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S57-3D-Free(S-57フォーマット３次元ビューアー)についての操作説明書です。 
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１．はじめに 
 
1.1. 概要 
 
S57-3D-Freeは海図用の S-57フォーマットファイルおよび数値地図 25000(空間データ基盤)(従来版)の３次元表示ビ

ューアーです。また、GPSをパソコンに接続し、現在位置を地図上に表示できます。 

S-57は IHO(International Hydrographic Organization)でのファイルフォーマットです。 

 http://www.iho-ohi.net/english/home/ 

数値地図 25000(空間データ基盤) (従来版)は国土地理院が作成、財団法人地図センターが販売していします。 

 http://www.jmc.or.jp/ 

 http://www.jmc.or.jp/data/25000spa.html 

S57-3D-Free は現段階ではまだ開発途中のプロトタイプで、ファイルに含まれるすべてのデータを表示しているわけ

ではありません。以下のデータを表示します。 

● S-57 

・ 海岸線 

・ 等深線 

・ 水深 

● 数値地図 25000(空間データ基盤) (従来版) 

・ 海岸線、水涯線 

・ 道路中心線 

・ 標高(メッシュ標高点) 

S-57 フォーマットファイルについては、テラ株式会社から販売されている海底地形ファイルで動作確認しています。

次のページからサンプルデータをダウンロードできます。 

 http://www.la-terre.co.jp/products/bathymetry/index.html 

また、海上保安庁海洋情報部がサンプルを公開しています。 

 http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KOKAI/ENC/Japanese/sample.html 

 

３次元データから生成した TIN を重ねてリアルタイムに３D 表示(広島湾) 

 
 

http://www.iho-ohi.net/english/home/�
http://www.jmc.or.jp/�
http://www.jmc.or.jp/data/25000spa.html�
http://www.la-terre.co.jp/products/bathymetry/index.html�
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KOKAI/ENC/Japanese/sample.html�
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S57-3D-Freeは以下のような入力・表示をサポートしています。 

 

 
【航海用電子海図】 

・ S-57 
【S57-3D-Free】 
・ リアルタイム３次元表示 
・ TIN 作成、表示 
 
 
 
 
 
・ 点表示 
 
 
 
・ 現在位置、進行方向表示 

【数値地図 25000(空間データ基盤)】 

・ 海岸線、水涯線、道路中心線 
・ 標高(メッシュ標高点) 

【GPS】 

・ RS232C NMEA0183 

【ウェイポイントファイル】 

・ POT ファイル 
・ CSV ファイル 

 

【インストール】 

インストール説明書(GeoCoach3D-series-install.pdf)を参照してください。 

 

【起動】 

Windowsのスタートメニューのプログラムから、[GeoCoachSystems]-[S57-3D-Free]で起動します。 

 

【終了】 
[ファイル]メニューの[終了]で、終了します。 

 
２．ファイルを開く 
 

2.1. S-57 フォーマットファイルを開く 
 
[ファイル]メニューの[開く S-57]で S-57フォーマットファイルを開くことができます。。 

・ ファイルチューザーで S-57ファイルを選択してください。拡張子が.000,.001など３桁の数値のファイルを表示

します。複数のファイルが選択でき、同時に開くことができます。前回ファイルを開いたフォルダがデフォルト

になります。 

ファイルチューザー 

 

・ ファイルをリードしている間に、ウィンドウ下の[レポート]パネルに、情報の一部を表示します。 

・ ファイルのリードが終わると、地図を[3D表示]パネルに表示します。データを囲む直方体を線で表示します。 

・ ウィンドウ右側[データ]パネルにファイル名のノードを追加します。ここで表示非表示などが指定できます。 
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2.2. 数値地図 25000(空間データ基盤)ファイルを開く 
 

メニュー[ファイル]-[開く 数値地図 25000(空間データ基盤)]で読み込み、表示することができます。S-57ファイル

が開いてなくても、数値地図 25000(空間データ基盤)(従来版)ファイルを開き、表示することができます。従って、

S57-3D-Freeを数値地図 25000(空間データ基盤) (従来版)ファイルのビューアーとしても使えます。 

ファイルチューザーは拡張子.slm のファイルを表示します。複数の.slm ファイルを選択できます。フォルダが選択

された場合、そのフォルダ以下のすべての.slmファイルが選択されたことになります。複数のフォルダを選択できま

す。 

   
 

