、簡単操作でパラメータ

を修正するだけで、新しいフィルパターンを作成できます。作成したフィルパターンは、ポリゴンオブ

ジェクトのフィルスタイルとしてすぐに設定できます。また、フィルライブラリを外部ファイルとしてエク

スポートでき、プログラム起動中であっても必要な時にインポートできます。 

18.3.2 フィルライブラリインターフェース 

「フィルライブラリ編集」ダイアログボックスのメインインターフェースは、図 18.36 のとおりです。 
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図 18.36 フィルライブラリ編集インターフェース 

18.3.3 メインツールバー 

 

図 18.37 フィルライブラリ編集のツールバー 

1. 新規フィルモデルライブラリ 
機能：新しいフィルライブラリを作成します。 
操作：ボタンをクリックすると、デフォルトのフィルライブラリファイルを閉じ、新しいフィルライブラリ

ファイルを作成、表示します。それまで表示していた表示ボックスとエディットボックスはクリアされま

す（図 18.38）。 
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図 18.38 新規フィルライブラリ——表示ボックスと編集ボックスクリア 

2. フィルライブラリを開く 
機能：保存しているフィルライブラリを開き、ロードします。 
操作：ボタンをクリックすると、「ファイルを開く」 ダイアログボックスが表示されます。フィルライブ

ラリファイル（*.bru 形式）を 1 つ選択し、「開く」をクリックするとロードします。 
3. フィルライブラリの保存 
機能：編集したフィルパターンを保存します。 
操作：ボタンをクリックすると、「ファイルを保存」 ダイアログボックスが表示され、フィルライブラリ

ファイルとして保存します。 
4. フィルライブラリに名前を付けて保存 
機能：編集したフィルパターンを、フィルライブラリファイルとしてファイル名を付けて保存しま

す。 
操作：ボタンをクリックすると、「名前を付けて保存」ダイアログボックスが表示されます。「ファイ

ル名」で名前を入力して「保存」をクリックすると、フィルライブラリファイルとして保存します。 
5. デフォルトライブラリをロード 
機能：デフォルトのフィルライブラリファイルをロードします。 
操作：ボタンをクリックすると、システムに用意されたデフォルトのフィルライブラリファイルをロー

ドします。 
6. 新規サブグループ 
機能：フィルライブラリファイルの中に、新しいフォルダ（サブグループ）を作成します。 
操作：ボタンをクリックすると、サブグループを作成し、「フィルライブラリ編集」ダイアログボックス

は図 18.39 のようになります。 
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新しく作成されたフォルダがサブグループのフォルダです。このアイコンをダブルクリックすると、

「フィルライブラリ編集」ダイアログボックスは図 18.40 のようになります。この状態でサブグループを

編集できます。 

 
図 18.39 新規サブグループ 図 18.40 サブグループ編集 

7. 新規フィルパターン 
機能：新しいフィルパターンを作成します。 
操作：ボタンをクリックすると、右側のエディットボックスにグリッドが表示されます。「編集」ツールバ

ーのボタン等を使用して、新しいフィルパターンを作成できます。 
8. 削除 
機能：フィルパターンやサブグループを削除します。 
操作：サブグループの中のフィルパターンを 1 つ選択後、

ボタンをクリックすると、図 18.41 のダイアログボックスが表

示されます。「はい」をクリックすると、選択したフィルパター

ンを上のディレクトリに移動します。「いいえ」をクリックする

と、サブグループの全てのフィルパターンが、フォルダとともに削除されます。 

9. 設定 
機能：フィルパターンのスタイルを設定します。 
操作：ボタンをクリックすると、「設定」ダイアログボックスが表示されます（図 18.42）。 

 
図 18.41 フィルパターン/サブグループ削除 
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図 18.42 設定ダイアログボックス——スタイル/開く 

「スタイル」タブの「解像度」は画素の数を表します。「拡大倍率」はフィルパターン編集時に表示さ

れるグリッドの拡大倍率を表し、編集しやすい大きさに設定します。「開く」タブでは、「現在のライブ

ラリに追加」を選択すると、編集したフィルパターンを現在のフィルライブラリに追加します。「同一ＩＤ

で上書き」を選択すると、フィルライブラリファイルに、新たに追加するフィルパターンと同じＩＤのもの

がある場合、それを上書きします。 

18.3.4 編集ツールバー 

1. 選択 
ボタンをクリックして選択状態にすると、エディットボックスでオブジェクトを選択できます。また、

エディットボックスで矩形領域を描いて区域を選択し、移動できます。 
2. 消去 
ボタンをクリックすると、エディットボックス内の作業状態を「消しゴム」状態にします。 

 

図 18.43 編集ツールバー 

3. ペン 
ボタンをクリックすると、エディットボックス内の作業状態をポイント描画にします。 
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4. ライン 
ボタンをクリックすると、エディットボックス内の作業状態をライン描画にします。 
5. アーク 
ボタンをクリックすると、エディットボックス内の作業状態をアーク描画にします。 
6. 矩形 
ボタンをクリックすると、エディットボックス内の作業状態を矩形描画にします。 
7. 楕円 
ボタンをクリックすると、エディットボックス内の作業状態を楕円描画にします。 
8. 塗りつぶし矩形 
ボタンをクリックすると、エディットボックス内の作業状態を塗りつぶし矩形描画にします。 
9. 塗りつぶし楕円 
ボタンをクリックすると、エディットボックス内の作業状態を塗りつぶし楕円描画にします。 
10. 前背景色反転 
ボタンをクリックすると、前景色と背景色を反転します。 
11. 画像ファイルのインポート 
ボタンをクリックすると、フィルライブラリに画像ファイル（BMP ファイル形式）をインポートします。 
注：このボタンとそれ以外の編集ツールバーのボタンは同時に使用できません。 大 300KB ま

での BMP ファイルをインポートできます。 
12. 新規シンボルフィルスタイル 
ボタンをクリックすると、「シンボルフィルスタイル」ダイアログボックスが表示されます。 
 

18.3.5 フィルパターン作成例 

1. メニューの「ツール」 - 「フィルライブラリ」 - 「フィルライブラリを編集」を選択すると、「フィ

ルライブラリ編集」が表示されます（図 18.36） 

「コード」または「名称」ボックスに、検索したいフィルパターンのコード番号または名称を入

力後、Enter キーをクリックすると、フィルパターンを検索できます。 

2. ボタンをダブルクリックし、編集ツールバーのボタンなどを利用して、エディットボック

ス内でフィルパターンの編集を行います。編集を終了したら、「編集領域」でコード番号、

グループ名、名称等を入力します（注意：「画像ファイルのインポート」ボタンを選択すると、

それ以外の編集ツールバーのボタンは同時に使用できません）。 
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3. 後に、「保存」ボタン をクリックして保存します。新たに編集したフィルパターンを保存する

と、左側のパターンリストに表示されます。フィルパターンの編集終了後、フィルライブラリファイルを

保存します(図 18.44)。 

4. 新たに作成したサブグループ（フォルダ） をクリック すると、「フィルライブラリ編集」ウィンドウ

は図 18.45 のようになり、この状態で、サブグループのフィルパターンの編集を行います。 

5. 編集終了後、「編集領域」の「保存」ボタンをクリックし、編集したフィルパターンをフィルライブラ

リに保存します。 

 

図 18.44  新規フィルパターン編集 図 18.45 フィルライブラリ編集 
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第19章 システム設定 

システム設定とは SuperMap GIS デスクトップ製品のスタイル表示や操作方式等を設定することで

す。一度設定するとそれを修正するまで、その設定を保持します。メニューの｢ツール｣-｢オプション｣

を選択し、表示されたパラメータ設定のダイアログボックスで各種設定を行います。デフォルト、編集、

スタイル、保存のタブがあり、以下にそれぞれの内容を説明します。 

19.1 デフォルトオプションタブ 

起動時に起動画面を表示するか、ウィザードを表示するか、解析レポートウィンドウを表示するか

どうか、ワークスペース中のデータセットソート方式、表示タイプ等を設定します。 

 
図 19.1 デフォルトオプションタブ 図 19.2 表示可能なデータセットタイプダイアログボックス 

ダイアログボックスについて 

 起動設定 
起動画面表示：チェックすると、システム起動時に起動画面が表示されます。 
起動時にウィザードを表示：チェックすると、システム起動後に自動でクィックウィザードが

表示されて、ステップを踏みながらユーザーがワークスペース、データソース、データセット

を作成するガイドをします。 
 ウィンドウ操作関連設定 

レイヤーのないマップウィンドウを自動で閉じる：チェックすると、マップウィンドウにレイヤ
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ーがない場合自動で閉じます。例えば、開いたマップがもしすべてのレイヤーを削除する

と、このマップウィンドウは自動で閉じます。 
メッセージがある時、自動で解析レポートウィンドウを表示：解析レポートウィンドウが閉じ

た状態でチェックすると、システムを操作時にメッセージがある場合は、解析レポートウィン

ドウは自動で開かれます。 
マップウィンドウを閉じる時、保存確認メッセージを表示：チェックすると、マップウィンドウ

を閉じる時に、保存するかどうかのメッセージを出します。 
 データセット表示設定 

デフォルトソート方式：1 つのデータソースを開いた時、その中のデータセットのデフォルト

のソート方式。 
デフォルト表示タイプ：1 つのデータソースを開いた時、その中のデータセットのデフォルト

表示タイプ。例えば、データソースのポイントデータセットのみ表示できるように設定できま

す。「設定」ボタンをクリックすると、「表示可能なデータセットタイプ」ダイアログボックスが表

示され、ダイアログボックス中で設定を実行できます(図 19.2)。 

19.2 編集オプションタブ 

編集を元に戻す操作の設定、表示フィルタの設定、マップウィンドウ内のオブジェクトの操作に関

する設定等をおこないます。 

 

