
  1/23 

地籍フォーマット 2000 エディタ 操作説明書 

 

2012/08/06 
有限会社ジオ・コーチ・システムズ 

http://www.geocoach.co.jp/ 
info@geocoach.co.jp 

 
アプリケーション バージョン 日付 

地籍フォーマット 2000 エディタ 7.0.0 2012/08/06 
 

地籍フォーマット 2000 データの表示については、「地籍フォーマット 2000 ビューF」と共通です。表示については

「地籍フォーマット 2000 ビューF」の説明書を参照してください。 

アプリケーション バージョン 日付 
地籍フォーマット 2000 ビューF 7.0.0 2012/08/06 

 

1. はじめに .................................................... 2 
2. ファイルの入出力...................................... 3 

2.1. 地籍フォーマット 2000 ファイル ...... 3 
2.2. SYLK 形式ファイル .......................... 5 
2.3. 情報テーブルファイル ....................... 6 

3. 編集 ........................................................... 8 
3.1. 筆・長狭物図形情報と筆属性情報 ..... 8 
3.2. 筆界点情報 ....................................... 10 
3.3. 図根点等情報.................................... 10 
3.4. 地図番号情報.....................................11 
3.5. 筆界未定構成筆属性 ..........................11 
3.6. 仮行政界線情報 ................................ 12 
3.7. 共有者情報 ....................................... 13 

4. チェックメニュー.................................... 13 
5. ツールメニュー ....................................... 14 

5.1. 地番テキスト配置 ............................ 14 
5.2. オプション ....................................... 15 

6. 情報ファイルメニュー ............................ 15 
6.1. 地区別情報 ....................................... 15 

6.2. 国土調査登記情報 ............................ 15 
6.3. メタデータ用レポート ..................... 16 

7. 一括処理メニュー .................................... 17 
7.1. 筆属性一括設定 ................................ 17 
7.2. 筆界点一括設定 ................................ 18 
7.3. 図根点一括設定 ................................ 19 
7.4. 国土調査登記一括設定 ..................... 19 
7.5. 筆・長狭物図形の線分種別 .............. 20 
7.6. その他の一括処理 ............................ 21 

8. その他 ...................................................... 21 
8.1. ファイルメニュー ............................ 21 
8.2. 表示メニュー .................................... 21 
8.3. 参照点 ............................................... 22 
8.4. マウスによる表示コントロール ...... 22 
8.5. ツールバーでの表示コントロール ... 22 
8.6. ピッキング ....................................... 23 
8.7. マーク点 ........................................... 23 
8.8. 未処理項目 ....................................... 23 

 

 

http://www.geocoach.co.jp/�
mailto:info@geocoach.co.jp�


  2/23 

1. はじめに 
 

【地籍フォーマット 2000ビューF】は地籍フォーマット 2000 の 10 種類のファイルのビューアーです。これに編集機

能とファイル保管機能を加えたのが【地籍フォーマット 2000 エディタ】です。地籍フォーマット 2000 の 10 種類の

ファイルを編集することができるソフトウェアです。【SIMA-地籍フォーマット 2000 コンバータ】あるいは【NIF2-

地籍フォーマット 2000 コンバータ】と連動して、地籍フォーマット 2000 のファイルが早く確実に作成できます。 

 

【SIMA共通フォーマット】 
・ 座標データと画地 
 

【SIMA-地籍フォーマット 2000 コンバータ】 

・ SIMA 共通フォーマットファイルデータ表示 
・ 整合性チェック 
・ コンバート 

 

【地籍フォーマット 2000】 
・ 地区別情報ファイル(.hed) 
・ 筆界点情報ファイル(.pnt) 
・ 筆・長狭物図形情報ファイル(.pol) 
・ 図根点情報ファイル(.tcp) 

既に構築されている、慣熟されている、稼動中の地図作成システム 

【チェック結果ファイル】 
・ TXT(テキスト) 
・ DXF, NIF2(座標) 

【地籍フォーマット 2000 エディタ】 

・ 地籍フォーマット 2000 ファイルデータ表示 
・ 編集、チェック 

 

【地籍フォーマット 2000】（SYLK形式あり） 
１．地区別情報ファイル(.hed) 
２．地図番号情報ファイル(.map) 
３．筆界点情報ファイル(.pnt) 
４．筆・長狭物図形情報ファイル(.pol) 
５．筆属性情報ファイル(.atr) 
６．共有者情報ファイル(.cos) 
７．筆界未定構成筆属性情報ファイル(.und) 
８．仮行政界線情報ファイル(.lin) 
９．図根点情報ファイル(.tcp) 
10．国土調査登記情報ファイル(.txt) 

【情報テーブル(CSV)】 
・大字-小字 
・地番-所有者名 
・所有者名-住所 
・住所-郵便番号 

メタデータ(XML)用情報 

【地籍フォーマット 2000 ビューF】 

・ 地籍フォーマット 2000 ファイルデータ表示 
 

 

【表計算ソフトウェア】 
Excel など 
SYLK 形式でファイルを入出力、編集 

筆界点情報 
図根点情報 

(1) 

(2) 

 

上図での(1),(2)ですが、既存の情報を最大限に活用し、地籍フォーマット 2000ファイルを作成することにポイント

を置いています。 

 

この説明書では地籍フォーマット 2000エディタについて説明していますが、表示の部分は地籍フォーマットビューF

と共通です。 

機能 エディタ ビューF 

地籍フォーマット 2000 ファイルの表示 ○ ○ 

データの追加、変更、削除 ○ × 

地籍フォーマット 2000 ファイルの保存 ○ × 
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【インストール】 

インストール説明書(GeoCoach3D-1-install.pdf)を参照してください。 

 

【立ち上げ】 

Windowsのスタートメニューのプログラムから、[GeoCoachSystems]-[地籍フォーマット 2000エディタ]あるいは[地

籍フォーマット 2000ビューF]で立ち上がります。 

 

【終了】 

[ファイル]メニューの[終了]で、終了します。 

 

2. ファイルの入出力 
 

2.1. 地籍フォーマット 2000 ファイル 
 

【ファイルを開く】 

[ファイル]メニューの[参照]-[地籍フォーマット 2000...]を選択し、ファイル選択ダイアログで地区別情報ファイル

(拡張子.hed)を選択してください。同じ名前で、拡張子が異なる筆界点情報ファイル(.pnt)や図根点等情報ファイル

(.tcp)などを一括して開きます。 

  
【リード時のチェック結果をレポートする】ファイルのリード時にデータのチェックをしますが、その結果をレポー

トパネルに表示します。致命的なエラーは必ずレポートします。以下の項目が対象になります。 
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・ 空白行がある 