数値地図 25000(空間データ基盤) (従来版)は複数のファイルから構成されます。ファイル名は市区町村コードが使わ

れています。ここでは市区町村コードを xxxxxとします。 

ファイル名 内容 

xxxxx.slm データ全体の緯度経度の基準位置など 

xxxxxMH.slp メッシュ標高点の緯度経度座標 

xxxxxMH.sal メッシュ標高点の標高値 

xxxxx.slp メッシュ標高点以外の緯度経度座標 

xxxxxSK.sal 海岸線、河口、水涯線、湖岸線 

xxxxxDK.sal 道路中心線 

 

ファイルチューザーでリードし表示するデータを指定することができます。 

【海岸線、河口】海岸線と河口の線をリードします。 

【水涯線、湖岸線】河川の線や湖沼の線をリードします。 

【道路中心線】道路中心線をリードします。 

【標高点】メッシュ標高点をリードします。 

【海岸線から離れた標高点を除く】指定された距離以上に海岸線から離れているメッシュ標高点をリードしません。

この処理は市区町村ファイル別に行います。海岸線がない場合、標高点をリードしません。内陸部の標高

点をリードしないことで、メモリ使用量を減らし、表示速度の低下を防ぐための処理です。 

 

2.3. ウェイポイントファイルを開く 
 
[ファイル]メニューの[開く ウェイポイント]でウェイポイントを記録したファイルを開くことができます。 

形式  

POT @niftyFGPSで提唱された GPSデータのファイル形式です。 

ORD=POIの行について、tex,ido,kei,altの値を参照します。 

CSV カシミール３Dから出力される CSV形式です 

１列目：”W”で始まる 

２列目：名称 

３列目：緯度(単位は度 dd.ddddd) 

４列目：経度(単位は度 ddd.ddddd) 

５列目：標高(単位はメートル) 

ウェイポイントの位置を赤い点で表示します。ウィンドウ左の[ウェイポイント]パネルに名称を表示します。 

  
名称が選択されると、その位置を３Dパネル中央に表示します。 

 



   

  5/16 

3. ３D 表示 
 
３D表示について Z値の扱いに未対応の問題があります。S-57では水深の値は基本水準面が基準になっています。数

値地図 25000(空間データ基盤)での高さは平均水面が基準になっています。３D 表示の際には基本水準面と平均水面

の差を補う必要がありますが、まだ補正できていません。従って、現状次のような Z値を使って３D表示しています。 

海岸線 Z=0.0 

等深線、水深 S-57に記録されている水深をそのまま Z値とする 

標高 数値地図 25000(空間データ基盤)での高さをそのまま Z値とする 

２次元のデータ Z=0.0 数値地図 25000(空間データ基盤)の道路中心線など 

 

水平方向ついては、最初に開いたデータの中心の緯度から、緯度経度１秒あたりの弧長を算出し、開いているデータ

全体に緯度経度から３D表示での XY座標への変換に適用しています。 

 

3.1. 参照点 
 
注目している点を「参照点」としています。参照点を中心に３次元表示の回転・ズームします。見たい地物を参照点

とすることで、いろいろな角度から自由に見ることができます。左マウスボタンのダブルクリックで選択された地物

上の位置が参照点になります。 

・ [3D表示]パネルでは、XYZ軸に平行な６本の一点鎖線で参照点位置を示します。北向きの線を明るく表示してい

ます。この線と参照点の隙間は、実座標で 1.0mです。 

・ [データ]パネルの[データ] のポップアップメニュー [参照点位置表示(ON/OFF)]でこの線の表示非表示が指定

できます。 

・ ツールバーに参照点の座標を表示します。また、座標を入力することで、参照点が変更できます。 

・ ファイルをリードした直後は、３次元のデータの中心が参照点となっています。 

・ [地名]パネルに表示されている地名をクリックすると、その地名が参照点になります。 

 