図 19.3 編集オプションタブ 
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ダイアログボックスについて 

 編集を元に戻す操作 
1 回の操作で元に戻す 大オブジェクト数：1 回で操作するオブジェクト数がこの値を超え

ると、戻す操作ができなくなります。 
元に戻す 大回数：編集を元に戻すことのできる 大回数。 
 

 表示フィルタ 
表示可能な幾何オブジェクトの 大ノード数：幾何オブジェクトのノード数がこの値を超え

ると、このオブジェクトは表示しません。 
オブジェクト表示フィルタ：オブジェクトのピクセルがこの値より小さいと、表示しません。 

 オブジェクト操作関連設定 
デフォルトオブジェクト選択方式：矩形選択方式でオブジェクトを選択する時、どのような状

態でオブジェクトが選択状態になるかを設定します。3 種類の項目があります：中心点を含

む、ポリゴンインターセクト、オブジェクトを含む。図 19.4 で示すとおり、左の図ではオブジ

ェクト選択方式が「中心点を含む」で、黒い×の位置が矩形オブジェクトの中心で、オブジ

ェクト選択時、中心が選択矩形内にある時のみ、このオブジェクトは選択されます。中の図

はオブジェクト選択方式が「ポリゴンインターセクト」で、選択矩形がオブジェクトと一部でも

重なっていればこのオブジェクトは選択されます。右の図はオブジェクト選択方式が「オブ

ジェクトを含む」で、選択矩形が完全にオブジェクトを含む場合にこのオブジェクトが選択さ

れます。 

   
中心点を含む ポリゴンインターセクト オブジェクトを含む 

図 19.4 オブジェクト選択方式 

デフォルトオブジェクト描画方式：オブジェクト描画を実行時のシステムデフォルトの描画

方式。3 つの描画方式をサポートしています：通常の描画、つまりマウスでマップ上でクリッ

クして幾何オブジェクトを描画します。精確描画、つまり各コントロールポイントを入力して

幾何オブジェクトを描画します。精確パラメータ描画、つまりオブジェクトの一連のパラメー

タを入力して幾何オブジェクトを描画します。図 19.5 左の図は、ノード座標値を入力してポ

リラインを描画している精確描画方式です。右の図は、円の半径を入力して描画している

精確パラメータ描画方式です。 
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通常の描画 精確パラメータ描画 

図 19.5 オブジェクト描画方式 

19.3 スタイルオプションタブ 

新規レイヤー中のポイントスタイル、ラインスタイル、ポリゴンスタイル、サブレイヤーのスタイル、マ

ップウィンドウの背景色、ライン、ポリゴンの選択スタイル、ベースラインスタイル、CAD デフォルト背

景色、エクスポートウィンドウスタイルの設定、及びテーマスタイルの設定をおこないます。 

 

図 19.6 スタイルオプションタブ 

ダイアログボックスについて 
 スタイル表示：マップウィンドウに異なるレイヤー、属性テーブル、3D のスタイルを統一して

修正します。スタイル修正後、システムはユーザーが設定したこれらのスタイルパラメータを、

再度スタイル修正するまで保持します。マウスを左クリックして 1 つのスタイルを選択して、
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更新ボタンを押すと、関連するスタイル設定のダイアログボックスが表示され、スタイルの設

定ができます。また、直接 1 つのスタイルをダブルクリックしてスタイル設定のダイアログボッ

クスを表示させることもできます。修正したスタイル設定をシステムデフォルトにする場合、リ

ストボックスで項目を選択してデフォルトボタンを押すと、「選択スタイルの設定をデフォルト

に戻します。継続しますか？」とメッセージが表示され、「はい」を選択すると、選択した表示

スタイルがシステムのデフォルトに回復します。 
 テーマスタイル：システムは 2000（クラシック）、XP（シンプル）、2003（モダン）、WINXP

（XP）、.NET2005 の 5 種類のスキンをサポートしており、好みのスタイルを選択できます。こ

のうち WINXP は、Windows XP システムの環境で、かつ「Windows XP スタイル」を使用して

いないと選択できません。XP システムの下で 「Windows XP スタイル」を設定するには、デ

スクトップでマウスを右クリックし、ショートカットメニューの「属性」を選択します。表示された

「属性表示」ダイアログボックスでインターフェースタグを開き、この中の「ウィンドウとボタン」

プルダウンメニューで「Windows XP」を選択します。 

19.4 保存オプションタブ 

自動バックアップの設定、データソースの自動バックアップの設定、履歴ファイルに関する設定、

ログファイルに関する設定等をおこないます。 

 

図 19.7 保存オプションタブ 
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 自動保存：一定時間ごとに自動で現在の編集ファイルを保存します。ただし、停電や他の

原因で異常終了した場合、 後の 1 回自動保存した編集内容はデータファイル中に保存

されません。そのため、自動保存の間隔は短くすることをお勧めします。システムデフォル

トでは、5 分毎に自動保存する設定です。 
 データソースの自動バックアップ：自動バックアップ間隔に基づき、設定したパスに一定時

間毎にすべてのデータソースファイルをバックアップします。：データソース名_bak.sdb/デ

ータソース名_bak.sdd。 
 履歴ファイル： 近使用したデータソースファイルとワークスペースファイルのデータを記

録します。システムのデフォルトの個数は 4 です。「履歴のクリア」ボタンをクリックして 近

の記録をクリアすることができます。 
 ログ保存 

ログファイル：直接入力するか横の ボタンからログファイルのパスを選択します。 

ログレベル：ログファイルの保存レベルを選択します。プルダウンリストから上位から下位の

順に次の項目があります：一般情報、警告情報、エラー情報、致命的情報。上位の項目を

選択すると、それより下位の他のログ情報も記録されます。例えば、「一般情報」を選択し

た場合、作業中の警告情報、エラー情報及び致命的情報がみな記録されます。 



   

439 

付録 1 技術用語一覧 

地理情報システム 
地理情報システム(Geographic Information Systems，GIS)とは地理情報を取得・作成し、保存・編

集・解析・表示・共有を行うために用いられるコンピュータ処理システムです。森林管理や施設管理

など、様々な分野で利用されています。 

地理座標系 

経線と緯線は地球の表面上で交差している(90 度で交差)曲線です。この２つの曲線で構成され

ている座標を地理座標系と呼びます。地球表面のあらゆるオブジェクトの位置の表示に使用し、具

体的位置は経緯度座標により確定します。 

地図投影 
面である地球を平面に表示するためのあらゆる方法です。特定の数学方程式により経緯座標（φ，

λ）を平面座標（X，Y）に変換します。 

投影座標系 
経緯度座標系に対して、様々な手法を用い、地図投影を行った座標系を投影座標系と呼びます。 

座標変換 
ある座標系での位置から別の座標系での位置に変換すること。スキャニング画像の座標から地球

座標への変換及び２つの異なる地球座標系間の座標変換を指します。 

空間解析 
空間情報の取得と伝達のための、地理オブジェクトの位置と形態特性に基づいた空間データ解

析技術です。 

等高線 
ジオイドを基準とする等ポテンシャル面と地表との交わる線。一般的には、平均海面からの高さが

等しい点を結んだ線を等高線と呼びます。地形図などで用いられています。 

DTM 
Digital Terrain Modals、数値地形モデル。地表面の特性を表示する空間分布の数値序列です。 

DEM 
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Digital Elevation Modals、数値標高モデル。標高を表示する Digital Terrain Models（DTM）の一

種です。 

 

TIN 
Triangulated Irregular Network、不規則三角形メッシュ。地表面を不規則な三角形に分割し、そ

の頂点の標高値によって地形を表現するためのモデルです。 

ワークスペース（Workspace） 
ユーザーの作業環境の保存に使用し、開いているデータソース、マップ、3D ビュー、レイアウト、

シンボルライブラリ、ラインライブラリ等を保存します。 

データソース（Datasource） 
ポイント、ライン、ポリゴン、TIN、GRID、Network 及びあらゆるデータタイプを複合したデータセット

等から構成される 1 つのファイルをデータソースと呼びます。1 つのデータソースは、1 つ、または複

数の各タイプのデータセットを含むことができます。また、同時にラスタデータとベクタデータを保存

できます。 

データセット（Dataset） 
同じタイプのデータから構成されているデータ集合で、SuperMap GIS デスクトップ製品には、ポイ

ントデータセット、ラインデータセット、ポリゴンデータセット、TIN データセット、GRID データセット、

Network データセット、テキストデータセットなどがあります。 

マップ（Map） 
１つまたは複数のデータセットが１つのウィンドウに表示されてマップになり、このマップを表示して

いるウィンドウがマップウィンドウです。 

レイヤー（Layer） 
マップの中に追加されたデータセットをレイヤーと呼びます。１つのマップは１つまたは複数のレイ

ヤーで構成され、通常は１つのレイヤーが１つのデータセットに対応します。SuperMap GISデスクトッ

プ製品 では、同じデータセットを複数回異なるマップに追加でき、それらの同一のレイヤーは別レ

イヤーとなります。 

空間データ（Spatial Data） 
自然あるいは人工構造物の地理的位置、形状や性質及び各種境界を識別するデータを空間デ

ータと呼びます。 

属性データ（Attribute Data） 



 