・ 項目数が不足している 

・ 筆・長狭物図形の筆界点が左周りになっている 

・ 筆属性の地積が 0.0か未入力で、筆・長狭物図形の面積から計算した場合 

・ 筆属性情報に対応する筆・長狭物図形情報が見つからない場合 

【筆属性の地積が 0.0 か未入力の場合、筆・長狭物図形から計算する】筆属性の地積が 0.0 あるいは未入力の場合、

対応する筆・長狭物図形の面積から計算します。小数点以下２桁への丸めの方法は[ツール]-[オプション]で設定し

ておきます。 

【情報テーブルも開く】直前に開いた情報テーブル(下記参照)もリードします。[ファイル]-[参照：情報テーブル]

ダイアログを開き、そのまま OKボタンを押した場合と同じ処理をします。 

 

地籍フォーマット 2000ファイルを開く際に以下の項目をチェックします。 

・ 筆・長狭物図形について面積が 0.0のものがあれば[レポート]パネルに地番を表示します。 

・ 筆・長狭物図形について、左回りになっている場合、反転して右回りにして、[レポート]パネルに地番を表

示します。 

・ 筆属性情報ファイルについて、該当する筆・長狭物図形がなければ、行番号をレポートします。但し、筆属

性が現地確認不能、滅失、不存在の場合は対象外です。 

・ 筆属性情報ファイルについて、同じ大字・小字・地番のレコードがあれば、行番号をレポートします。 

ファイルのリードが終わると、筆・長狭物図形、筆界点、図根点、仮行政界線および地図番号の形状を[3D表示]パネ

ルに表示します。地図データを囲む矩形を線で表示します。 

ウィンドウ右側[データ]パネルにファイル名がついたノードを追加します。ここで表示非表示、点のサイズなどが指

定できます。 

  
[地番]パネルに筆・長狭物図形の大字名称、小字名称、地番をリスト表示します。選択すると、該当する筆・長狭物

図形を３Ｄパネルの中央に表示します。 

 
 

【ファイルを保存する】 

[データ]パネルに開いたファイルの名前が表示されています。その名前をマウス右ボタンでクリックすると、保存の

メニューが表示されます。 

        
ダイアログではファイル名に地区別情報ファイル(.hed)を指定しますが、他の一連のファイルを保存します。 

各ファイル出力で、以下の項目について昇順で出力します。 

ファイル名 昇順で参照する項目 

１．地区別情報ファイル なし 

２．地図番号情報ファイル 地図番号の名称 

３．筆界点情報ファイル 筆界点の名称 

４．筆・長狭物図形情報ファイル 大字コード、小字コード、地番 

５．筆属性情報ファイル 大字コード、小字コード、地番 

５．共有者情報ファイル 大字コード、小字コード、地番 
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７．筆界未定構成筆属性情報ファイル 筆界未定地大字コード、筆界未定地小字コード、筆界未定地仮地番 

８．仮行政界線情報ファイル 仮行政界線の区分 

９．図根点等情報ファイル 図根点の名称 

１０．国土調査登記情報ファイル リードした順に出力 

【筆属性情報の地図番号を更新する】ファイル保存の前に、筆属性情報について地図番号を再計算し、更新します。

メニュー[一括処理]-[筆属性一括設定]の[筆属性の地図番号を地図番号情報から設定]と同じ処理を全ての筆・長狭

物図形について行います。 

【既存のファイルを.bak にする】ファイル保存で上書きする場合、元のファイルの名前を変えてバックアップとしま

す。例えば、ファイル「13117_2000_1.hed」を「13117_2000_1.hed.bak」とファイル名を変更した後、「13117_2000_1.hed」

を作成します。 

 

2.2. SYLK 形式ファイル 
 

地籍フォーマット 2000 の１０個のファイルについて、SYLK 形式のファイルの出力および入力することができます。

地積フォーマット 2000 は各データがカンマで区切られている CSV 形式のファイルです。表計算ソフトウェアで開く

際に、明示的に文字型の項目を文字列として指定しないと、地番などが日付に変わってしまうことがあります。例え

ば、「８３－１」が「1983/1/1」なり「Jan-83」と表示されてしまいます。SYLK 形式の場合、値が文字列であること

を指定できますので、このような問題を避けることができます。また、実数の小数点以下の桁数が変わることがあり

ます。例えば、「123.40」が「123.4」になったり、「123.00」が「123」になったりします。実数も文字列として渡す

と、有効数字が変わる問題を避けることができます。 

 

 
地積フォーマット 2000 エディタ SYLK 形式のファイル 

・ 13117_2000_1.hed.slk 

・ 13117_2000_2.map.slk 
・ 13117_2000_2.pnt.slk 
・ … 
 

表計算ソフトウェア 

 
 

【SYLK形式ファイルの出力】 

[データ]パネルの地籍フォーマット 2000ファイル名のポップアップメニューでダイアログを開きます。 

    
【実数型の出力】筆界点、図根点の座標や地籍など実数型の項目を文字列として出力することができます。文字列と

して出力した場合、有効桁数が変わる心配がありません。 

【既存のファイルを.bak にする】ファイル保存で上書きする場合、元のファイルの名前を変えてバックアップとしま

す。例えば、ファイル「 13117_2000_1.hed.slk」を「 13117_2000_1.hed.bak」とファイル名を変更した後、

「13117_2000_1.hed.slk」を作成します。 

 

【SYLK形式ファイルの入力】 

[ファイル]メニューの[参照]-[地籍フォーマット 2000(SYLK)...]を選択し、ファイル選択ダイアログで地区別情報フ

ァイル(拡張子.hed.slk)を選択してください。同じ名前で、拡張子が異なる筆界点情報ファイル(.pnt.slk)や図根点

等情報ファイル(.tcp.slk)などを一括して開きます。 

  
地籍フォーマット 2000 エディタの内部では、実数型は文字列で管理しています。従って、座標や地籍の小数点以下

の桁数は開いたファイルと同じ桁数で、勝手に桁数が変わることなくファイルに保存しています。 
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2.3. 情報テーブルファイル 
 

いくつかの CSV あるいは SYLK 形式ファイルのテーブルを参照し、一括して筆属性などの項目を設定することができ

ます。また、大字と小字については、あらかじめ指定された組から選択することで、設定するようにしています。 

[ファイル]-[参照]-[参照：情報テーブル]で、一括処理に必要な CSV,SYLK ファイルを指定し、開いておく必要があ

ります。これらのファイルを使うことで、一括して筆属性などが設定できます。[選択...]ボタンで CSV,SYLKファイ

ル選択用のダイアログを表示します。ダイアログで選択されたファイル名が、テキストで表示されます。地籍フォー

マット 2000ファイルを開いたフォルダが CVS,SYLK選択のデフォルトのフォルダとなります。それぞれ CS,SYLK Vフ

ァイルを選択しておいて、[OK]ボタンでダイアログの左のチェックが入っているファイルについてリードします。 OK

ボタンが押された際に、選択されたファイル名を記録し、次回起動時のデフォルトとして表示します。(以下、情報

テーブル(A),(B),(C),(D)とします) 