3.2. マウスによるコントロール 
 
３次元表示はマウスでコントロールします。 

・ 左ボタンドラッグ：参照点を中心に地図表示を回転します。横方向の移動で、参照点を通る鉛直線を軸にして回

転します。縦方向の移動で、参照点を中心として地図を見る視点が上下します。 

・ ホイール(中ボタン)ドラッグ：地図表示の参照点を中心にズームします。上方向で縮小、下方向で拡大します。

ツールバーのズームスライダが連動します。 

・ 右ボタンドラッグ：地図表示をスクロールします。地図の表示を上下左右に移動します。参照点の座標は変わり

ません。 

・ 左ボタンクリック：地図データを選択します。選択された地図データの座標を[座標値]パネルに表示します。ま

た、ステータスバーと[レポート]パネルに座標値と属性情報を表示します。 

・ 左ボタンダブルクリック：地図データを選択すると同時に、マウスポインタ位置の地図データの点が参照点に変

わります。参照点の座標を変更し、参照点が地図の中心になるように表示します。 

・ 左ボタンクリック(コントロールキーを押した状態で)：マーク点の指定と解除。 

・ 右ボタンクリック：マウスポインタ位置の地図データの情報表示。ステータスバーと[レポート]パネルに座標値

とマーク点からの距離・方向角を表示します。 

 

3.3. ツールバーでのコントロール 
 

 
 

・ デフォルト表示：ファイルを開いた時の３D表示に戻します。 

・ ズーム： [3D 表示]パネルの参照点を基準にズームします。マウスホイール(中ボタン)によるドラッグと同じで

す。 

・ 回転：マウス左ボタンのドラッグによる視線の回転操作の有効無効を指定します。チェックをはずすと、地図を

真上から見た状態にし、北側が上になるように表示します。 

・ 鉛直表示：参照点を真上からみるように３D表示を回転させます。 

・ 鉛直方向スケール：鉛直方向のスケールを指定します。デフォルトは 10.0 です。最小値を選択すると、地図デ

ータがほとんど同一平面上に乗り、地図を２次元として見ることができます。また、大きい値を指定することで、

標高差が確認しやすくなります。 

・ 参照点：参照点の位置を表示しています。数値入力で、参照点座標が変更できます。 
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・ 地図：全ての地図データの表示非表示を切り替えます。ファイル別の地図表示は[データ]パネルで指定できます。 

・ TIN：TINの表示非表示を切り替えます。[データ]パネルの TINの表示非表示指定も同じです。 

 

3.4. ピッキング 
 
３D 表示パネルでの、マウスボタンクリックによる地図データの選択を「ピッキング」としています。左クリックで

参照点・マーク点指定、右クリックで情報表示を行います。表示されていない地図データはピッキングできません。

地図データが全く重なっている場合、同じ箇所でピッキングすることにより、順次異なる地図データを選択していき

ます。地図の広い範囲を表示した状態でピックすると、マウスポインタの位置から離れた地物がピックされることが

あります。この場合、ズームで地図表示を拡大してから、再度ピックしてみてください。 

選択された地図データは赤くハイライト表示されます。また、線データの場合、ピッキング位置に最も近い点を黄色

でハイライトします。 

 

3.5. マーク点 
 
コントロールキー(Ctrl)を押した状態でのマウス左ボタンクリックで、ピックした地物を「マーク点」としています。

右ボタンクリックで、マーク点からの方向角や距離を表示し、TINが作成されている場合、地形の断面も表示します。

なにもないところをクリックすることで、マーク点が解除できます。 

 

3.6. 表示色 
 

地物別に色を分けて表示しています。 

 

S-57データ 

地物 色 

等深線(100m) 黄 

等深線(10m) シアン 

等深線(その他) 青 

海岸線 黄 

その他 グレイ 

 

 数値地図 25000(空間データ基盤) 

地物 色 

海岸線、河口 緑 

水涯線、湖岸線、道路中心線 グレイ 

標高点 緑 

 

4. ファイルメニュー 
 
S-57フォーマットファイル、数値地図 25000(空間データ基盤)ファイル、ウェイポイントファイルの入力については、

「２．ファイルを開く」で説明しています。 

 

4.1. スナップショット 
 

３Ｄパネルの画像について印刷やクリップボードへのコピーができます。 
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【画像サイズ】作成する画像のサイズを指定します。サイズが大きいほど、より高解像度の画像が作成できます。３

Ｄパネルの画像より高解像度の画像を作成することができます。サイズの縦横比が３Ｄパネルと異なる場合、３Ｄパ

ネルの横方向を合わせます。高解像度の画像ほど、メモリ使用量が大きくなり、作成に時間がかかります。 

 

【表示】ウィンドウを開き、作成した画像を表示します。 

ファイルメニューには「クリップボードへコピー」と「印刷」があります。 

   
 250x200         500x400 

 

    
 1024x768(左上部分)            

  

【クリップボードへコピー】作成した画像をクリップボードへコピーします。他のアプリケーションで貼り付けるこ

とができます。 
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【印刷】作成した画像を印刷します。イメージ作成後、印刷ダイアログを表示します。 