441 

地形・地物の属性情報を表すデータです。例えば河川の長さ、幅、名称等です。 

空間データベース（Spatial Database） 
空間データを保存するデータベースです。 

ベクタ（Vector） 
空間オブジェクトを表現する２種の基本方式の１つです。点、線、面で管理されるデータであって、

正確な図形を表現でき、コンパクトなデータ構造を持ちます。 

ラスタ（Raster） 
ベクタに対し、空間オブジェクトを表現するもう一方の基本方式です。位置や形状を等型要素（普

通は矩形）の配列で表す方式のデータで、グリッドデータや画像データはラスタと言うことができま

す。 

単一データセット 
ライン、テキスト、グリッドなど、同じタイプのデータから構成されているデータセットです。 

複合データセット（CAD データセット） 
単一データセットと異なり、複数のタイプのデータ要素から構成されているデータセットです。CAD

データセットと呼ぶこともあります。 

トポロジ 
地理オブジェクトの空間位置上の関係です。touch、in、cross、overlap、disjoint の 5 種類の基本ト

ポロジがあります。 

主題図（Thematic Map） 
特定の項目（主題）を、色分け、統計グラフ、テキストラベルなどを用いて視覚的に表現した地図

です。地質図、水系図、土地利用図などに利用されます。 

モザイク画像の生成 
複数の航空写真等の画像を貼り合わせたものをモザイク画像と呼びます。SuperMap GIS デスクト

ップ製品では、それぞれの画像を地上のコントロールポイントの座標に基づいて貼り合わせます。 

画像ピラミッド 
画像を解像度に基づいてレベル分けして保存します。 下層では解像度が も高く、データ量が

大きくなっており、上に行くほど解像度が低く、データ量が小さくなります。これがピラミッドの形に似

ていることから、このように呼ばれます。 

解像度 
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一般的には 1 インチあたりのピクセル数（単位 ppi ）を指す場合もありますが、ここでは、 1 つ

のピクセルに相当する長さを指します。この値が小さいほど、解像度は高くなります。  

データソースの 適化 
データセットやオブジェクトを削除した後で実行することで、データサイズを適正なサイズに圧縮し

ます。また、投影変換後などで正常にマップ表示されない場合にも、この操作が有効です。 

レジスタ（Registration） 
通常はデジタル化プロセスの第 1 ステップです。紙地図やグリッド画像を GIS で使用するために、

マップ上にいくつかのコントロールポイントをピックアップし、各コントロールポイントの座標(例えば経

度、緯度)を入力します。マップのレジスタ後、マップ表面の任意のポイントを位置座標（例えば経緯

度）に関連付けます。これにより、SuperMap Deskpro 及び SuperMap Express では、面積と距離の計

算や、1 つのマップ上での複数マップレイヤーのオーバーレイなどが可能となります。 
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付録 2 書式ファイル説明 

インポートする GIS あるいは CAD ソフトのファイルは特殊なライン、テキスト、シンボル、フィルパタ

ーンがあるために、SuperMap GIS デスクトップ製品のインポート後のデータは元のデータと完全に

一致することは保証できません。元のデータのライン、テキスト、シンボル、フィルパターンを再現す

るために、SuperMap GIS デスクトップ製品の書式ファイルを作成し、元ファイルのライン、テキスト、

シンボル、フィルパターンを SuperMap GIS デスクトップ製品の書式に変換します。 

1．SuperMap GIS デスクトップ製品 書式ファイルの説明 

1 書式ファイルは次の 3 つの部分により構成されます。 
a. ファイルのヘッダー部分 
b. フォント対応指定 
c. ライン(シンボル、フィル)ライブラリ対応指定 

2 ファイルヘッダー部分は次のように表示します。 
SuperMap Style Mapping Table 
Version 3.00 

3 フォント対応指定は「FontBegin」で始まり、「FontEnd」で終わり、その中にフォント対応表があ

ります。各行が 1 つのフォントに対応します。各行は 4 つの部分からなり、“，”で区分します。構成

は以下のとおりです。 
1 
（元データフォント

番号） 

2 
（フォント幅拡大率） 

3 
（フォント高さ拡大率） 

4 
（フォント名） 

元データフォント幅拡大率×外部データフォント幅==> Windows フォント幅 
元データフォント高さ拡大率×外部データフォント高さ ==> Windows フォント高さ 
外部ファイルデータのフォント幅及び高さはシステムから読み取り、 

元データのフォント幅、フォント高さ拡大率はユーザーが指定します。 
4 ラインスタイルの部分は「LineStyleBegin」で始まり、「LineStyleEnd」で終わり、その中にライン

ライブラリ対応表があります。各行が 1 つのラインスタイルに対応します。各行は 2 つの部分からな

り、“，”で区分します。構成は以下のとおりです。 
1 
（元データライン番号） 

2 
（ライン番号） 
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シンボル、フィルライブラリも同様です。 
5 ファイルの拡張子は「srt」です。 
6 注釈は「//」を使用します。//以降は注釈の開始で、キーワード、ファイルヘッダの前後は注

釈をすることはできません。 

2．ファイルの例 

1 Sample Data =====〉注釈なし 

SuperMap Style Mapping Table 
Version 2.00 
FontBegin 
1, 0.83333333, 1.0, Arial 
7, 0.50000000, 0.66666, Arial 
23, 0.83333333, 0.66666, Arial 
135, 1.0, 1.0, aips_AM 
205, 0.50000000, 1.0, ＭＳ 明朝 
…… 
…… 
…… 
FontEnd 

  
LineStyleBegin 
1, 3 
2, 4 
3, 1 
…… 
…… 
…… 
LineStyleEnd 

  
SymbolBegin 
1, 0.5, 3 
2, 0.6, 4 
3, 1.0, 1 
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…… 
…… 
…… 
SymbolEnd 

  
FillStyleBegin 
1, 3 
2, 4 
3, 1 
…… 
…… 
…… 
FillStyleEnd 

2 Sample Data=====〉注釈あり 

//大文字、小文字を区分しません 
SuperMap Style Mapping Table //ファイル型 
Version 2.00 //バージョン 
//以下 Font、LineStyle、Symbol、FillStyle 各部分の対応設定 
FontBegin //フォント対応設定開始 
//元データフォント番号 フォント幅拡大率 フォント高さ拡大率 フォント名 
1, 0.83333333, 1.0, Arial // Arial 
7, 0.50000000, 0.66666, Arial 
23, 0.83333333, 0.66666, Arial 
135, 1.0, 1.0, aips_AM //モルズ 
205, 0.50000000, 1.0, ＭＳ 明朝 //ＭＳ 明朝 
…… 
…… 
…… 
FontEnd //フォント対応設定終わり 

  
LineStyleBegin //ラインスタイル対応設定開始 
//元データフォント番号 //フォント番号 
1, 3 
2, 4 
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3, 1 
…… 
…… 
…… 
LineStyleEnd //ラインスタイル対応設定終わり 

  
SymbolBegin //シンボル対応設定開始 
//元データフォント番号//拡大率 //フォント番号 
1, 0.5, 3 //元データフォント番号×拡大率－－》 フォント番号 
2, 0.6, 4 
3, 1.0, 1 
…… 
…… 
…… 
SymbolEnd //シンボル対応設定終わり 

  
FillStyleBegin //フィル対応設定始まり 
//元データフォント番号//フォント番号 
1, 3 
2, 4 
3, 1 
…… 
…… 
…… 
FillStyleEnd //フィル対応設定終わり 
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付録 3 ショートカットキー一覧表 

操作を高速かつ頻繁に行う時は、ショートカットのご使用をおすすめします。キーボードの１つある

いは複数のボタンを押すことで、目的の操作を実行できます。SuperMap GIS デスクトップ製品で使

用するショートカットキーは、操作中のアクティブウインドウによって変わります。それぞれのアクティ

ブウインドウで使用できるショートカットキーは次の通りです。マウスを使わなくても、コマンドを実行し

たり、カーソルを移動したりできます。 

附表 3. 1 システム操作ショートカットキー一覧表 

ショートカットキー 用途 
Ctrl + W ワークスペースを開く 

Ctrl + N 新規データソース 

Ctrl + O データソースを開く 

Ctrl + T 凡例ウィンドウを開く、または閉じる 

Alt + Enter 
選択しているオブジェクト（幾何オブジェクト、データセット、データソース等）の

属性情報を表示 

Del データソースを閉じる 

ESC 解析レポートウィンドウを閉じる 

附表 3. 2 マップウインドウのショートカットキー一覧表 

ショートカットキー 用途 

Z 拡大状態の設定 

X 縮小状態の設定 

C ズーム状態の設定 

A 移動状態の設定 

S 選択状態の設定 

U オブジェクトのユニオン 

I オブジェクトのインターセクション 

J オブジェクトのリンク 

E オブジェクトのイレース 
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V 選択オブジェクトを全体表示 

