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1. はじめに 
1.1. メタデータエディタでできること 

メタデータエディタは、国際標準化機構の地理情報に関する専門委員会（ISO/TC211）の国際

規格に準拠した日本版プロファイル（JMP2.0：Japan Metadata Profile 2.0）を XML 形式で作成す

るツールです。 
記述する項目の説明、記述条件、記述回数など JMP2.0 仕様に沿った機能を利用して、エクス

プローラ風な操作で JMP2.0 のメタデータを作成することができます。また、作成されたメタデータ

が JMP2.0仕様に適合しているかのXMLチェック機能、他のソフトへの利用を実現するXMLとCSV
の相互変換機能、入力した内容を表形式にレイアウトした印刷機能などが利用できます。 
 
 
1.2. 本マニュアルの構成 

本マニュアルの構成は、以下のようになっています。必要に応じて、各章を参照してください。 
 
 
1 はじめに 
 この章です。 
 
4 インストール 

メタデータエディタのインストール方法です。まずはじめにお読みください。 
 
5 メタデータエディタの概要と基本機能 

メタデータエディタの概要と、メタデータを作成するうえで 低限必要となる基本機能に

ついて解説しています。 
 
6 メタデータの作成 

インストール後、すぐにメタデータを作成したい場合はこちらを参照してください。初めて

メタデータエディタを使う場合は、[5 メタデータエディタの概要と基本機能]に一通り目を

通してから[6 メタデータの作成]を読むことをおすすめします。 
 
7 その他の機能や使い方 

上記の[5 メタデータエディタの概要と基本機能]や[6 メタデータの作成]に書かれていな

い高度な機能や使い方、その他の注意点等について書かれています。 
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2. 動作環境 
メタデータエディタの推奨動作環境は、以下の通りです。 

 
 OS： 

Microsoft Windows98/2000/XP 
 メモリ： 

128MB 以上推奨 
 HDD 空き容量： 
  約 30MB(メタデータエディタ本体) 
  約 100MB (メタデータエディタの実行時) 
  約 160MB (Microsoft .Net Framework1.1 インストール時) 
 

※ 各バージョンの OS では、 新のサービスパックの適用が前提になります。 
※ OS のバージョンによっては、別途下記の必要なソフトウェアのインストールが必要

になる場合があります。 
 
 
3. 必要なソフトウェア 

 
3.1. 必ず必要なもの 

メタデータエディタは、Windows の 新テクノロジである.NET Framework を用いて開発されて

います。そのため、別途.NET Framework のインストールが必要になります。 
 
Microsoft .Net Framework1.1 

メタデータエディタは、.NET Framework 上で動作するソフトウェアですので、.NET Framework
のインストールは必須になります。 
 
3.2. 場合によって必要になるもの 

各バージョンの OS で、 新のサービスパックが適用されていない場合、別途下記のソフトウェ

アのインストールが必要な場合があります。 
 
Microsoft Windows Installer2.0 

メタデータエディタのインストールプログラムは、*.exe 形式ではなく、新しい Windows のインス

トールプログラムである*.msi（Microsoft Windows Installer）を用いて作成されています。お使い

のコンピュータの OSに、 新のサービスパックが適用されている場合は、ほとんどの場合インスト

ールする必要はありません。 
もし、メタデータエディタのインストールプログラムが動作しない場合は、Windows Installerがセ

ットアップされていないことが原因ですので、別途 Windows Installerのインストールを行ってくださ

い。（WindowsUpdate を行うことにより、簡単にセットアップできます） 
 
Microsoft Internet Explorer5.01 

前述の.NET Framework は、Internet Explorer のバージョンが古いと動作しません。お使いの

コンピュータにインストールされている Internet Explorer のバージョンが 5.01 以前である場合は、

別途 Internet Explorer の 新バージョンをインストールしてお使いください。 
お使いのコンピュータに 新のサービスパックが適用されていれば問題ありません。 
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4. インストール 
メタデータエディタをインストールするには、ダウンロードしたメタデータエディタのインストーラを