  
 ページの設定にかかわらず、１ページのみ印刷します。 

 

背景色はメニュー[表示]-[背景色]での変更できます。 

参照点を示す一点鎖線の表示は[データ]パネルの[データ]のポップアップメニュー[参照点位置表示(ON/OFF)]で切

り替えることができます。 

 

スナップショット後、３Ｄパネルが背景色のままで地図や TINが表示されないことがあります。この場合、S57-3D-Free

のウィンドウを「最小化」した後、「元のサイズに戻す」で戻ります。 

 
5. 表示メニュー 
 

・ デフォルト表示：ファイルを開いたときの３D表示に戻します。 

・ 鉛直表示：参照点を真上からみる表示に変わります。 

・ 背景色...： [3D表示]パネルの背景色が変更できます。 

・ 環境光(ON/OFF) ：地図全体に対する環境光の ON/OFFを指定します。 

・ 環境光...：地図全体に対する環境光の色をダイアログで指定します。 

・ 平行光(ON/OFF) ：TINに対する平行光の ON/OFFを指定します。 

・ 平行光...：TINに対する平行光の色をダイアログで指定します。 

・ 平行光方向：TINに対する平行光の方向を指定します。デフォルトは北西方向からの光です。 

・ 平行光仰角：TINに対する平行光の仰角を指定します。デフォルトは 60度です。 

・ 表示設定：選択された点列の方向表示を指定します。 

 
【方向矢印】選択された地図データを点列でハイライトする場合、点列の方向を示す矢印を表示します。 

  

 

矢印の長さ 

矢印の長さの半分 

 
・ 緯度経度：緯度経度についての表示を指定します。 
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【緯度経度の表示】参照点の位置表示や、選択された点の緯度経度表示の形式を指定します。 

【経緯線表示】経緯線の表示非表示および線の間隔を指定します。 

 経緯線は S-57ファイルを囲む矩形内にのみ表示します。 

 

6. TIN メニュー 
 

6.1. TIN 作成 
 

三次元のデータ(水深、等深線、海岸線、標高点)から TIN(Triangular Irregular Network, ティン)を発生します。

TIN は三角形の面の集合で地表の形状を現します。三角形の面を表示することで、後ろ側の地物の線や三角形を隠す

ので、視点に最も近い地形のみを見ることができます。また、三角形の面に光をあてることで明暗がつくので、より

立体的に見ることができます。 

  
 等深線のみの表示 

 

 
等深線と TINを重ねて表示 

 

・ 作成後、[3D表示]パネルに表示します。 

・ [データ]パネルのツリー[TIN]ノード下に[地図から作成]ノードを追加し、表示非表示や表示色など指定できる

ようになります。 

・ TIN 作成処理には多少時間がかかります。ダイアログで、終了までの予想時間を表示します。TIN 作成処理途中

での取り消しができます。 

 



   

  10/16 

 

メニュー[TIN]-[TIN作成]ダイアログ。 

 
 

【水平な三角形を少なくする】等深線について、尾根筋と谷筋を探し、できるだけ水平な三角形ができないようにし

ます。ONにするとこの処理のため、TIN作成の時間が長くなり、三角形の数も増えてしまいますが、なめらから地形

を表示することができます。 

  

  
 OFFの場合：等深線の間に水平な三角形ができてしまいます。（三角形の辺を線で表示しています） 

  

 

  
 ONの場合：尾根筋の線を推定し、その線との間に三角形を作っています。 

 

【S-57を囲む矩形に限定する】数値地図 25000(空間データ)が開かれている場合に有効です。数値地図 25000(空間デ

ータ)は市区町村単位になっているため、S-57の範囲と一部重なることになります。S-57の矩形範囲と重なる部分の

み数値地図 25000(空間データ)の標高点などを使いたい場合、ONにします。オフセット値に 0.0以上を指定すること

で、S-57を囲む矩形よりオフセット値だけ広げた矩形内の数値地図 25000(空間データ)の標高点などを使います。 

 