    
SYLK形式の場合、値が文字列か数値かの情報を持っていいますので、表計算ソフトウェアで地番が日付に変わるなど

の問題が発生しにくくなります。CSVより SYLKで運用されることをお勧めします。 

 

情報テーブルのデータは次のようなメニューやパネルで使用します。 

情報テーブル  

(A)大字名称、小字名称... [筆属性]パネルの大字小字の表示、選択 

[筆属性一括設定]ダイアログでの大字小字の指定 

(B)地番名、現所有者... [筆属性一括設定]ダイアログでの「情報テーブル(B)(C)(D)からの設定 

[筆属性]パネルでの[地番から所有者選択]ボタンによる所有者の選択 

(C)所有者コード... [筆属性一括設定]ダイアログでの「情報テーブル(B)(C)(D)からの設定 

[筆属性]パネルでの[所有者から住所選択]ボタンによる住所の選択 

[筆界未定構成筆属性の筆属性]ダイアログで、所有者コードから所有者

名称、カナ、住所の設定 

(D)郵便番号 [筆属性一括設定]ダイアログでの「情報テーブル(B)(C)(D)からの設定 

[筆属性]パネルでの[住所]ボタンによる住所の選択 

[筆界未定構成筆属性の筆属性]ダイアログで、所有者コードから所有者

住所、郵便番号の設定 

 

 

（Ａ）大字名称、大字コード、小字名称、小字コード(SYLK,CSV) 

大字コード、大字名称、小字コード、小字名称の一覧をあらかじめ作っておく必要があります。筆・長狭物図形や筆

属性の設定で、選択できるようにするためです。CSV(Comma Separate Value)形式あるいは SYLK形式のファイルです。

最初の１行は項目名で、２行目からデータとなります。大字名称と大字コード、小字名称、小字コードは各行に必ず

入れておいてください。 

列 型 内容 

1 文字列 大字名称 

2 整数 大字コード 

3 文字列 小字名称 

4 整数 小字コード 

 

（Ｂ）地番名、現所有者、登記所有者、現地目、登記地目(SYLK,CSV) 

[ツール]-[筆属性一括設定]で、筆・長狭物図形の地番名とこのファイルの地番名とのマッチングを行い、一括して、

筆属性に所有者名と地目をセットする処理に使います。最初の１行は項目名で、２行目からデータとなります。 

列 型 内容 

1 文字列 地番名。半角の場合、全角にしてマッチングします。 

2 文字列 現所有者。筆属性の所有者にします。 

氏と名の間に空白文字があれば、筆属性の名称も空白文字が入ります。 

3 文字列 登記所有者。 

4 文字列 現地目。地目の名称を筆属性の地目コードに対応させます。 

「山 林」のように間に空白が入っている場合、空白を除いた名称でマッチング処理し
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ます。 

5 文字列 登記地目(国土調査登記情報一括設定で調査前地目として参照) 

6 文字列 調査前地番(国土調査登記情報一括設定で参照) 

7 実数 調査前地積(国土調査登記情報一括設定で参照) 

リード時に、現地目の名称が地籍フォーマット 2000 で定義されていない場合、行番号と名称をレポートパネルに表

示します。現在、登記所有者は使用していません。 

複数の行に同じ地番名がある場合、リード時にレポートし、その地番情報は参照しません。 

調査前地番と調査前地積の列はなくてもかまいません。 

 

（Ｃ）所有者コード、枝番、フリガナ、氏名、住所(SYLK,CSV) 

[ツール]-[筆属性一括設定]で、筆・長狭物図形の所有者名とこのファイルの主勇者名とのマッチングを行い、一括

して、筆属性に所有者コード、所有者カナ、住所をセットする処理に使います。最初の１行は項目名で、２行目から

データとなります。 

 

列 型 内容 

1 整数 所有者コード 

2 整数 枝番。 

3 文字列 フリガナ。氏と名の間に空白がある場合、そのまま空白を残

し、筆属性の所有者カナにします。半角カタカナの場合、全

角に変換します。 

4 文字列 氏名。筆属性の所有者名とのマッチングに使います。 

マッチングでは、氏と名の間の空白を除いた氏名でおこない

ます。 

5 文字列 住所。半角文字が入っている場合、全角に変換視して筆属性

の所有者住所にします。 

１列目の所有者コードと２列目の枝番をハイフンでつなぎ、筆属性情報ファイルの所有者コードとします。枝番にな

にも入力されていない場合、１列目のみを所有者コードとします。 

リード時に、同一所有者コードに対して、氏名が異なる場合、行番号と氏名をレポートパネルに表示します。 

 

（Ｄ）郵便番号(CSV,SYLK) 

日本郵政公社が公開している郵便番号の CSVファイルです。SYLK形式に変換されたものも使えます。 

http://www.post.japanpost.jp/zipcode/download.html 

列 型 内容 

1 整数 全国地方公共団体コード 

2 整数 旧郵便番号（５桁） 

3 整数 郵便番号（７桁） 

4 文字列 都道府県名（半角カタカナ） 

5 文字列 市区町村名（半角カタカナ） 

6 文字列 町域名（半角カタカナ） 

7 文字列 都道府県名 

8 文字列 市区町村名 

9 文字列 町域名 

全国一括版はデータ数が多すぎて、大量のメモリーを使い、メモリー不足を起こしたり、パフォーマンスが落ちたり

します。必要な都道府県の CVSを使ってください。 

上記（Ｃ）の住所から検索し、郵便番号を特定します。 

特定方法については、プログラムで以下の方法を順次適用してみて、特定を試みています。 

(1) 郵便番号の CVSで市区町村名と町域名の組み合わせでテーブルを作っておく(テーブル１とする) 

例 市区町村名「○○郡△△町」と町域名「××」⇒「○○郡△△町大字××」 

(2) 郵便番号の CVSで郡を除いた市区町村名からと町域名の組み合わせでテーブルを作っておく(テーブル

２とする) 

例 市区町村名「○○郡△△町」と町域名「××」⇒「△△町大字××」 

(3) 例 市区町村名「○○郡△△町」と町域名「××」から「○○郡△△町大字××」住所の文字列で、

最初から数字の直前までの部分を取り出す。 

例：「○○町大字△△１２３４番地」 ⇒ 「○○町大字△△」 

(4) 上記(3)の文字列をテーブル１，テーブル２で検索し、同じものがあれば、その郵便番号を使う。 

所有者の住所が県外になっている場合、町域名が「以下に掲載がない場合」など、特定できないケースは[チェック

リスト]パネルに表示します。また、[ツール]-[チェック]メニューで、郵便番号が未入力の筆属性をリストアップで

きます。 

 

 

http://www.post.japanpost.jp/zipcode/download.html�
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3. 編集 
 

地籍フォーマット 2000 の１０個のファイルについて、内容の確認および編集する機能やメニューの一覧です。メニ

ュー名は[]-[]で示します。パネルはウィンドウ右側のタブによって切り替えることができるパネルを指します。 

 
 