実行します。インストーラは、通常の Windows インストーラとして提供されていますので、ダブルク

リックして実行します。 
 

 
メタデータエディタは、Windows の 新の実行環境である.net Framework を使って

作成されています。そのため、メタデータエディタを動作させるには、別途 .net 
Framework のインストールが必要です。.net Framework は、WindowsUpdate で簡

単にインストールすることができます。 
 

 
 
Step1：ようこそ画面 

 
 
Step2：インストール先の指定 

 
 
Step3：インストールの確認 

 
 

インストーラを実行すると、まず「eMetaEdit セットアッ

プウィザードへようこそ」という画面が表示されます。 
以後は、画面の指示に従ってインストールを行いま

す。 

インストール先の指定： 
インストール先は任意に指定が可能です。「参照」ボ

タンをクリックして、インストール先を変更できます。 
※通常は、特に変更の必要はありません。 

インストールの確認： 
これまでの設定内容が正しいことを確認して、「次へ」

ボタンをクリックします。 
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Step4：ファイルのコピー 

 
 
Step5：インストール完了 

 
 
 
 
 
 

ファイルのコピー： 
必要なファイルのコピーとコンピュータへの登録を行

います。お使いのコンピュータの環境によって、数分

かかることがあります。 

インストール完了： 
これでインストールは終了です。「閉じる」ボタンをクリ

ックしてインストーラを終了します。 
スタートメニューの「メタデータエディタ」から実行でき

ます。 
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5. メタデータエディタの概要と基本機能 
 
5.1. メタデータエディタの起動 

スタートメニューの「メタデータエディタ」をクリックすると、メタデータエディタが起動します。 
 
 
5.2. 画面構成 

メタデータエディタの基本的な画面構成は、以下の通りです。 
通常の Windows アプリケーション同様、機能はメインメニューあるいはツールバーから選択し

て利用します。メタデータエディタ専用のインターフェイスとしては、画面左側に、JMP2.0 の構造を

ツリーで表示した”ツリービュー”、右側に、ツリービューで選択した入力項目を表形式で表示した”
入力グリッド”、そして選択中の各項目の入力ガイド文を表示する”入力ガイド” があります。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

入力ガイド： 
選択した項目の入力ガイドが表示

されます 

入力グリッド： 
画面左側のツリーで選択した項

目の内容を入力します。ツリー

ビュー上でクリックした項目によ

って、表示が切り替わります 

ツリービュー： 
JMP2.0 の構造がツリー

で表示されます 

ツールバー： 
頻繁に使う機能は、ツールバー

に表示されています。 

メインメニュー： 
メインメニューから、機能を選択

します。 



6 

5.3. メインメニュー及びツールバー 
メインメニュー及びツールバーの構成は以下の通りです。 

 
5.3.1. ファイルメニュー 

■ 新規 
新規にメタデータファイルを作成します。ツールバーの  
ボタンも同じです。 

 
■ 開く 

既存のファイル開きます。ツールバーの ボタンも同じで 
す。 

 
■ 名前を付けて保存 

作成・編集したメタデータファイルを名前を付けて保存しま 
す。保存時には、XML Schema によるスキーマ構造のチェ 
ックが行われます。 
 

■ 保存 
作成・編集したメタデータファイルを保存します。保存時に 
は、XML Schema によるスキーマ構造のチェックが行われ 
ます。ツールバーのボタンも同じです。 
 

■ 一時保存 
作成・編集中のメタデータファイルを保存します。一時保存 
では、XML Schema によるスキーマ構造のチェックは行わ 
れません。ツールバーの ボタンも同じです。 
 

■ レイアウト印刷 
作成・編集したメタデータファイルをレイアウト印刷します。 
 

■ 印刷 
作成・編集したメタデータファイルをそのまま印刷します。 
 

■ ページ設定 
印刷時のページ設定ダイアログを表示します。 
 

■ 印刷プレビュー 
印刷プレビュー画面を表示します。 
 

■ 終了 
メタデータエディタを終了します。 
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5.3.2. 編集メニュー 
■ 検索/置換 