L 座標値指定 

B バッファ生成 

Del 選択オブジェクトの削除 

F3 条件に合う次のテキストを検索 

F4 条件に合う前のテキストを検索 

F5 更新 

F6 全表示 

F7 前のビュー 

F8 次のビュー 

Back 前のビュー 

Ctrl + Z 元に戻す 

Ctrl + Y やり直し 

Ctrl + X オブジェクトを切り取り 

Ctrl + C オブジェクトをコピー 

Ctrl + V オブジェクトを貼り付け 

Ctrl + A すべて選択 

Ctrl + F テキストオブジェクトの検索 

Ctrl + I データセットのインポート 

Ctrl + E データセットのエクスポート 

Alt + Left 前のビュー 

Alt + Right 次のビュー 

附表 3. 3 属性ウインドウのショートカットキー一覧表 

ショートカットキー 用途 

Ctrl+Insert/Ctrl+C セル内容あるいは選択内容のコピー 

Shift+Insert/Ctrl+V セル内容あるいは選択内容の貼り付け 

Ctrl+X セル内容あるいは選択内容の切り取り 

Ctrl+F 条件指定のレコードを検索 

Home 選択レコードの一番左のフィールドにカーソルを移動 

End 選択レコードの一番右のフィールドにカーソルを移動 
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Ctrl+Home 初のレコードの一番左のフィールドにカーソルを移動 

Ctrl+End 後のレコードの一番右のフィールドにカーソルを移動 

Page up 
前のページの同じフィールドにカーソルを移動 

 （移動の幅はウインドウの大きさによって異なります） 

Page Down 
次のページの同じフィールドにカーソルを移動 

 （移動の幅はウインドウの大きさによって異なります） 

↑ 上のセルに移動 

↓ 下のセルに移動 

← 左のセルに移動 

→ 右のセルに移動 

附表 3. 4 レイアウトウインドウのショートカットキー一覧表 

ショートカットキー 用途 
S 選択状態の設定 

X 拡大状態の設定 

Z 縮小状態の設定 

C ズーム状態の設定 

A 移動状態の設定 

附表 3. 5 レジスタショートカットキー一覧表 

ショートカットキー 用途 
S コントロールポイントの追加 

X 縮小状態の設定 

Z 拡大状態の設定 

C ズーム状態の設定 

A 移動状態の設定 

F6 全体表示 
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付録 4 テキストファイルを SDB データセットに変換 

1．平面直角座標 

1. 2D：X、Y 座標をすべて倍精度にする必要があります。 

例示データ： 

ID{dbLong}  X{dbDouble}  Y{dbDouble}  LineID{dbLong}  NAME{dbText/20} 
SHENGHUIFOU{dbBoolean}  RIQI{dbDate}  BEIZHU{dbMemo} 
1  804.751  1032.665  0000  "CHANGAN"  0  2001-09-22  China 
2  1083.89  907.944  0000  "BEIJIN"  0  2001-09-02  Japan 
3  1394.209  1305.865  0001  "WUZHOU"  1  2001-09-22  America 
4  1199.703  1519.673 0001  "CANGWU"  0  2001-09-02  England 
## 
5  855.234  1342.9843  0002  "XIAN"  1  2001-09-22  France 
6  874.536  1775.056  0002  "TANGSHAN"  0  2001-09-02  German 
## 
7  498.886  1729.027  0003  "WULUMUQI"  1  2001-09-22  China 
8  544.915  1464.736  0003  "HUHEHAOTE"  1  2001-09-02  Japan 
## 
9  164.811  1384.558  0004  "FANGCAOHU"  0  2001-09-22  America 
10  345.954  962.88  0004  "MEIZHOU"  0  2001-09-02  France 
## 
## 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

451 

2. 3D：X、Y、Z 座標をすべて倍精度にする必要があります。 

例示データ： 

ID{dbLong} X{dbDouble}  Y{dbDouble}  Z{dbDouble}  LineID{dbLong}  
NAME{dbText/20}  SHENGHUIFOU{dbBoolean}  RIQI{dbDate} 
1  804.751  1032.665  22 0000  "CHANGAN"  0  2001-09-22 
2  1083.89  907.944  22  0000  "BEIJING"  0  2001-09-02 
3  1394.209  1305.865  33  0001  "WUZHOU"  1  2001-09-22 
4  1199.703  1519.673  33  0001  "CANGWU"  0  2001-09-02 
## 
5  855.234  1342.9843  44  0002  "XIAN"  1  2001-09-22 
6  874.536  1775.056  44  0002  "TANGSHAN"  0  2001-09-02 
## 
7  498.886  1729.027  55  0003  "WULUMUQI"  1  2001-09-22 
8  544.915  1464.736  55  0003  "HUHEHAOTE"  1  2001-09-02 
## 
9  164.811  1384.558  66  0004  "FANGCAOHU"  0  2001-09-22 
10  345.954  962.88  66  0004  "MEIZHOU"  0  2001-09-02 
## 
## 
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2．地理座標（緯度経度座標） 

1. 2D：ポイントの緯度経度を出す必要があります。それぞれ度、分、秒に分け、値を入力しま

す。度の値が倍精度数値しかない場合、分、秒を 0 とします。 

例示データ： 

ID{dbLong}  DX{dbLong}  CX{dbLong} SX{dbLong} DY{dbLong} CY{dbLong} 
SY{dbLong} LineID{dbLong}  GBCODE{dbLong}  NAME{dbText/20}  
SHENGHUIFOU{dbBoolean}  RIQI{dbDate}  DANJING{dbSingle} 

1  8  4  7  10  32  25  0000  543002  "CHANGAN"  0  2001-09-22  11.22 
2  10  8  9  90  7  9  0000  543001  "BEIJING"  0  2001-09-02  11.22 
3  13  2  9  13  8  5  0001  541000  "WUZHOU"  1  2001-09-22  11.22 
4  119  7  3  15  19  7  0001  543000  "CANGWU"  0  2001-09-02  11.22 
## 
5  55  2  34  42  9  43  0002  710045  "XIAN"  1  2001-09-22  11.22 
6  87  4  56  15  0  56  0002  100010  "TANGSHAN"  0  2001-09-02  11.22 
## 
7  49  8  6  17  0  27  0003  650500  "WULUMUQI"  1  2001-09-22  11.22 
8  54  9  15  16  4  36  0003  450404  "HUHEHAOTE"  1  2001-09-02  11.22 
## 
9  10  4  11  84  5  58  0004  230303  "FANGCAOHU"  0  2001-09-22  11.22 
10  34  9  54  9  8  8  0004  101001  "MEIZHOU"  0  2001-09-02  11.22 
## 
## 
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2. 3D：緯度経度座標を出す必要があります。それぞれ度、分、秒に分け、値を入力します。エ

レベーション Z は倍精度数値とします。度の値が倍精度数値しかない場合、分、秒を 0 とします。 

例示データ： 

ID{dbLong} DX{dbLong} CX{dbLong} SX{dbLong} DY{dbLong} CY{dbLong} SY{dbLong} 
Z{dbDouble} LineID{dbLong} GBCODE{dbLong} NAME{dbText/20} 
SHENGHUIFOU{dbBoolean} RIQI{dbDate} DANJING{dbSingle} 
1  8  4  7  10  32  25  23  0000  543002  "CHANGAN"  0  2001-09-22  
11.22 
2  10  8  9  90  7  9  23  0000  543001  "BEIJING"  0  2001-09-02  11.22 
3  13  2  9  13  8  5  23  0001  541000  "WUZHOU"  1  2001-09-22  11.22 
4  119  7  3  15  19  7  23  0001  543000  "CANGWU"  0  2001-09-02  
11.22 
## 
5  55  2  34  42  9  43  23  0002  710045  "XIAN"  1  2001-09-22  11.22 
6  87  4  56  15  0  56  23  0002  100010  "TANGSHAN"  0  2001-09-02  
11.22 
## 
7  49  8  6  17  0  27  23  0003  650500  "WULUMUQI"  1  2001-09-22  
11.22 
8  54  9  15  16  4  36  23  0003  450404  "HUHEHAOTE"  1  2001-09-02  
11.22 
## 
9  10  4  11  84  5  58  23  0004  230303  "FANGCAOHU"  0  2001-09-22  
11.22 
10  34  9  54  9  8  8  23  0004  101001  "MEIZHOU"  0  2001-09-02  11.22 
## 
## 
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フォーマット説明 
（1）第 1 行目は座標点のフィールド名とタイプを記録し、第 2 行目以降にポイントの属性情報を記