ファイル名 確認および編集 

１．地区別情報ファイル [情報ファイル]-[地区別情報]メニュー 

２．地図番号情報ファイル [地図番号]パネル 

３．筆界点情報ファイル [筆界点]パネル 

[一括処理]-[ 筆界点一括設定]メニュー 

４．筆・長狭物図形情報ファイル [筆属性]パネル 

[線分種別]パネル 

[地番]パネル 

[一括処理]-[筆属性一括設定]メニュー 

[一括処理]-[筆・長狭物図形の線分属性]メニュー 

５．筆属性情報ファイル [筆属性]パネル 

[一括処理]-[筆属性一括設定]メニュー 

[一括処理]-[その他の一括処理]メニュー 

５．共有者情報ファイル [筆属性]パネル(選択されている筆について確認および編集) 

７．筆界未定構成筆属性情報ファイル [筆界未定]パネル 

８．仮行政界線情報ファイル [仮行政]パネル 

９．図根点等情報ファイル [図根点]パネル 

[一括処理]-[ 図根点一括設定]メニュー 

１０．国土調査登記情報ファイル [情報ファイル]-[国土調査登記情報]メニュー 

[一括処理]-[ 国土調査登記一括設定]メニュー 

１１．メタデータ [情報ファイル]-[メタデータ用レポート]メニュー 

 

データの問題箇所の検出機能は[チェック]-[チェック]メニューにまとめています。 

 

ダイアログやパネルの項目入力時に、タブキーとエンターキーで項目が移動できます。  

キー 移動内容 

Tab 次のテキストフィールド、コンボボックス、チェックボックス 

Shift + Tab 直前のテキストフィールド、コンボボックス、チェックボックス 

Enter 次のテキストフィールド 

Down(↓) リストおよびコンボボックスの下の項目 

Up(↑) リストおよびコンボボックスの上の項目 

なお、データ項目が文字型の入力フィールドでは、Enter キーで半角文字を全角文字に変換します。また、整数型お

よび実数型の入力フィールドでは、Enterキーで全角文字を半角文字に変換します。 

 

3.1. 筆・長狭物図形情報と筆属性情報 
 

【通常の筆】 

筆・長狭物図形のうち、地番の名称で「通常の筆」とそれ以外を判定します。通常の筆の図形に対して、筆属性情報

が対応するものとして処理を行っています。 

通常の筆 地番の文字列が数字とハイフンおよびアルファベットのみを含む場合 

それ以外 地番の文字列が数字とハイフンおよびアルファベット以外も含む場合 

つまり「道」「水」「白地」などの漢字を含む場合 

 

【筆・長狭物と筆属性の確認、編集】 

ウィンドウ右側の[筆属性]パネルで、選択している筆・長狭物図形と筆属性を確認・編集することができます。３Ｄ

表示パネルで選択されている筆・長狭物図形の情報を表示します。 
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【直前と同じ】直前に選択した筆・長狭物図形の大字小字と同じ組を、大字小字のコンボボックスに表示します。 

【計算】筆・長狭物図形の面積から地積を計算します。筆状態が長狭物・白地・筆界未定地の場合、小数点以下３桁

目を切り捨てます。それ以外の場合、小数点以下３桁目で四捨五入します。 

【変更】上の変更ボタンは筆・長狭物図形情報について、地番データと大字小字データを変更します。長狭物など筆

属性情報が不要な場合に使います。下の変更ボタンは筆・長狭物図形情報について、地番データと大字小字データを

変更すると同時に、対応する筆属性情報を変更します。もし、図形に対応する筆属性情報がない場合、筆属性情報を

追加します。変更あるいは追加された筆属性情報は筆属性情報ファイル(.atr)に保存されます。 

【共有者情報の有無】共有者情報がある場合「1.有」を選択すると、「編集」ボタンが使えるようになります。この

「編集」ボタンで、共有者情報の追加、変更、削除ができます。上のリストに所有者名の一覧を表示し、下に選択さ

れた所有者上の項目を表示します。筆属性について最初にダイアログを開く際に、リストの最初に筆属性の情報をコ

ピーします。 

【所有者コードから所有者など設定】情報テーブル(C)が読み込まれているとき、このボタンが使えます。ダイアロ

グで入力されている所有者コードを参照し、情報テーブル(C)から、所有者カナ、所有者、住所を検索し、ダイアロ

グにセットします。また、情報テーブル(D)郵便番号が読み込まれていれば、住所から郵便番号の設定を試みます。 

【地番から所有者選択】地番が設定されていて、情報テーブル(B)に該当する所有者が複数ある場合、ボタンを押す

ことができます。ボタンを押すと、リストが表示され、所有者が選択できます。情報テーブル(B)に同一地番に複数

の所有者がある場合、選択できるようにするための機能です。 

(1) ダイアログで所有者を選択する。 

(2) 情報テーブル(B)の現所有者名と現地目を、パネルに設定する。 

(3) 情報テーブル(C)で、同じ所有者の行を探す。なければ処理終了。同じ所有者の行が複数行ある場合、

特定できないので処理終了。 

(4) 情報テーブル(C)の所有者コード、フリガナ、住所をにパネルに設定する。 

(5) 情報テーブル(D)の郵便番号が読み込まれていれば、住所から郵便番号を探し、特定できれば、パネル

に設定する。 

【所有者から住所選択】所有者名が設定されていて、情報テーブル(C)に該当する住所が複数ある場合、ボタンを押

すことができます。ボタンを押すと、リストが表示され、住所が選択できます。情報テーブル(C)に同一所有者に複

数の住所がある場合、選択できるようにするための機能です。 

 

テキスト入力部分については、右マウスボタンでクリップボードに対するコピーとペーストが可能です。 

 

【筆・長狭物図形の線分種別】 

ウィンドウ右側の[線分種別]パネルで、選択している筆・長狭物図形の線分について、線分種別の確認と変更ができ

ます。筆・長狭物図形のハイライトで、赤色と黄色の破線部分について、線分種別を表示します。[線分種別]パネル

で線分種別を変更し、変更ボタンを押すと、線分種別が変更され、表示色も変わります。地番と筆界点(黄色)、筆界

点(赤)は、選択されている線分の情報をパネルに表示しているだけで、変更できません。筆界点の(黄)と(赤)は３Ｄ

パネルでの表示色を意味しています。 
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【外周線上の線分(右回り)】２個の筆界点を指定し、この２点が、筆・長狭物図形全体を囲む外周線上にある場合、

始点から終点までの線分について、右回りで、線分種別を一括して変更することができます。市区町村界線を設定す

るための機能です。「選択された筆界点名称を設定」のチェックを入れておくと、上記の「筆界点(黄)」で表示され

ている筆界点の名称を始点あるいは終点に表示します。始点と終点の名称はキーボードあるいはコピーペーストでも

入力できます。 

 

 始点 

点点 

線分種別を一括して設定する 

筆・長狭物図形の全体 

 
 