作成・編集中のメタデータ内の任意の文字列を検索/置換 
します。ツールバーの ボタンも同じです。 

 
■ Undo 

作成・編集時に、直前に行った作業/動作を Undo（元に戻 
す）します。 

 
■ Redo 

Undo した作業/動作を Redo（やり直す）します。 
 

 
5.3.3. 表示メニュー 

■ 上へ 
入力グリッドの表示を、１階層上位の入力グリッドに切り替 
えます。ツールバーの ボタンも同じです。 

 
■ 前に戻る 

入力グリッドの表示を、直前に表示していた入力グリッド 
の表示に切り替えます。ツールバーの ボタンも同じで 
す。 

 
 

5.3.4. ツールメニュー 
■ XML チェック 

作成・編集中のメタデータの構造が正しいかどうかをチェ 
ックします。ツールバーの ボタンも同じです。 

 
■ CSV 変換/XML（JMP2.0）から CSV へ変換 

指定した XML ファイル（JMP2.0 形式のメタデータファイル） 
を CSV 形式のファイルに変換します。 

 
■ CSV 変換/ CSV から XML（JMP2.0）へ変換 

指定した CSV ファイルを XML ファイル（JMP2.0 形式のメタ 
データファイル）に変換します。 

 
 
 

 

 

 
 

 



8 

5.4. ツリービュー 
 
5.4.1. アイコンについて 
画面左側には、JMP2.0 の構造を Windows のエクスプローラーのようなツリー構造で視覚表示

した ”ツリービュー” が表示されます。ツリービュー上では、Windows のエクスプローラーと同じく、

＋マークをクリックすることによりそれ以下のツリーを展開し、－マークをクリックすることでそれ以

下のツリーを閉じます。 
ツリービュー上では、アイコンによって各項目の入力条件を表しています。アイコンと入力条件

の対応は以下の通りです。 
 
 

 
パッケージ： 
すべてのクラス・項目のルートとなる項目を示すアイコン。 

 

入力必須クラス： 
入力必須クラス（項目のあつまり）をしめすアイコン。このアイ

コンがついている項目に含まれる項目は、かならず入力する

必要があります。 

 

条件付入力必須クラス： 
入力必須クラス（項目のあつまり）をしめすアイコン。このアイ

コンがついている項目に含まれる項目は、ある条件を満たす

とき、かならず入力する必要があります。入力ガイドの表示に

したがって入力してください。 

 

任意入力クラス： 
任意入力クラス（項目のあつまり）をしめすアイコン。このアイ

コンがついている項目に含まれる項目は、入力してもしなくて

もかまいませんが、入力できるときはなるべく入力するように

してください。 

 

入力必須項目： 
必須入力項目をしめすアイコン。このアイコンがついている項

目は、かならず入力する必要があります。 

 

条件付入力必須項目： 
条件付き必須入力項目をしめすアイコン。このアイコンがつい

ている項目は、ある条件を満たすとき、かならず入力する必

要があります。入力ガイドの表示にしたがって入力してくださ

い。 

 

任意入力項目： 
任意入力項目をしめすアイコン。このアイコンがついている項

目は、任意入力の項目です。入力してもしなくてもかまいませ

んが、入力できるときはなるべく入力するようにしてください。 
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5.4.2. エクスクラメーション・マークについて 
ツリービューに表示されている要素は、アイコンによって入力条件がわかるようになっています

が、必須入力項目（必ず入力しなければならないもの）については、既に入力済みであるのか、未

入力であるのかがわかるようになっています。 
 
必須入力項目で未入力のものには、ツリー各項目の右側にエクスクラメーション・マーク（ビック

リマーク） が表示されます。エクスクラメーション・マークは、入力を行うと消えますので、必須項

目で未入力のものをチェックする目安としてください。 
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5.4.3. ツリービューの機能 
ツリービューは、JMP2.0 の構造を文字通りツリー形式で表現したものです。ツリービューの任意