録します。フィールドタイプの設定は、フィールド名の後に詰めて{ }の中に記述します。 

（2）一般属性情報のフィールド名（タイプ）は自由に設定できます。ポイントの座標情報のフィール

ド名（タイプ）に関しては以下の要求を満たしている必要があります（如下 3，4，5，6，7 点）。 

（3）各ポイントの ID フィールドはポイント座標フィールドの前に設定します。ID フィールド名とポイ

ント座標フィールド名は任意で、例えば ObjID{dbLong}です。 

（4）2D 直角座標に関しては、X、Y、ObjID は第 X(2 列)，Y(3 列)，ObjID(4 列) の順です。 

（5）3D 直角座標に関しては、X、Y、Z、ObjID は第 X(2 列)，Y(3 列)，Z(4 列)，ObjID(5 列) の順で

す。X、Y、Z 座標はすべて倍精度型です。 

（6）2D 地理座標に関しては、X、Y、ObjID は第 X(度 2 列，分 3 列，秒 4 列)，Y(度 5 列，分 6 列，

秒 7 列)，ObjID(8 列) の順です。 

（7）3D 地理座標に関しては、X、Y、Z、ObjID は第 X(度 2 列，分 3 列，秒 4 列)，Y(度 5 列，分 6

列，秒 7 列)，Z(8 列），ObjID(9 列) の順です。Z 座標は倍精度型です。 

（8）各幾何オブジェクトのすべての座標ポイント情報を記録した 後に、「##」を用いて表します。

上記の 12345 を一つの幾何オブジェクトとし、67 を一つの幾何オブジェクトとします……。また、すべ

てのオブジェクトの 後は続けて 2 つの「##」で終了します。 
注意事項 
（1）第 1 行目の 後にスペースを入れることはできません。 

（2）各行頭にはスペースはありません。 後は改行します。各文字列の間はスペースを空けま

す。 

（3）日付型のスタイルは XXXX-XX-XX となります。 初の 4 桁は年、まん中の 2 桁は月、 後の

2 桁は日を指定します。例：2008 年 8 月 8 日の場合は、2008-08-08 

（4）テキストフィールドにはバイト数の指定が必要です。この値は、0 以上 255 以下とします。バイト

数の指定については例示データを参照してください。 

（5）ブール型フィールドは値を 0 または 1 に設定する必要があります。0 は（FALSE）を、1 は

（TRUE）を表わします。 

（6）テキスト型またはメモ型のフィールド値は、英数の(" ") で囲まなければなりません。たとえば、

"Bei Jing"というフィールドに(" ")を付けなければ、フィールドとフィールドの間に空白が使われてい

ることから、Bei と Jing は隣接している 2 つのフィールドに認識されることになります。 

（7）緯度経度座標形の座標情報は、度、分、秒の各値が必要です。倍精度の度値のみの場合は、

自動的に分、秒は 0 となります。 

結果説明 
（1）生成したポイントデータセットには元テキストファイル中に記録されている属性情報のみが保
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留されます。ラインとポリゴンに関してはシステムフィールドのみが生成されます。 

（2）ラインオブジェクトのノード情報は順序どおりに記録する必要があります。この順序によりライン

オブジェクトが作成されます。 

（3）1 つのオブジェクト集合に 3 つ以上のポイントが含まれていないとポリゴンオブジェクトを作成

することはできません。 
 
 
 
フィールドタイプは以下 7 種類です 

dbBoolean  //ブール型 
dbLong   //長整数型 
dbSingle   //単精度浮動少数点数型 
dbDouble   //倍精度型 
dbDate   //日付型 
dbText  //テキスト型 
dbMemo  //メモ型 

フィールドを指定するとき、括弧「{ }」を使ってフィールドタイプを囲み、IDのあとにスペースを空け

ず詰めて付け加えます。例えば、ID{dbLong}は、その ID の後に{dbLong}と付けることによって、この

ID が長整数型であることを表します。 
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付録 5 SQL クエリの関数及び演算子 

ここでは演算記号と常用関数について簡単に紹介します。より詳しく知りたい細については SQL

関係の書籍を参照してください。 

1．演算記号 

システムが提供する SQL クエリ条件演算記号には、一般に用いられる数学演算記号とロジック演

算記号以外に、比較的特殊な演算記号もあります。以下にシステムが提供する演算記号について

簡単に紹介します。 

附表 5. 1 演算記号一覧表 

演算記号 意味 例 

数学演算記号 

+ 加算 RENT + UTILITIES <= 800 

- 減算 POP_2002 - POP_1994 

* 乗算 DENSITY * AREA > 5000000 

/ 除算 VALUE / POP = 50000 

% 余り VALUE1 % VALUE2 

比較演算記号 

= 等しい CODE = 100 

> 大きい POP_2002 > 5000000 

< 小さい INDUST_GROWTH < 0 

>= 大きいか等しい RENT + UTILITIES >= 800 

<= 小さいか等しい RENT + UTILITIES <= 800 

< > 等しくない VALUE1 <> 100 

！ 
非、“>”、“<”と併せて使用!<（小さくない）、!>（大きく

ない） 

VALUE1 !> 100 
VALUE1 !< 100 
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ロジック演算記号 

AND 
2 つの Boolean タイプの式をつなげ､2 つの式が

TRUE の時 TRUE を返します 
CODE=100 AND 
VALUE>20000 

NOT 
他の Boolean 演算記号の値について、Reverse 
値を取得します 

NOT IsBACHELOR 

OR 
2 つの条件を結合し、2 つの Boolean 式の 1 つが 
TRUE の時、 TRUE となります 

SALES > 20 OR ORDERS > 20 

In 
操作する数が式のリストの 1 つと等しい場合、 
TRUE となります 

PROVINCE In （“GUANGXI”) 

Between 
式が任意の範囲に確定した場合、TRUE となりま

す。一般に AND と同時に使用します 
SALES Between 40 AND 
20000 

Like 与えた文字列が完全に指定したモデルとマッチ COUNTRY Like “CANADA” 

その他 

Is NULL 式が NULL であると確定。主にテキストフィールド CONTINENT Is NULL 

Is TRUE 
式が TRUE であると確定。主に Boolean タイプフィ

ールド 
—— 

Is FALSE 
式が FALSE であると確定。主に Boolean タイプフィ

ールド 
—— 

2．統計関数 

統計（SUM）関数は 1 つのグループの値について計算を行い単一の値を取得します。 COUNT

関数を除き、統計（SUM）関数は Null 値を無視します。統計（SUM）関数は、一般に SELECT ステー

トメントの GROUP BY サブステートメントと一緒に使用します。全ての統計（SUM）関数は確定性を持

っています。どのような場合でも 1 つのグループの与えた入力値を用いてこれらを呼び出す時、全て

同じ値を取得します。 COUNT（）を除き、他の統計（SUM）関数は全てテキストデータタイプについ

て使用できません。SuperMap GIS 5 デスクトップ製品では、統計（SUM）関数の式は一般に属性テ

ーブルのフィールド名を用います。 
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附表 5. 2 統計関数一覧表 

統計関数 意味 例 

Avg 
AVG（[ALL|DISTINCT]expression) グループの

全てのレコードの〈式〉の平均値を取得します。

Null は無視されます 

type, Avg(amount) as Average, 
Count(type) 

Count 
COUNT（{[ALL|DISTINCT]expression]|*}) 
グループ分け後の各グループのレコードの総数

を取得します 

type, Avg(amount) as Average, 
Count(*) 

Max 
1 つのグループの全てのレコードの〈式〉の 大

値を取得します 
Code,Count(Code), Max(Length) 

Min 
グループの全てのレコードの〈式〉の 小値を取

得します 
Code, Count(Code), Min(Length) 

Sum 
グループの全てのレコードの〈式〉の合計値を計

算します 
Sales,Customer,Sum(AMOUNT) 

Stdev 式の全ての値の統計標準偏差を取得します Type, Stdev(expression) 

Stdevp 
与えた式の全ての値の塗りつぶし統計標準偏差

を返します 
Type, Stdevp(expression) 

Var 与えた式の全ての値の統計誤差を取得します Type, Var(expression) 

Varp 
与えた式の全ての値の塗りつぶし統計誤差を取

得します 
Type, Varp(expression) 

3．数学関数 

数学（MATH）関数は数字式について数学演算を行い､演算結果を返します。 SuperMap GIS デ

スクトップ製品では、数学(MATH)関数の式は、例えば Cos(Slope)、Ceiling(Pop/Area)など、一般に

属性テーブルのフィールド名またはフィールド名で構成される式を用います。 

附表 5. 3 数学関数一覧表 

数学関数 意味 例 

Abs 

与えた数字式の絶対値を取得。 短整数、長整数、シングル精度、ダ

ブル精度、通貨型などのタイプのフィールドから構成される式に適し

ます 
 

Abs(data) 
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Acos 

ラジアンで表わされる角度値を取得します。この角度値の cos は与え

た float 式です。この関数は逆コサインとも呼ばれます。 シングル精

度またはダブル精度タイプのフィールドから構成される式に適し、式

の値を取得する範囲は-1 から 1 です。SDB、MDB タイプのデータソ

ースの使用には適しません 

Acos(data) 

Asin 

ラジアンで表示される角度値を取得します。この角度値の sin は与え

た float 式で、逆サインとも呼ばれます。 シングル精度またはダブル

精度タイプのフィールドから構成される式に適し、式の値を取得する

範囲は-1 から 1 です。SDB、MDB タイプのデータソースの使用には

適しません 

Asin(data) 

Atan 
ラジアンで表わされる角度値を取得します。この角度値の tan は与え

た float 式で、逆 tan とも呼ばれます。SDB、MDB タイプのデータソ

ースの使用には適しません 

Atan(data) 

Atn2 
ラジアンで表わされる角度値を取得します。この角度値の tan は 2 つ

の与えた float 式の間にあり、逆 tan とも呼ばれます。SDB、MDB タイ

プのデータソースの使用には適しません 

Atn2(data) 

Ceiling 

与えた数字式と等しいか大きい 小整数を取得します。短整数、長

整数、シングル精度、ダブル精度、通貨型などのタイプのフィールド

から構成される表現式に適します。SDB、MDB タイプのデータソース

の使用には適しません 

Ceiling(data) 