3.2. 筆界点情報 
 

ウィンドウ右側の[筆界点]パネルで、選択している筆・長狭物図形の筆界点(黄色い点で表示)の確認と変更ができま

す。上のリストには筆界点の名称を表示します。また、リストで選択された筆界点の情報を下に表示し、その位置が

３Ｄパネルの中央になるようにスクロールします。情報を変更し、変更ボタンを押すと、筆界点情報を変更します。 

  
 

3.3. 図根点等情報 
 

ウィンドウ右側の[図根点]パネルで、選択されている図根点(黄色い点で表示)の確認と変更ができます。上のリスト

には図根点の名称を表示します。また、リストで選択された筆界点の情報を下に表示し、その位置が３Ｄパネルの中

央になるようにスクロールします。情報を変更し、変更ボタンを押すと、図根点等情報を変更します。 



  11/23 

  
 

3.4. 地図番号情報 
 

ウィンドウ右側の[地図番号]パネルで、選択している地図番号の内容の確認と変更および追加、削除することができ

ます。 

  
新規に地図番号情報を作成する場合、先に地図番号から新旧区分まで入力し、一旦[追加]し地図番号情報を作成した

後、調査年月・測図年月を追加してください。 

新規に地図番号情報を追加する際に、既に同じ形状の地図番号情報がある場合、ワーニングを表示し、追加できませ

ん。 

このパネルが表示されている場合、３Dパネルでは地図番号の図形のみが選択でき、他のデータは選択できません。 

【左下・右上⇒(左上)・(右下)】チェックが入っている場合、左下と右上の XY座標を左上と右下の XY座標に転写し

ます。左下あるいは右上の数値入力での Enter キー入力時と[追加]または[変更]ボタンが押された時に処理します。 

 

3.5. 筆界未定構成筆属性 
 

ウィンドウ右側の[筆界未定]パネルで編集できます。上側のリストにレコードのリストを表示します。表示するのは

筆界未定地大字コード、筆界未定地小字コード、筆界未定地仮地番です。リストの項目を選択すると、該当する内容

を下に表示します。また、大字コードと小字コード、地番が一致する筆・長狭物図形があれば、図形を３D パネル中

央に表示します。「追加」ボタンで筆界未定構成筆属性情報を追加します。この時点で筆界未定地番数は０の状態で

す。「変更」ボタンは筆界未定地大字コード、筆界未定地小字コード、筆界未定地仮地番を変更します。「削除」ボタ

ンは、リストで選択されている筆界未定構成筆属性情報を削除します。 
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下のリストには、筆界未定地番の大字名称、小字名称、地番を表示します。「追加...」ボタンを押すと、新規の筆属

性追加用のダイアログを表示します。ダイアログで OKボタンを押すと、筆属性を追加します。「変更」ボタンはリス

トで選択されている筆属性について、ダイアログを表示し、OK ボタンで変更します。「削除」ボタンは、筆界未定地

番を削除します。また、リストの項目の選択時に３Ｄパネルに該当する筆・長狭物図形をハイライトします。 

【選択図形を参照して追加...】３Dパネルで選択されている筆・長狭物図形の筆属性のデータ項目を参照し、筆界未

定筆構成筆属性に筆属性を追加するためのダイアログを開きます。ダイアログを開く際に次のような処理を行なって

います。 

(1) ３Dパネルで選択されている筆・長狭物図形に対応する筆属性のデータ項目を参照し、筆界未定構成筆

属性情報に新規に追加する筆属性のデータ項目にセットする。 

(2) 筆界未定構成筆属性情報の筆属性のデータ項目「地籍」を空白にする。 

(3) 筆界未定構成筆属性情報の筆属性のデータ項目「筆界未定構成筆状態」の値を、参照している筆属性

から変換する。「筆」「白地」「長狭物」はそのまま対応し、そのほかは「その他」とする。 

(4) 筆界未定構成筆属性情報の筆属性のデータ項目をダイアログに表示する。 

(5) ダイアログで OKボタンが押されると、ダイアログで設定されている内容を筆界未定構成筆属性情報の

筆属性のデータ項目にセットし、筆界未定構成筆属性情報に追加する。 

【所有者コードから所有者など設定】情報テーブル(C)が読み込まれているとき、このボタンが使えます。ダイアロ

グで入力されている所有者コードを参照し、情報テーブル(C)から、所有者カナ、所有者、住所を検索し、ダイアロ

グにセットします。また、情報テーブル(D)郵便番号が読み込まれていれば、住所から郵便番号の設定を試みます。 

 

3.6. 仮行政界線情報 
 

ウィンドウ右側の[仮行政]パネルで編集できます。上のリストに仮行政界線の区分と点数を表示します。リストの項

目を選択すると、下に項目のデータを表示します。「追加」ボタンで仮行政界線情報を追加します。「変更」ボタンは

仮行政界線の区分のみを変更します。「削除」ボタンは、リストで選択されている仮行政界線情報を削除します。 

  
下のリストには、仮行政界線を構成する筆界点と図根点の名称を表示します。リストの項目を選択すると、該当する

ここに表示された筆界点あるいは図根点の名称を選択すると、 

該当する点を 3D パネルの中央に表示します 
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点を３Ｄパネルにハイライトします。点を追加するには、３Ｄパネルで筆・長狭物図形か筆界点、図根点を選択し、

点がハイライトされた状態で、「追加」あるいは「挿入」ボタンをおします。「追加」ボタンではリストで選択されて

いる点の後に点を追加し、「挿入」ボタンでは前に挿入します。「削除」ボタンは、リストで選択されている点を削除

します。 

 

3.7. 共有者情報 
 

[筆属性]パネルでの項目[共有者情報の有無]のボタン[編集]で、共有者情報編集用のダイアログを表示します。この

ダイアログで共有者情報の追加、変更、削除および確認できます。 

  
 

4. チェックメニュー 
 

メニュー「ツール」の「地籍フォーマット 2000 チェック」で、問題がある筆・長狭物図形などを検出できます。

  
【対応する筆属性情報がない筆・長狭物】筆・長狭物図形のうち、対応する筆属性情報がないものをリストアップし

ます 

【仮地番のフォーマット】筆・長狭物図形の地番について、最初の文字列が数字以外で、ハイフンがないものやハイ

フンの後に数字がないものをリストアップします。従って、○○号線や○○川などの固有名詞はリストアップされる

ことになります。 

 ・リストアップ対象外 ：「１２３」「１２３－１」「白地‐１」「道‐１」 

 ・リストアップ対象  ：「白地」「白地－」「○○号線」「○○川」 

【地積が 0.0か未入力の筆属性】筆属性をもつ筆・長狭物図形のうち、地積の値が 0.0か未入力の筆属性をリストア
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ップします。 