のノード（ツリービュー上の個々の項目）をマウスの右ボタンでクリックすると、ノードの追加や削除

を行うことができます。 
ツリー上の各ノードは、JMP2.0 の要素やクラスを表しています。ツリーの末端の項目（子ノード

を持たない項目：＋や－の記号がついていないもの）は要素（エレメント）を表し、子ノードを持つ

項目はクラスを表しています。 
 
■ノード（サブエレメント）の追加 

JMP2.0では、クラスや要素によって、複数回記述できるものと1回のみ記述できるものがありま

す。複数回記述できるクラスや要素は、ツリーのクラスや要素上でマウスの右ボタンをクリックす

ると、「サブエレメント追加」というメニューが表示され、追加するクラスや要素の一覧が表示されま

す。一覧から追加したいクラスや要素を選択することで、クラスや要素を追加することができます。 
 

 
クラスや要素の追加は、追加したいクラスや要素そのものを右クリックするのではなく、 
追加したいクラスや要素を持つ上位のノードを右クリックする点に注意してください。 
 

 
要素の追加： 

 
 

 
 

追加する要素の上位のノードを

右クリックし、「サブエレメント追

加」メニューから追加するサブエ

レメント（要素）を選択します。 
 
例： 
階層レベル 

ツリー上で追加された要素が入

力グリッド上にも追加され、フォ

ーカスが移動します。 
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クラスの追加： 

 
 

 
 

 

追加するクラスの上位のノード

を右クリックし、「サブエレメント

追加」メニューから追加するサブ

エレメント（クラス）を選択しま

す。 
 
例： 
参照系情報 

ツリー上で追加されたクラスが

入力グリッド上にも追加され、フ

ォーカスが移動します。 
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■ノード（エレメント）の削除 
ツリー上のノードをマウスの右ボタンでクリックすると、「エレメント削除」というメニューが表示され

ます。このメニューを選択することで、該当ノード（クラスや要素）を削除することができます。 
 

 
クラスや要素の追加とは異なり、削除する場合は削除するノードそのものをマウスの 
右ボタンでクリックし、削除メニューによって削除します。 
選択したノードが子を含む場合は、子要素ごと削除されてしまいますので、注意してく 
ださい。 
 
※選択したノードの入力条件が「必須」の場合は、ノードは削除されず、入力内容だけが

クリアされます。 
 

 
 

 
 

 
 
 

削除するノードを右クリックし、

「エレメント削除」メニューを選択

します。 
 
例： 
階層レベル 

階層レベルが削除されました。



13 

5.5. 入力グリッド 
画面右側では、ツリービュー上でクリックした項目の入力用画面が表示されます。入力用の画

面は、ツリービュー上でクリックした項目によって異なり、特に「下位に項目を含む階層」であるクラ

スを選択した場合は、表形式に一度に複数の項目を入力できる「入力グリッド」として表示されま

す。 
入力グリッドは、左側に項目名が表示され、右側が入力セルとなっています。入力セルは、直接

入力できるものと、下位のクラスを入力するための入力グリッドを表示するものがあります。 
 

 
 
 

 
入力グリッド内は、キーボードの Tab キーまたは上下の矢印キーで移動することがで 
きます。勿論、入力したいセルにマウスをあわせてマウスのボタンをクリックすることで 
も入力状態になります。 
 
エディタを起動直後は、いくつかの項目ではデフォルト値が入力されています。特に必 
要のない限り、デフォルト値を変更する必要はありません。 
 
「メタデータ標準の名称」など、一部の項目についてはデフォルト値が変更できません。 
変更できない項目は、文字がグレーで表示されています。 
 
 
※ 入力セルに「左のツリーから追加」と表示されているものは、複数入力可能な

項目です。[5.4.3 ツリービューの機能]で説明している方法にしたがって項目

（サブエレメント）を追加してから、追加された入力セルに内容を追加すること

ができます。 
 

 
 

 

入力グリッド 
画面左側のツリーで選択

した項目の内容を入力し

ます。ツリービュー上でク

リックした項目によって、

表示が切り替わります 
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5.5.1. テキスト入力 
任意のテキストが入力できます。テキスト入力の項目は、入力セルが空白の状態になっていま

す。 
 

 
 