6.2. ベクトルマッピング 
 

２次元のデータを TIN上に貼り付けることで、３次元表示します。現在、数値地図 25000(空間データ基盤)の水涯線、

道路中心線が対象です。 
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7. パネル 
 
ウィンドウ右側と下側のパネルについての説明です。 

 
7.1. データパネル 
 
リードしている S-57フォーマットファイルおよび数値地図 25000(空間データ)ファイル、TINについてツリーで表示

します。それぞれのデータの表示非表示などが指定できます。マウス右ボタンで以下のポップアップメニューを開き

ます。 

  
【データ】 

  
 【参照点位置表示(ON/OFF)】３Dパネルで参照点を示す十字の破線の表示非表示。 

【ファイル名】 

・ 表示・ピッキング(ON/OFF)： 

     それぞれのファイルデータ全体の表示非表示とピッキング指定(ON/OFF)です。 

     非表示になっている地図データはマウスクリックによる参照点指定ができません。 

・ 点 

 2D点表示 (ON/OFF)： 

            ２次元の点の表示非表示 

 3D点表示 (ON/OFF)： 

            ３次元の点の表示非表示 

 点のサイズ： 

            点の表示サイズを指定します。ディスプレイ上のドット数です。 

・ 線 

 2D線表示 (ON/OFF)： 

            ２次元の線の表示非表示。表示位置の標高値は 0.0です。 

 3D線表示 (ON/OFF)： 

            ３次元の線の表示非表示。 

・ テキスト 

 表示(ON/OFF)： 

            S-57ファイル中のテキストの表示。表示位置の標高値は 0.0です。 

・ 境界線 

 表示(ON/OFF)： 

            ３次元のデータを囲む直方体の線の表示非表示。 

 

TIN作成後、表示を操作するノードを追加します。 



   

  12/16 

  
【地図から作成】 

・ 表示(ON/OFF) 

    TINの表示非表示を切り替えます。非表示の際にはピッキングできません。 

・ ピッキング(ON/OFF) 

      TINのピッキングを切り替えます。 

     TINのピッキングは時間がかかるので、デフォルトは OFFです。 

         地図データを非表示にしている場合、ピッキングによる参照点指定ができないので、 

          ここで ONにしてください。 

・ 閉じる 

TINを閉じて、メモリを解放します。 

・ 表示色：それぞれ別に表示色が設定でき、区別できます。 

 アンビエント（環境色） 

 ディフューズ（拡散色） 

 スペキュラー（鏡面色） 

・ 輝度 

・ 表示スタイル 

 三角形 

            三角形の面で表示します。デフォルトです。 

 線 

            三角形の辺を表示します。三角形の面表示に比べ、表示に時間がかかりマウスコントロールの反応が 

遅くなります。 

 点 

           三角形の頂点を表示します。三角形の面表示に比べ、表示に時間がかかりマウスコントロールの反応が 

遅くなります。 

・ シェーディング 

 フラット 

            三角形をそのまま表示します。デフォルトです。 

 グーロー 

        TINを滑らかに表示します。 

   
   フラット       グーロー 

・ オフセット 

        TIN全体の表示位置について、標高値を少しだけ下げることにより、 

        地図データの線や点との重なりが少なくなり、地図データの線や点をはっきり見ることができます。 

        値が大きくなるに従って、TIN表示が地図データからずれていきます。デフォルトは-0.5mです。 

 

7.2. 地名パネル 
 
S-57フォーマットデータファイル内の地名をリストアップします。地名をクリックすると、その地名の位置が参照点

となり[3D表示]パネルの表示が変わります。 
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7.3. ウェイポイントパネル 
 
ウェイポイントの名称をリスト表示します。名称をクリックすると、該当するウェイポイントが参照点となり[3D 表

示]パネルの表示が変わります。 

  
 

7.4. 座標値パネル 
 
選択されている地図データの座標と点間の勾配、標高差、水平距離を[座標値]パネルに表示します。 

  
  

・ 選択されている地図データの線を３Dパネルに赤く表示します。 

・ 選択されている行の点を、３D表示で黄色く表示します。また、３D表示でクリックした点が選択行になります。 

・ 表の項目名を横にドラッグすることで、列の表示順序が変更できます。 

・ ポップアップメニューで、選択されている点を参照点とし、３Ｄパネル中央に表示することができます。 

 

7.5. GPS パネル 
 
パソコンと GPS をケーブルで接続し、GPS からの位置情報を表示します。また、３D パネルの参照点にすることがで

きます。 



   

  14/16 

  
【高度は 0.0で表示する】現在位置を示す点、参照点の Z値を、GPSからの高度に関係なく 0.0とします。 

【参照点にする】現在位置を３Dパネルでの参照点にします。更新時間毎に更新します。 

【進行方向がウィンドウ上側】進行方向が常にウィンドウの上側になるよう地図を回転して表示します。 

 [参照点にする]が ONの場合、有効です。 

【表示図形の幅(m)】現在位置を示す図形の幅を指定します。 

【表示図形の長さ(m)】現在位置を示す図形の長さを指定します。 

【進行方向の矢印の長さ(m)】進行方向を示す矢印の長さを指定します。 

 