【所有者が未入力の筆属性】筆属性をもつ筆・長狭物図形のうち、その筆属性の所有者がブランクのものをリストア

ップします。メニュー[筆属性一括設定]で、デフォルトの値を持つ筆属性は作ったが、個別の情報については未入力

分をリストアップするための機能です。筆属性そのものがない図形は「対応する筆属性情報がない通常の筆」でリス

トアップしてください。 

【同一名称の地図番号】地図番号情報で、同一名称を持つものがあればリストアップします。 

【矩形が重複している地図番号】地図番号情報の四角形が完全に重なっている場合をリストアップします。 

【隙間あるいは重なり】地図番号情報の四角形全体について、隣接関係を調べ、四角形の隙間や重なりがある場合、

リストアップし、その形状を表示します。 

【筆属性の共有者情報の有無との整合】筆属性情報での共有者情報の有無の値と、共有者情報ファイルのレコードの

間に矛盾があった場合、その箇所をリストアップします。 

【筆界未定地番数が０か１】筆界未定構成筆属性情報について、筆界未定地番数が０か１のケースを検出します。 

【筆界未定地番の隣接】筆界未定構成筆属性情報について、筆図形が隣接していないケースを検出します。 

【筆界未定地番の重複】筆界未定構成筆属性情報について、同じ筆が登録されているケースを検出します。 

 

チェック結果は、ウィンドウ下の[チェックリスト]パネルに表示されます。 

  
[チェックリスト]の項目を選択すると、該当する図形が３Ｄパネル中央に表示され、選択された状態になります。 

 

【レポートパネル出力】[チェックリスト]パネルに表示している内容を、[レポート]パネルにも表示します。[レポ

ート]では、マウス右ボタンによるポップアップメニューで、テキストがコピーでき、クリップボードを通してファ

イルに保存したり印刷したりしることができます。 

  
OKボタンが押されたときの選択状態を記録し、次回起動時のデフォルトにします。 

 

5. ツールメニュー 
 

5.1. 地番テキスト配置 
 

メニュー「ツール」の「地番テキスト配置」を実行すると、筆・長狭物図形の閉領域の中に、地番の文字列を表示す

る位置を計算し、文字列の位置を黄色い矩形で表示します。文字列の矩形をクリックすると、筆・長狭物図形が選択

できるので、選択の際に便利です。計算時間が多少掛かりますが、編集を始める前に実行されることをお勧めします。 

  
【テキストを表示する】地番のテキストを全て表示します。テキストの表示には大量のメモリーを使用するので、筆・

長狭物図形の数が多い場合、メモリー不足を起こす可能性があります。デフォルトは OFFです。テキストを表示して

いない場合、筆・長狭物図形が選択された際に、矩形の中に地番を表示します。 

OKボタンが押されたときの入力内容を記録し、次回起動時のデフォルトにします。 
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5.2. オプション 
 

処理内容が設定できます。 

  
【筆・長狭物図形の面積から筆属性の地積の計算方法】筆・長狭物図形の面積から筆属性の地積を計算では、小数点

以下２桁にしますが、２桁にする処理の方法が選択できます。以下の処理で参照します。 

・ 地積フォーマット 2000ファイルを開く際に地積が 0.0か未入力の際の計算 

・ [一括処理]-[筆属性一括設定]での地積の計算 

・ [一括処理]-[その他の一括処理]での地積の計算 

・ 筆属性パネルでの地積の計算 

OKボタンが押されたときの入力内容を記録し、次回起動時のデフォルトにします。 

 

6. 情報ファイルメニュー 
 

6.1. 地区別情報 
 

地区別情報ファイル(.hed)の内容を表示、設定するダイアログを開きます。また、このダイアログで設定した内容は、

地籍フォーマット 2000保存の際に、地区別情報ファイルに出力します。複数の組の地籍フォーマット 2000ファイル

が開かれている場合、最初に開かれたものについて表示します。 

  
一旦「ＯＫ」ボタンを押した後、このダイアログでの設定内容は取り消しできません。再度、ダイアログを開いて修

正してください。 

 

6.2. 国土調査登記情報 
 

国土調査登記情報ファイルの編集ダイアログを表示します。ダイアログ左側に各レコードのＩＤをリスト表示します。

リストで選択されたレコードの内容を左側に表示します。複数の組の地籍フォーマット 2000 ファイルが開かれてい

る場合、最初に開かれたものについて表示します。 

ダイアログを開く際に、筆・長狭物図形が選択されていて、それに対応する国土調査登記情報があれば、それを選択

した状態でダイアログを開きます。次の条件で対応している国土調査登記情報を探します。 

・ 筆・長狭物図形の地番と国土調査登記情報の調査後地番と同じ、あるいは調査後地番がなければ調査前地番

と同じ 

・ 筆・長狭物図形の大字名と小字名が国土調査登記情報の地番区域に含まれている 
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 【登記目的入力】選択された項目を登記目的１～４の空いているところに入力します。 

 【登記目的自動入力】他の項目から判定できる場合、登記目的１～４の空いているところに入力します。 

    既に入力されている場合は追加しません。 

条件 入力内容 

処理区分が新設 「表示」 

処理区分が分筆 「分筆」 

処理区分が合併 「合筆」 

処理区分がその他 「地目変更」 

調査前地目と調査後地目が異なる 「地目変更」 

調査前地積と調査後地積が異なる 「地積変更」 

対応する筆属性の筆状態が滅失 「滅失」 

 

「処理区分」が「新設」の場合、「名義人住所」と「名義人氏名」の編集ができません。「処理区分」が「キー変」の

場合、「所在の変更」の編集ができます。「処理区分」が「キー変」「空白」以外の場合、「表示履歴の変更」の編集が

できます。情報テーブルファイル（B）に登記所有者があり、名義人氏名と同じ場合、「所有者の変更」の編集できな

くなります。地積について、地目が「宅地」「鉱泉地」以外あるいは１０㎡以上で、小数点以下の数値がある場合、

警告を表示します。 

 

6.3. メタデータ用レポート 
 

地籍フォーマット 2000のメタデータ(JMP1.1a)を作成の際に参照できる項目をいくつか[レポート]パネルに表示しま

す。[レポート]パネルでは、選択した範囲のテキストをクリップボードにコピーできますので、メタデータ作成の際

にコピー＆ペーストできます。 

  
以下の項目を表示します。 

名称 XMLタグ 内容 

メタデータファイル識別子 mata_file_id 地籍フォーマット 2000ファイル名 

地表の範囲名称 geo_name 地図番号情報ファイルの地図番号名称すべて 

配布データ識別子 distrib_id 作成されているファイル名 

[レポート]パネルへの表示内容例です。 
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 メタデータファイル識別子=[00000_2003_00] 
地表の範囲名称=[Ｐ００５３－４、Ｐ００５４－３、Ｖ００１２－２、Ｖ００１２－３、Ｖ００１２－４、Ｖ００１３－１、