 

5.5.2. ドロップダウン入力 
ドロップダウンリストによる選択候補のなかから、１つを選択します。選択候補に表示されるもの

意外の入力はできません。 
 

 
 
 

テキスト入力 
自由にテキストを入力で

きます。 

ドロップダウンリスト 
表示される候補のなかか

ら、１つを選択します。 
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5.5.3. カレンダーによる日付の入力 
表示されるカレンダーから、任意の日付を選択します。デフォルトでは、現在の日付が表示され

ていますが、日付を入力したくない場合は表示されている日付を選択して反転表示させ、キーボ

ードの Delete キーにより削除することができます。 
 

 
 
 

カレンダー入力 
表示されるカレンダーか

ら、任意の日付を選択し

ます。 
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5.5.4. 下位クラスの入力グリッドの表示 
入力グリッド内の要素が下位のクラスを持つ場合は、項目名の右の入力セルに「○件のデータ

が入力されています」と表示されています。入力セル右側にあるボタンをクリックすると、データが

入力されていない場合は「追加」というメニューが、データが入力されている場合は「追加」メニュ

ーと入力されている件数分の数字がメニューとして表示されます。 
これらのメニューをクリックすることで、新規に下位クラスの追加、あるいは入力済みの下位クラ

スの内容を編集することができます。 
 
■追加： 

 
 

 
 
 

追加 
「○件のデータが登録されています」と

表示されている入力セルをクリックする

と、「追加」メニューが表示されます。 

追加された下位クラスの入力グリッド 
上位クラスで「追加」を選択した場合、

下位クラスの入力グリッドが表示されま

す。 
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■編集： 

 
 

 
 
 

下位クラスの編集 
「○件のデータが登録されています」と

表示されている入力セルをクリックする

と、既にデータが登録されている場合

は「追加」メニューと数字が表示されま

す。 

下位クラスの内容の編集 
上位クラスで表示されるメニューから数

字を選択した場合、下位クラスの入力

グリッドが表示され、入力済みの内容

を編集できます。 
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5.5.5. 入力グリッド画面の切り替え 
入力グリッド画面は、ツリービューで選択している要素と連動していますが、明示的に入力グリ

ッドを「上位の入力グリッド」や「直前に入力していた入力グリッド」に切り替えることもできます。 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

下位クラスの追加・編集 
下位クラスの入力グリッドを表示しま

す。 

上へ 
上位クラスの入力グリッドを表

示します。 

戻る 
直前に入力していた入力グリ

ッドを表示します。 

入 力 グ リ ッ ド

の表示切替 
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5.6. 入力ガイド 
入力ガイドは、ツリービューや入力グリッド上で選択した項目に関して、入力のためのガイドを

表示します。入力ガイドにしたがって、内容を入力してください。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

入力ガイド 
選択した項目の入力ガイ

ドが表示されます 



20 

6. メタデータの作成 
 
6.1. 新規作成 

メタデータエディタを起動した直後は、新規作成と同じ状態です。このとき、デフォルト値が設定

されている項目以外は、全て空白で表示されます。 
 

 
 
 

 
編集途中で「新規作成」を選択した場合は、編集中の内容を保存するかどうかをたず

ねるダイアログが表示されます。 
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6.2. 既存ファイルの編集 
メタデータエディタは、既存のメタデータファイル（XML ファイル、あるいは「一時保存」したファイ

ル）を編集することもできます。メインメニューあるいはツールバーから「開く」を選択すると、ファイ

ルを指定するダイアログが表示されますので、任意のファイルを選択してメタデータエディタに読

み込みます。 
 
 
 
 

 
 
 

 
編集途中で「開く」を選択した場合は、編集中の内容を破棄するか、保存するかをた

ずねるダイアログが表示されます。 
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6.3. データの入力 
データの入力は、全て入力グリッド上で行います。入力グリッドでは、 