 

図形の幅 

図形の長さ 矢印の長さ 

10m 

10m 

現在位置 

 
 また、対地速度が０より大きい場合、１分後、３分後、１０分後の位置を重ねて表示します。 

 

 

１分後        ３分後                         10 分後 

半径 10m の円 現在位置 

 
【開始...】GPSとの通信を開始するダイアログを表示します。 

【終了】GPSとの通信を終了します。 

 

GPSとの接続は、「開始...」ボタンで表示するダイアログで行います。 
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【通信ポート】GPSを接続しているシリアルポートを指定します。 

【更新間隔(秒)】GPSからの情報表示、参照点設定などの時間間隔を指定します。 

 

GPSとパソコンの通信は RS232のシリアルポートを使います。  

ボーレート 4800 

データビット 8 

パリティ なし 

ストップビット 1 

フロー制御 なし 

GPS側からの出力は NMEAを使用してください。  

インタ-フェース NMEA-0183 GPGGA、GPRMCセンテンスを使用 

現在、GARMIN 社製の GPS と GU-20(USB)[BU-353]で動作確認しています。GARMIN 社製の GPS ではセットアップメニュ

ーでインターフェースを[NMEA]あるいは[NMEA In/NMEA Out]にしてください。 

測地系は WGS84です。 

 

7.6. レポートパネル 
 
選択された地図データの情報やファイルリード処理の進行状況などを表示します。ポップアップメニューで内容をコ

ピー、削除できます。 

 
 

8. その他 
 

８.1. 地形断面表示 
 
TIN 作成後、マーク点(コントロールキーを押しながらマウス左ボタンクリックで指定)と、右ボタンクリックで指定

したピック点との間の断面を赤く表示します。マーク点とピック点間の線と TINの三角形の辺との交点位置を、赤い

縦線で表示します。ステータスバーに２点間の水平距離や標高差、傾斜角を表示します。 

  

 

８.2. ダイアログの記録 
 
ダイアログの OK ボタンで処理を実行する際に、ダイアルでの設定項目を記録し、次回起動時でのデフォルトとして

表示しています。記録は、S57-3D-Freeをインストールフォルダ下の「ini」フォルダにあり、「(ダイアログ名).ini」

のファイル名でダイアログ別に記録しています。ダイアログの設定をデフォルトに戻すには、このファイルを削除し

て下さい。 
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８.3. メモリ使用量 
 

プログラムとデータ全体で最大１.2G バイトのメモリを使います。データの数が多い場合や TIN 作成などの処理を行

う際の作業用データのメモリを使う際に１.2Gバイトを超えた場合、エラーメッセージを表示し、処理を中断します。 

 

８.4. 未処理項目 
 
以下の問題が判明しておりますが、未対応の状態です。 

・ 地図中心から遠く離れた地図データの選択がピッキングを繰り返さないとできない場合があります。 

・ 地名の文字列の後ろになる線や点が表示されません。TINは表示されます。 

・ 座標値パネルの表の一部が表示されないことがあります。タブを切り替えることで正常に表示します。 

・ アプリケーションを複数個立ち上げると、３D表示されないことがあります。 

・ TIN 作成後、あるいは TIN ファイルを読み込んだ後、全ての TIN が表示されないことがあります。地図データが

大きくて、ビデオカードのメモリを使い切っているのが原因です。再度アプリケーションを立ち上げるか、PCを

立ち上げなおしてみてください。 

・ TIN 作成で多数の三角ポリゴンができた場合、表示する段階でプログラムが終了することがあります。三角ポリ

ゴン数が約７２万個で現象を確認しています。 

・ 線分の端点が３Ｄパネルの外側に位置するほど拡大されている場合、その線分をクリックしても、地図データが

選択できないことがあります。 

 

８.5. 更新記録 
 
【1.00 2009/04/30】 

 WindowsVista(32bit,64bit)と XP64bitに対応しました。 

 GU-20(USB)[BU-353] GPSレシーバ(SiRFstarⅢ)との接続に対応しました。 

【1.01 2009/05/13】 

 [FUSO GPSプロッタ FEG-690]との接続に対応しました。 
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