Cos 
与えた式の定めた角度（ラジアンを単位とする）の三角 cos 値を返し

ます 
Cos(angle) 

cot 
与えた float 式の指定角度（ラジアンを単位とする）の三角 cot 値を

返します 
Cot(angle) 

Degrees 
ラジアンを単位とする角度を与える時、相応する度数を単位とする角

度を返します 
Degrees(angle) 

Exp 
与えた float 式の指数値を返します。SDB、MDB タイプのデータソ

ースの使用には適しません 
Exp(data) 

Floor 
与えた数字式と等しいか小さい 大整数を返します。SDB、MDB タ

イプのデータソースの使用には適しません 
Floor(1.45), 
Floor(-1.45), 
Floor($1.45) 

Log 
与えた float 式の自然対数を返します。SDB、MDB タイプのデータ

ソースの使用には適しません 
 

Log(data) 
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Log10 
与えた float 式の 10 を終りとする対数を返します。SDB、MDB タイ

プのデータソースの使用には適しません 
Log10(data) 

PI 
PI の定数値を返します。SDB、MDB タイプのデータソースの使用に

は適しません 
PI( ) 

Power 
与えた表現式で指定した値のべき乗を取得します。SDB、MDB タイ

プのデータソースの使用には適しません 
Power(data) 

Radians 
数字式の入力した度数値についてラジアン値を返します。SDB、

MDB タイプのデータソースの使用には適しません 
Radians(angle) 

Rand 
 0 から 1 の間のランダム float 値を取得します。 SDB、MDB タイプ

のデータソースの使用には適しません 
Rand(data) 

Sign 
与えた表現式のプラス (+1)、ゼロ (0) またはマイナス (-1) 記号を

取得します。SDB、MDB タイプのデータソースの使用には適しませ

ん 

Sign(data) 

Sin 
近似数字 (float) 式で、与えた角度（ラジアンを単位とする）の三角

sin 値を取得します 
Sin(Slope) 

Square 
与えた式の平方を取得します。SDB、MDB タイプのデータソースの

使用には適しません 
Square(Production) 

Sqrt 
与えた式の平方根を返します。 SDB、MDB タイプのデータソースの

使用には適しません 
Sqrt(Production) 

Tan 入力した式の tan 値を取得します Tan(Slope) 

4．文字列関数 

文字列関数は、文字と2進法文字列について各種操作を行うのに用います。これらは文字データ

について操作する時に必要な値を返します。 

附表 5. 4 文字列関数一覧表 

文字列関数 意味 例 

Ascii 

文字式の も左の文字の ASCII コード値を取得し

ます。SDB、MDB タイプのデータソースの使用には

適しません 
フォーマット：ASCII（character_expression） 
character_expression はテキストタイプフィールドで

構成される表現式です 

Ascii(Substring(str, pos, 1)) 
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Char 

int ASCII コードを文字の文字列関数に変換します。

SDB、MDB タイプのデータソースの使用には適しま

せん 
フォーマット：Char（integer_expression） 
integer_expression は 0～255 の間の整数式です。

整数式がこの範囲内にない場合、 NULL を返しま

す 

Char(Ascii(Substring(str,1,1))) 

Charindex 

文字列の指定した式の開始位置を取得します。

SDB、MDB タイプのデータソースの使用には適しま

せん 
フ ォ ー マ ッ ト ： Charindex(expression1, 
expression2[,start_loc]) 
expression1 は式の 1 つで、この中に検索したい文

字の順序が含まれています。expression2 は表現式

の 1 つで、通常は指定した序列を検索するのに用い

る 列 で す 。 start_location は expression2 で

expression1 を検索する時の開始文字位置です 

Charindex(check_word, notes) 
Charindex(check_word,notes,5) 

Difference 

2 つの文字式の SOUNDEX 値の差を整数で返しま

す。SDB、MDB タイプのデータソースの使用には適

しません。 
フ ォ ー マ ッ ト ： Difference （ char_expression , 
char_expression） 
char_expression は文字タイプの式です 

Difference(word1, word2) 

Left 

文字列左側からの指定した数の文字を返します。

SDB、MDB タイプのデータソースの使用には適しま

せん。 
フ ォ ー マ ッ ト ： Left （ char_expression ，

integer_expression） 
char_expression は一般に文字型フィールドで、

integer_expression はプラスの整数です。マイナス

の場合、Null の文字列を返します 

Left(title, 5) 
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Len 

与えた文字列式の文字（バイトではない）数を返し、

この中にはトレーリングスペースが含まれません。

SDB、MDB タイプのデータソースの使用には適しま

せん。 
フ ォ ー マ ッ ト ： Len （ string_expression ）

string_expression は計算する文字列式です 

Len(CustomName) 

Lower 

大文字データを小文字データに変換した後、文字式

を返します。SDB、MDB タイプのデータソースの使

用には適しません。 
フォーマット：Lower（character_expression） 
character_expression は文字タイプ式です 

Lower(CustomName) 

Ltrim 

初のスペースを削除した後、文字式を返します。

SDB、MDB タイプのデータソースの使用には適しま

せん。 
格式：Ltrim（character_expression） 
character_expression は文字タイプ式です 

Ltrim(string_to_trim) 

Nchar 

Unicode 標準に基づき行った定義で、整数コードを

用いて Unicode 文字を返します。 SDB、MDB タイ

プのデータソースの使用には適しません。 
フォーマット：Nchar（integer_expression） 
integer_expression は数値が 0 と 65535 の間に

ある全てのプラス整数式です。この範囲以外の値を

指定した場合、 NULL を返します 

Nchar(Unicode(string)) 

Patindex 

指定した式の任意のモデルの 初に現れた開始位

置を取得します。全て有効なテキストと文字データタ

イプの中でこのモデルを探せない場合、ゼロを返しま

す。SDB、MDB タイプのデータソースの使用には適

しません。 
フォーマット：PaTINdex（'%pattern%' , expression）

pattern、expression は全て文字列データタイプの式

です。別の pattern はワイルドカードを使用できます

が、これの前と後ろには % が必要です 

Patindex('%wonderful%', notes) 
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Replace 

第 3 の式を用いて第 1 の文字列式の中に出てきた全

ての第 2 の文字列式を交換します。SDB、MDB タイ

プのデータソースの使用には適しません。 
フ ォ ー マ ッ ト ： Replace （ 'string_expr1' , 
'string_expr2' , 'string_expr3'） 
string_expr1は検索する文字列式string_expr2はク

エリする文字列式 string_expr3 は交換に用いる文字

列式です 

Replace(search, find, rep) 

Replicate 

指定した回数で文字式を繰り返します。 SDB、MDB
タイプのデータソースの使用には適しません。 
フ ォ ー マ ッ ト ： Replicate （ char_expression , 
int_expression） 
char_expression は文字データから構成される文字

数字式。 
int_expression はプラスの整数。マイナスの場合、

Null を返します 

Replicate(fname, 2) 

Reverse 

文字式の Reverse を返します。SDB、MDB タイプの

データソースの使用には適しません。 
フォーマット：Reverse（character_expression） 
character_expression は文字データから構成される

式です 

Reverse(fname) 

Right 

文字列の右からの指定した数の integer_expression
文字を返します。SDB、MDB タイプのデータソース

の使用には適しません。 
フ ォ ー マ ッ ト ： Right （ char_expression ，

integer_expression） 
char_expression は文字データで構成される式で

す。 
integer_expression は開始位置で、プラスの整数

で表示します。マイナスの場合、エラーを返します。 

Right(fname, 5) 

Rtrim 

全てのトレーリングスペースを切断した後 1 つの文字

列を返します。SDB、MDB タイプのデータソースの

使用には適しません。 
フォーマット：Rtrim（character_expression） 

Rtrim(sname) + Space(2) + 
Ltrim(fname) 
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character_expression は文字データから構成される

式です 

Soundex 

4 つの文字から構成されるコード (SOUNDEX) を返

し、2 つの文字列の相似性を判定します。SDB、

MDB タイプのデータソースの使用には適しません。 
フォーマット：Soundex（character_expression） 
character_expression は文字データの文字数字式

です 

Soundex(word) 

Space 

重複するスペースから構成される文字列を返します。

SDB、MDB タイプのデータソースの使用には適しま

せん。 
フォーマット：Space（integer_expression） 
integer_expression はスペース数のプラス整数を表

します。マイナスの場合、Null を返します 

Rtrim(sname) + Space(2) 
+Ltrim(fname) 

Str 

数字データから変換した文字データ。 SDB、MDB
タイプのデータソースの使用には適しません。 
フォーマット：Str（float_expression 「 , length 「 , 
decimal 」 」 ） 
float_expression は float タイプの式。length は総サ

イズで、小数点、記号、数字またはスペースを含みま

す。デフォルトは 10 で、decimal は小数点右側の桁

数 

Str(num_data, 6, 1) 

Stuff 

指定サイズの文字を削除し、指定した開始位置に他

の文字を挿入します。SDB、MDB タイプのデータソ

ースの使用には適しません。 
フ ォ ー マ ッ ト ： Stuff （ char_expr1, start, length , 
char_expr2） 
char_expr1、char_expr2 は文字データから構成さ

れる式。start は整数値で、削除と挿入を行う開始位

置を指定します。length は整数で、削除したい文字

数を指定 

Stuff(source, 2,3, other) 