Ｖ００１３－２、Ｖ００１３－３、Ｖ００１３－４、Ｖ００１４－１、Ｖ００１４－２、Ｖ００１４－３、Ｖ００２２－１、

Ｖ００２２－２、Ｖ００２２－３、Ｖ００２２－４、Ｖ００２３－１、Ｖ００２３－２、Ｖ００２３－３、Ｖ００２３－４、

Ｖ００２４－１、Ｖ００２４－２、Ｖ００２４－３、Ｖ００２４－４、Ｖ００３２－１、Ｖ００３２－２、Ｖ００３３－１、

Ｖ００３３－２、Ｖ００３３－４、Ｖ００３４－１、Ｖ００３４－３、Ｖ００４４－１] 
配布データ識別子=[00000_2003_00.hed] 
配布データ識別子=[00000_2003_00.map] 
配布データ識別子=[00000_2003_00.pnt] 
配布データ識別子=[00000_2003_00.pol] 
配布データ識別子=[00000_2003_00.atr] 
配布データ識別子=[00000_2003_00.tcp] 

 
メタデータファイルのエディタは国土地理院のホームページからダウンロードできます。 

 http://zgate.gsi.go.jp/ 
 http://zgate.gsi.go.jp/ch/jmp11a_edi.html 
 

7. 一括処理メニュー 
 

開いているデータをまとめて処理します。一括処理メニューは地籍フォーマット 2000エディタのオプションです。 

 

7.1. 筆属性一括設定 
 

筆・長狭物図形に対応する筆属性を一括して設定します。[対象]で指定した筆・長狭物図形について、チェックが入

っている項目について、値を設定します。チェックが入っていない綱目については、値を変更しません。筆・長狭物

図形に対応する筆属性がない場合、新規に作成します。 

  
【筆・長狭物図形を地番で選択】筆・長狭物選択用のダイアログを開きます。地番について昇順に並べて表示します。

シフトキーとコントロールキーを使うことで複数の地番が選択できます。筆・長狭物図形に対応する筆属性情報があ

る図形については「＊」を表示しています。 

  
【情報テーブル(B)(C)(D)からの設定】情報テーブル(B)と(C)がリードされている場合、選択することができます。

情報テーブルを使い、地番から検索して所有者や住所などを筆属性に設定していきます。一括処理の際に、同一地番

に対して、複数の所有者が定義だれている場合、地番を[チェックリスト]に表示します。また、同一所有者に対して、

複数の住所が定義されている場合、地番と所有者名[チェックリスト]に表示、筆属性への設定は保留します。[ツー

ル]-[チェック]メニューで、住所が未入力の筆属性をリストアップできます。 

次のような流れで筆属性情報を設定します。 

http://zgate.gsi.go.jp/�
http://zgate.gsi.go.jp/ch/jmp11a_edi.html�
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(6) 指定された筆・長狭物図形について、地番をキーとする。 

(7) 情報テーブル(B)で、同じ地番の行を探す。なければ処理終了。同じ地番の行が複数行ある場合、特定

できないので処理終了。 

(8) 情報テーブル(B)の現所有者名と現地目を、筆属性情報に設定する。 

(9) 情報テーブル(C)で、同じ所有者の行を探す。なければ処理終了。同じ所有者の行が複数行ある場合、

特定できないので処理終了。 

(10)情報テーブル(C)の所有者コード、フリガナ、住所を筆属性情報に設定する。 

(11)情報テーブル(D)の郵便番号が読み込まれていれば、住所から郵便番号を探し、特定できれば、筆属性

情報に設定する。 

【筆属性の地図番号を地図番号情報から設定】筆属性情報ファイルの地図番号は、対応する筆・長狭物図形がどの地

図番号情報の範囲に含まれているかを示すものです。ですから、地図番号情報の四角形と筆・長狭物図形の形状から

自動的に設定できます。筆属性の地図番号を地図番号情報の四角形から、一括して設定します。筆・長狭物図形と重

なる地図番号の四角形を検索し、重なった数だけを筆属性の地図番号にセットします。筆属性の地図番号の数が変わ

ったケースについてのみ[確認リスト]にリストアップします。この処理は[対象]の設定にかかわらず、全ての筆・長

狭物図形について行います。地図番号の四角形が長方形でない場合も厳密に重なりを計算します。 

  
 （確認方法）選択した筆・長狭物図形に対応する筆属性の地図番号の数と名称を[レポート]パネルに表示

します。 

  
 地籍フォーマットエディタには、個々の筆属性の地図番号を追加・変更・削除するインターフェースはあ

りません。地図番号情報の変更などがあった場合、この機能で更新してください。また、ファイルの保管

時に筆属性の地図番号情報更新を実行させることもできます。 

【地積（筆・長狭物図形から計算する）】対応する筆・長狭物図形の面積から計算します。小数点以下２桁への丸め

の方法は[ツール]-[オプション]で設定しておきます。 

 

7.2. 筆界点一括設定 
 

指定した複数の筆界点について、項目を一括して設定します。[対象]のリストで選択された筆界点に対して、チェッ

クが入っている項目について、値を設定します。チェックが入っていない綱目については、値を変更しません。筆界

点の数が多い場合、一部の筆界点について[確認リスト]にリストアップします。 
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7.3. 図根点一括設定 
 

指定した複数の図根点について、項目を一括して設定します。[対象]のリストで選択された図根点に対して、チェッ

クが入っている項目について、値を設定します。チェックが入っていない綱目については、値を変更しません。図根

点の数が多い場合、一部の図根点について[確認リスト]にリストアップします。 

  
 

7.4. 国土調査登記一括設定 
 

筆属性情報と情報テーブル(B)から、国土調査登記情報を生成します。複数の組のファイルが開かれている場合、最

初に開かれた組について生成します。既存の国土調査登記情報は削除して、完全に置き換えます。筆属性情報のデー

タが完成している状態を前提にしています。 

 

 
筆属性情報(長狭物以外) 

情報テーブルファイル(B) 
・ 地番名（キー） 
・ 登記地目 
・ 調査前地番 
・ 調査前地積 

  

国土調査登記情報 

 
 

  
 

番号 データ項目 内容 

1 ID １から連番をつけます 

2 修正区分 ダイアログで指定された値をセットします 

3 登記内容 最初にダイアログを開く際に、地区別情報ファイルの「調査地区名」を参

照し、「特殊登記の種類」の選択時に自動設定します。 

⇒調査地区名＋特殊登記の種類＋「に基づく登記変更情報」 
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4 公告日 ダイアログで指定された値をセットします 

5 特殊登記の種類 ダイアログで指定された値をセットします 

6 種別 １(土地)を設定します 

7 調査前地番地区 筆属性情報の大字名称と小字名称からセットします。ダイアログで【「大字」

と「字」を付加する】ことが指定できます。 

⇒大字名称＋「 」＋小字名称 

⇒「大字」＋大字名称＋「 字」＋小字名称 

8 調査前地番 筆属性の地番から、情報テーブル（B）の調査前地番をセットします。情報

テーブル（B）がない場合、該当するデータがない場合、筆属性の地番をセ

ットします。 

9 調査前地目 筆属性の地番から、情報テーブル（B）の調査前地目（登記地目）をセット

します。情報テーブル（B）がない場合、該当するデータがない場合、筆属

性の地目をセットします。 

10 調査前地積 筆属性の地番から、情報テーブル（B）の調査前地積をそのままセットしま

す。情報テーブル（B）がない場合、該当するデータがない場合、筆属性の

地積から計算します。地目が宅地、鉱泉地および地積が 10㎡未満の場合小

数点以下２桁、それ以外小数点以下なしとし、切り捨てで計算します。 

11 物件状態 ダイアログで指定された値をセットします 

12 調査後地番区域 調査前地番と同じなので、何もセットしません 

13 調査後地番 筆属性の地番を、調査前地番と異なる場合、セットします。 

14 調査後地目 筆属性の地目を、調査前地目と異なる場合、セットします。 

15 調査後地積 筆属性の地積から計算し、調査前地積と異なる場合セットします。地目が

宅地、鉱泉地および地積が 10㎡未満の場合小数点以下２桁、それ以外小数

点以下なしとし、切り捨てで計算します。 

16 処理区分 ダイアログで指定された値をセットします 

17 名義人住所 処理区分が２(新設)の場合、筆属性の住所をセットします。 

18 名義人氏名 処理区分が２(新設)の場合、筆属性の所有者をセットします。 

19 地図番号 筆属性の地図番号からセットします。 

20 所在の変更 何もセットしません 

21 表示履歴の変更 何もセットしません 

22 所有者の変更 何もセットしません 

23 登記目的１ [情報ファイル]-[国土調査登記情報]ダイアログの【登記目的自動入力】ボ

タンの処理と同じ内容で該当する内容をセットします。 

24 登記目的２ 同上 

25 登記目的３ 同上 

26 登記目的４ 同上 

 

7.5. 筆・長狭物図形の線分種別 
 

筆・長狭物図形の線分種別の設定別に、線分を色分け表示しています（デフォルトの表示です）。 

 

線分種別 表示色 

字界線 緑 

大字界線 シアン 

市区町村界線 黄色 

区切線 マゼンタ 

鎖線 青 
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【筆・長狭物図形の現状の線分種別を表示】線分種別の表示をデフォルトの表示に戻します。下記の、計算結果の大

字小字界線の表示から戻る際に使用します。 

【筆・長狭物図形の大字小字から界線を計算・表示】筆・長狭物図形に設定されている大字コードと小字コードから、

大字界線と字界線を計算し、一時的に表示します。大字コード、小字コードが０の筆・長狭物図形は計算の対象外と

します。この表示により、大字・小字の設定ミスや、抜けを見つけることができます。表示している大字界線・字界

線はクリックで選択でき、ステータスバーに大字名称、字名称を表示します。線が重なっている場合、同じ位置でク

リックを繰り返すことで、別の線を選択します。[地番テキスト配置]で、閉領域の中に大字名称・小字名称を表示し

ます。 

【筆・長狭物図形の線分種別を一括変更する】大字界線と字界線を計算表示し、計算した大字界線・字界線から筆・

長狭物図形の線分属性を一括して設定する処理などを行ないます。上記の大字小字界線の表示でミスがないことを確

かめた後で、実行してください。その際に、ドーナッツ状の図形の区切線に対しては「区切線」を設定します。線分

属性を変更した線分について、[確認リスト]にリストアップします。 

  
 

7.6. その他の一括処理 
 

  
【地積が 0.0か未入力の場合、地積を筆・長狭物から計算する】筆属性情報の地積が 0.0あるいは未入力の場合、対

応する筆・長狭物図形の面積から計算し、地積を設定します。既に地積が入っている筆属性は対象外です。筆状態が

長狭物・白地・筆界未定地の場合、小数点以下３桁目を切り捨てます。それ以外の場合、小数点以下３桁目で四捨五

入します。 

 

8. その他 
 

8.1. ファイルメニュー 
 

・ 参照:地籍フォーマット 2000 一連のファイルを開きます。 

・ 参照:地籍フォーマット 2000(.slk) 一連の SYLK形式のファイルを開きます。 

・ 参照:情報テーブル 情報テーブルファイルを開きます。 

・ チェックリスト保存：チェックメニューでリストアップした問題点の座標をファイル出力します。[チェックリ

スト]パネルにリストアップされている項目の文字列をテキストファイルに、あるいは座標を NIF2フォーマット

のシンボルおよび DXFファイルのポイントエンティティとして保存します。NIF2ではダイアログで指定されたレ

イヤーとラインタイプで出力します。DXFではレイヤー”0”で出力します。左下と右上座標は、問題点を囲む矩

形を出力します。  

  
 

8.2. 表示メニュー 
 

・ 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]パネルの背景色が指定できます。 

・ チェックリストの点のサイズ：[チェックリスト]パネルの項目に対応する３Ｄ表示の点のサイズを指定 
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・ 確認リストの点のサイズ：[確認リスト]パネルの項目に対応する３Ｄ表示の点のサイズを指定 

・ 表示設定：選択された図形の点列の方向を示す矢印の表示非表示とサイズが指定できます。 

 
 

 

8.3. 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 1.0cm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次元の地図データの中心が参照点となっています。 

・ [地番]パネルに表示されている地番をクリックすると、その筆・長狭物図形が参照点になります。 

 

8.4. マウスによる表示コントロール 
 

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。ツールバーの[回転]がチェック

されている場合に有効です。 

・ 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：要素を選択します。選択された要素の座標を[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]パネルに座標値と分類コード、名称を表示します。 

・ 左ボタンダブルクリック：要素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)：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

と分類コード、名称およびマーク点からの距離・方向角を表示します。 

 

8.5. ツールバーでの表示コントロール 
 

 

・ 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について、有効無効を切り替えます。無効にすると、上空か

ら真下を見る状態になり、北側をウインドウ上側に表示します。 

・ 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 0.00001の最小値です。最小値では、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。1.0 で水平方向と垂直方向が１
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対１になり、通常の３Ｄ表示になります。 

・ 参照点 XYZ：参照点の位置を測量座標で表示しています。座標値の数値入力で、参照点座標が変更できます。 

・ 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。 

・ チェック：[チェック]パネルの各項目に対応する点の３Ｄ表示について表示非表示を指定します。 

・ 確認：[確認]パネルの各項目に対応する点の３Ｄ表示について表示非表示を指定します。 

 

8.6. 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。

要素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、順次異なる要素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。 

 

8.7. マーク点 
 

コントロールキー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、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。 

 

8.8. 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。 

・ 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パネルに表示されないことがあります。 

・ PC のネットワークとの関係で PC の名前が取得できずに、ライセンスキー処理に失敗することがあります。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。 

・ 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、要素が選択で

きないことがあります。ドラッグによる編集でも、選択できないことがあります。 
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