Substring 
テキスト文字式の一部を返します。SDB、MDBタイプ

のデータソースの使用には適しません。 
フォーマット：Substring（expression, start, length） 

Substring(string, position, 1) 
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expression は文字列タイプのアグリゲーション関数

を含まない式。start は整数で、サブストリングの開始

位置を指定。length は整数で、サブストリングのサイ

ズ（取得する文字数またはバイト数）を指定 

Unicode 

Unicode 標準に基づいた定義で、入力した式の

初の文字の整数値を返します。SDB、MDB タイプの

データソースの使用には適しません。 
フォーマット：Unicode（'ncharacter_expression'） 

Unicode(string) as Unicode 

Upper 

小文字データを大文字に変換した式を返します。

SDB、MDB タイプのデータソースの使用には適しませ

ん。 
フォーマット：Upper（character_expression）

character_expression は文字データから構成される

式。 

Upper(Rtrim(au_lname)) 

5．日付関数 

日付（DATA）関数は日付に関する情報を表示するのに用います。これらの関数は日付タイプの

フィールド値に適用され、またこれらの値について演算を行います。日付（DATA）関数を式のどこに

でも使用できます。 

附表 5. 5 日付関数一覧表 

日付関数 意味 例 

DateAdd 

指定された日付に時間間隔を加え、新しい日

付値を返します。日付型フィールドから構成さ

れる式に適します。 
フ ォ ー マ ッ ト ： DateAdd （ datepart, number, 
date） 
datepart は日付のどの部分に新しい値を返す

か指定します。デフォルトの“y”は年で、“m”は
月、“d”は日です。numberは datepartの値を追

加するのに用います。date は日付型フィールド

で構成される日付式です 
 

DateAdd(“m”, 6, StartDate) as 
EndDate 
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DateDiff 

2 つの指定した日付の時間間隔を返します。日

付型フィールドから構成される式に適します。 
フォーマット：DateDiff（datepart，startdate，

enddate） 
datepart は時間間隔の単位を表す文字列式を

指定します。 
startdate は計算する開始日付式で、enddate
は計算する 終日付式です 

Start,End,DateDiff(“m”,Start,End) as 
DiffMonth 
End,DateDiff(“d”,“2002-01-01”, End) 
Start,DateDiff(“y”,Start,“2010-01-01”) 

DateName 

指定された日付の一部分の文字列を返します。

SDB、MDB タイプのデータソースの使用には

適しません。 
フォーマット：DateName（datepart ，date） 
datepart は返す日付部分のパラメータを指定し

ます。date は日付型フィールドから構成される

日付式です 

DateName(“m”, Date) as Name 

DatePart 

指定された日付の一部分を返します。 
フォーマット：DatePart（datepart ，date） 
datepart は返す日付部分のパラメータを指定

します。デフォルトの“y”は年、“m”は月、“d”は日

です。date は日付型フィールドで構成される日

付式です 

DatePart(“d”, Date) as Day 
DatePart(“m”, Date) as Month 
DatePart(“y”, Date) as Year 

Day 

指定された日付の日部分の整数を返します。 
DatePart（“d” ，date）と同じです。 
フォーマット：Day（date）date は日付型フィー

ルドから構成される日付式です 

Day(Date) as Day 

GetDate 

SQL 標準フォーマットに基づき､現在のシステム

の日付と時間日付関数を取得します。選択表

示フィールドまたはクエリ条件サブステートメント

で使用可能です。SDB、MDB タイプのデータソ

ースの使用に適します 

GetDate( ) 

GetUtcDate 

現在の UTC 時間（世界時間座標またはグリニ

ッジ標準時間）を表す日付値を取得します。現

在の  UTC 時間は現在の現地時間と  SQL 
Server を運行しているPCのOSの時間区から

GetUtcDate( ) 
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設定します。SDB、MDB タイプのデータソース

の使用に適します 

Month 

指 定 日 付 の 月 を 表 す 整 数 を 取 得 し ま す 。 
DatePart（“m” , date）と同じです。 
フォーマット：Month（date）date は日付型フィ

ールドから構成される日付式です 

Month(Date) as Month 

Year 

指 定 日 付 の 年 を 表 す 整 数 を 取 得 し ま す 。 
DatePart（“y” , date）と同じです。 
フォーマット：Year(date)date は日付型フィー

ルドから構成される日付式です 

Year(Date) as Year 
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付録 6 ワークスペースウィンドウのショートカットメニュー 

ワークスペースウィンドウは、データソース、データセット、マップなどワークスペースの内容を管理

するのに使用します。ショートカットメニューからさまざまな操作を実行でき、以下にその機能につい

て説明します。 

1．ワークスペースのショートカットメニュー 

附表 6. 1 ワークスペースショートカットメニュー一覧表 

メニュー 適用 機能 
ワークスペー

スを開く 
ワークスペ

ース 

既存のワークスペースを開きます。メニューの｢ファイル｣-｢ワークスペー

スを開く｣を参照。 

ワークスペー

スを閉じる 
ワークスペ

ース 

現在開いているワークスペースを閉じます。 

ワークスペー

スを保存 
ワークスペ

ース 

現在のワークスペースを保存します。 

ワークスペー

スに名前を付

けて保存 

ワークスペ

ース 

作業中のワークスペースに名前を付けて保存します。 

属性 ワークスペ

ース 

ワークスペースの情報を閲覧または修正します。 

2．データソースのショートカットメニュー 

附表 6. 2 データソースショートカットメニュー一覧表 

メニュー 適用 機能 
新規データソー

ス 
データソー

ス集合 

ワークスペース上で新しいデータソースを作成します。メニューの｢フ

ァイル｣-｢新規データソース｣を参照 

データソースを

開く 
データソー

ス集合 

データソースを開きます。メニューの｢ファイル｣-｢データソースを開

く｣を参照。 

名前でソート 
データソー

ス集合 

データソースの配列順序をソートします。 
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新規データセット データソー

ス 

データソース中に新しいデータセットを作成します。メニューの｢デー

タセット｣-｢新規データセット｣を参照。 

データセット削除 
データソー

ス 

データセット

データセットを削除します。データソースを選択すると、｢データセット

の削除｣ダイアログボックスが表示され、そこで削除するデータセット

を選択します。データセットを選択した場合は直接それを削除しま

す。 

データセットのイ

ンポート 
データソー

ス 

バッチ処理で、他のフォーマットのデータを SuperMap フォーマットに

変換します。メニューの｢データセット｣-｢データセットのインポート｣を

参照。 

データセットのエ

クスポート 
データソー

ス 

データセット

選択したデータセットをその他のデータフォーマットに変換します。ネ

ットワークデータセットと TIN データセットには適用しません。メニュー

の｢データセット｣-｢データセットのエクスポート｣を参照。 

境界範囲の更新 
データソー

ス 

データセット

ベクタデータセットの境界範囲を再計算します。データソースを選択

すると、｢データセットの範囲を再計算｣ダイアログボックスが表示さ

れ、そこで再計算するデータセットを選択します。データセットを選択

した場合は直接範囲を再計算します。 

空間インデックス

の作成 
データソー

ス 

データセット

データソースを選択すると、｢データセットの空間インデックスを再計

算｣ダイアログボックスが表示され、そこで再計算するデータセットを

選択します。データセットを選択した場合は直接再計算して空間イン

デックスを作成します。 

データソースの

適化 
データソー

ス 

1 つまたは複数のデータソースを（複数の場合はバッチ処理で）圧縮

し、データサイズを減らします。メニューの｢ツール｣-｢データソースの

適化｣を参照。 

データソースを

閉じる 
データソー

ス 

ワークスペースウィンドウ中の選択されたデータソースを閉じます。こ

の操作を行っても、データソースは削除されません。 

データセットのソ

ート 
データソー

ス 

同じデータソースに属する全てのデータセットをソート（並べ替え）し

ます。 

属性 データソー

ス 

データセット

データソースの基本情報、投影情報を閲覧、または修正します。 

属性データの表

示 
データセット

データセットの属性テーブルを開きます。 

ウィンドウに追加 データセット 開いているマップウィンドウに別のデータセットを追加します。 
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3D モデルのビュ

ー 
データセット

選択したデータセットを 3D 表示します。 

名前をつけてコ

ピー 
データセット

指定したデータセットを新規データセットにコピーします。 

データセットを閉

じる 
データセット

選択したデータセットを閉じます。 

SQL クエリ 
データセット

選択したデータセットで SQL クエリを行います。メニューの｢クエリ｣-

｢SQL クエリ｣を参照。 

イベントテーブル

の設定 
データセット

属性テーブルのフィールドを使用してイベントを設定し、ポイント/ライ

ンの形式で Route データセットに表示します。 

名前変更 データセット データセットの名前を変更します。 

附表 6. 3 ワークスペースウィンドウでのデータセットドラッグ操作一覧表 

機能 操作 
データセットをその他のデータ

ソースにコピー 
データセット名を選択し、マウス左キーでその他のデータソース名の

上にドラッグします。 

同一のデータソースにデータセ

ットをコピー 
データセット名を選択し、Ctrl キーを押しながらマウス左キーで元の

データセットがあるデータソース名の上にドラッグします。 

データセットの追加 データセット名を選択し、マウス左キーで同じタイプのデータセット名

の上にドラッグします。 

データセットの移動 データセット名を選択し、Shift キーを押しながらマウス左キーで別の

データソース名の上にドラッグします。 

データセットをマップウィンドウ

に追加 
データセット名を選択し、マウス左キーで、開いているマップウィンド

ウにドラッグします。 

新規マップウィンドウでデータ

セットを開く 
データセット名を選択し、マウス左キーで、灰色のワークエリア(その

他のウィンドウを開いていない状態)にドラッグします。 

3．マップのショートカットメニュー 

附表 6. 4 マップショートカットメニュー一覧表 

メニュー 適用 機能 
マップ削除 

マップ集合 

マップ 

選択したマップを削除します。マップ集合を選択すると、｢選択｣ダイ

アログボックスが表示され、そこで削除するマップを選択します。マッ

プを選択した場合は直接それを削除します。 
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新規マップ マップ集合 新規にマップウィンドウを開きます。 

名前でソート マップ集合 マップの配列順序を名前によってソートします。 

マップを開く マップ 選択したマップを開きます。 

3D 表示 マップ 選択したマップの 3D モデルを表示します。 

附表 6. 5 ワークスペースウィンドウでのマップドラッグ操作一覧表 

機能 操作 
マップを開

く 
マップ名を選択し、マウス左キーで、ワークエリアにドラッグします。 

4．3D ビューのショートカットメニュー 

附表 6. 6 3D ビューショートカットメニュー一覧表 

メニュー 適用 機能 

3D ビュー削除 3D ビュー集合 選択した 3D ビューを削除します。 

新規 3D ウィン

ドウ 
3D ビュー集合 

新規に 3D ウィンドウを開きます。 

名前でソート 3D ビュー集合 3D ビューの配列順序を名前によってソート（並べ替え）します。 

3D ビュー削除 3D ビュー 選択した 3D ビューを削除します。 

3D ビューを開く 3D ビュー 3D ビューを開きます。 

附表 6. 7 ワークスペースウィンドウでの 3D ビュードラッグ操作一覧表 

機能 操作 
3D ビューを開く 3D ビュー名を選択し、マウス左キーで、ワークエリアにドラッグします。 

5．レイアウトのショートカットメニュー 

附表 6. 8 レイアウトショートカットメニュー一覧表 

メニュー 適用 機能 
レイアウト削除 

レイアウト集合 

レイアウト 

レイアウトを削除します。レイアウト集合を選択すると、｢選択｣ダイ

アログボックスが表示され、そこで削除するレイアウトを選択しま

す。レイアウトを選択した場合、直接それを削除します。 

新規レイアウト レイアウト集合 新規にレイアウトウィンドウを開きます。 
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名前でソート レイアウト集合 レイアウトの配列順序を名前によってソートします。 

レイアウトを開く レイアウト レイアウトを開きます。 

附表 6. 9 ワークスペースウィンドウでのレイアウトドラッグ操作一覧表 

機能 操作 
レイアウトを開く レイアウト名を選択し、マウス左キーで、ワークエリアにドラッグします。 

 

6．リソースのショートカットメニュー 

附表 6. 10 リソースショートカットメニュー一覧表 

メニュー 適用 機能 
シンボルライブラリ

の編集 
シンボル

ライブラリ

ワークスペースのシンボルライブラリを編集します。 

シンボルライブラリ

を開く 
シンボル

ライブラリ

シンボルライブラリファイル（*.sym）を開き、表示ボックスにファイル

に含まれるシンボルを表示します。 
シンボルライブラリ

の保存 
シンボル

ライブラリ

シンボルライブラリをシンボルライブラリファイル（*.sym）に保存しま

す。 
シンボルライブラリ

のインポート 
シンボル

ライブラリ

シンボルライブラリ（交換ファイル：*.smi あるいは外部ファイル：

*.cei）をシステムにインポートします。 
シンボルのインポ

ート 
シンボル

ライブラリ

外部のデータファイルをシンボルとしてシンボルライブラリにインポ

ートします。サポートするファイルタイプは SDB、DXF、ICO、BMP、

DGN、DWG です。 
シンボルライブラリ

交換ファイルにエ

クスポート 

シンボル

ライブラリ

現在開いているシンボルライブラリをシンボル ライブラリファイル（交

換ファイル：*.smi）として保存します。このファイルは、他のソフトウェ

アでインポートして使用することができます。 
ラインライブラリの

編集 
ラインライ

ブラリ 

マップ作成の際に使用するラインシンボルを編集します。 

ラインライブラリを

開く 
ラインライ

ブラリ 
ラインライブラリファイル（*.lsl）を開き、システムにインポートします。 

ラインライブラリの

保存 
ラインライ

ブラリ 

ラインライブラリをラインライブラリファイル（*.lsl）に保存します。 
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フィルライブラリの

編集 
フィルライ

ブラリ 

フィルライブラリ（フィルパターン）の編集を行います。 

フィルライブラリフ

ァイルを開く 
フィルライ

ブラリ 

フィルライブラリを開きます。 

フィルライブラリフ

ァイルの保存 
フィルライ

ブラリ 

フィルライブラリをフィルライブラリファイルに保存します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

474 

付録 7 凡例ウィンドウのショートカットメニュー 

凡例ウィンドウは、マップウィンドウに表示されているマップの各レイヤーの操作・管理ツールです。

凡例ウィンドウをより使いやすいものにするために、凡例ウィンドウではショートカットメニューを使用

できます。ショートカットメニューには、使用頻度の高い、レイヤーコントロール機能のメニューも含ま

れています。レイヤーを選択して右クリックすると、ショートカットメニューが表示され、メニューを選択

することにより操作できます。ショートカットメニューの内容は附表 7.1 のとおりです。 

附表 7. 1 凡例ウィンドウショートカットメニュー一覧表 

メニュー 適用 機能 
表示可能 

レイヤー 
選択したレイヤーを表示状態にするか否かを設定します。 ベク

タレイヤーとラスタレイヤーに有効です。 

選択可能 
レイヤー 

選択したレイヤーのオブジェクトを選択可能にするか否かを設

定します。ベクタレイヤーのみ有効です。 

編集可能 
レイヤー 

選択したレイヤーのオブジェクトを編集可能にするか否かを設

定します。ベクタレイヤーのみ有効です。 

スナップ可能 
レイヤー 

選択したレイヤーをスナップ可能にするか否かを設定します。

ベクタレイヤーのみ有効です。 

編集ロック 

レイヤー 

メニューをクリックするとチェックマークが入り、選択したレイヤー

は表示のみで編集できないように設定されます。もう一度メニュ

ーをクリックするとチェックマークが外れ、編集ロックは解除され

ます。ベクタレイヤーのみ有効です。 

シンボルスケーラ

ブル レイヤー 

選択したレイヤーのシンボルが、マップの拡大／縮小に伴い、

同様に拡大／縮小するか否かを設定します。ベクタレイヤーの

み有効です。 

マップ連動属性デ

ータの表示 
レイヤー 

選択したレイヤーの属性ウィンドウを表示します。ベクタレイヤ

ーのみ有効です。 

属性テーブルの設

定 
レイヤー 

選択したレイヤーの属性に属性テーブルデータセットを関連さ

せる設定をします。ベクタレイヤーのみ有効です。 

レイヤーを削除 
レイヤー 

現在のマップウィンドウから選択したレイヤーを削除します。ベ

クタレイヤーとラスタレイヤーに有効です。 

レイヤー名を変更 
レイヤー 

現在のレイヤー名を変更します。ベクタレイヤーとラスタレイヤ

ーに有効です。 
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スタイル設定 
レイヤー 

シンボル、ライン、フィルなどの表示スタイルを設定します。ベク

タレイヤーのみ有効です。 

主題図ウィザード 
レイヤー 

選択したレイヤーの主題図を作成します。ベクタレイヤーに有

効です。 

レイヤーを全表示 レイヤー ベクタレイヤーとラスタレイヤーに有効です。 

オブジェクトのフィ

ルタリング 
レイヤー 

選択したレイヤーの幾何オブジェクトの 小表示サイズを設定

します。ベクタレイヤーのみ有効です。 

レイヤー縮尺の設

定→レイヤー縮尺を

小値に変更 
 

レイヤー 

主題図レイヤー

現在のマップスケールを、選択したレイヤーの 小表示スケー

ルに設定します。マップスケールがこの値を下回る場合､レイヤ

ーは表示されません。ベクタレイヤーとラスタレイヤーに有効で

す。 

レイヤー縮尺の設

定→レイヤー縮尺を

大値に変更 

レイヤー 

主題図レイヤー

現在のマップスケールを、選択したレイヤーの 大表示スケー

ルに設定します。マップスケールがこの値を上回る場合､レイヤ

ーは表示されません。ベクタレイヤーとラスタレイヤーに有効で

す。 

レイヤー縮尺の設

定→範囲設定をクリ

ア 
 

レイヤー 

主題図レイヤー

選択したレイヤーの 小／ 大表示スケールをクリアします。

ベクタレイヤーとラスタレイヤーに有効です。 

現在のレイヤーの

解像度に合わせる レイヤー 

ラスタレイヤーのピクセル表示サイズを、画面の解像度に対応

したピクセル表示サイズ合わせます。ラスタレイヤーのみ有効で

す。 

主題図の変更 
 

主題図レイヤー
主題図レイヤーの設定を変更します。主題図レイヤーのみに有

効です。 

主題図を削除 
 

主題図レイヤー
選択した主題図レイヤーを削除します。主題図レイヤーのみに

有効です。 
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