・ テキスト入力 
・ ドロップダウンリストによる選択 
・ カレンダーによる日付指定 

ができます。テキスト入力なのか、ドロップダウンリストによる選択なのか、日付なのか、ということ

は、メタデータの各入力項目（要素）の持つデータ形式によって異なります。 
 

画面左側のツリービューと入力グリッドは連動しており、ツリー上でクリックした項目が入力グリ

ッド上では以来と表示（選択状態）されます。ツーリービューのアイコンがオレンジ色のもの（必須

クラス及び必須要素）については、もれなく入力する必要があります。 
各項目の入力方法については、[5.5 入力グリッド]を参照してください。 

 
 
各項目の入力方式（データ型）と入力内容の解説については、[8.1 各項目の解説]を
ご覧ください。 
 
複数入力可能なクラスや要素の入力方法については、[5.4.3 ツリービューの機能]を
参照ください。 
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6.4. テンプレートを利用した入力 
メタデータを入力するうえでは、同じような内容を何度も入力する場面があります。そのような場

合は、一度入力した内容を保存しておき、必要な場合に呼び出す「テンプレート」機能が便利で

す。 
テンプレート機能は、 

・ 問合せ先 
・ 参照系情報 
・ データ品質情報の報告 

に対して用意されています。 
 

6.4.1. テンプレートの保存 
テンプレートが適用可能な項目（クラス）を選択すると、ツールバー上に「テンプレート開」「テン

プレート保存」というボタンが表示されます。入力グリッド上で入力した内容をテンプレートとして保

存する場合は、「テンプレート保存」ボタンをクリックします。 
テンプレート保存ボタンをクリックすると、保存するテンプレート名を指定するダイアログが表示

されます。ここで、任意の名前を入力します。保存するテンプレートの名前は任意に指定でき、保

存時に付けた名前は、そのままテンプレートを呼び出すときの名前になりますので、わかりやすい

名前を付けてテンプレートの整理に役立ててください。 
 
Step1：テンプレート内容の入力 

 
 
Step2：テンプレートの保存 

 
 
 

テンプレート内容の入力： 
入力グリッドでテンプレートの内容を入力したら、ツ

ールバーの「テンプレート保存」ボタンをクリックしま

す。 
 
※ ツールバーの「テンプレート保存」ボタンは、テ

ンプレートが適用可能なクラスを選択している

ときだけ表示されます。 
 

テンプレートの保存： 
テンプレートの名前を入力します。ここで指定する

名前が、次回以降テンプレートを呼び出す際の ID
になりますので、わかりやすい名前をつけてくださ

い。 
※ 既に登録済みのテンプレートと同じ名前を付

けた場合は、上書きされます。 
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6.4.2. テンプレートの呼出と適用 
保存済みのテンプレートを適用したい場合は「テンプレート開」ボタンをクリックします。すると、

テンプレート選択ダイアログが表示されますので、適用するテンプレートを選択します。 
 
Step1：テンプレート適用クラスの選択 

 
 
Step2：テンプレートの呼出 

 
 
Step3：テンプレートの適用 

 
 

テンプレート適用クラスの選択： 
ツリービュー上で、テンプレートを適用したいクラス

を選択します。この時点では、入力グリッドには何も

入力されていない状態です。 
この状態で、ツールバーの「テンプレート開」ボタン

をクリックします。 
 
※ 既にデータが入力されている場合でも、テンプ

レートを呼び出し、適用することができます。

ただし、その場合は入力内容はクリアされ、適

用するテンプレートの内容で上書きされます。

 

テンプレートの呼出： 
テンプレート選択ダイアログ上で、適用するテンプ

レートを選択します。 

テンプレートの適用： 
選択したテンプレートの内容が入力グリッドに反映

されました。 
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6.5. メタデータの保存 
メタデータエディタの保存機能には、2 種類の保存方法があります。 
 

6.5.1. 保存（名前を付けて保存） 
入力・編集した内容を、JMP2.0 形式のメタデータファイル（XML ファイル）として保存します。保

存時には、自動的に XML Schema によるデータ構造のチェックが行われ、入力漏れやデータ構造

の矛盾の検査が行われます。 
 
■ 入力・編集内容に漏れや矛盾がなかった場合 

通常の Windows アプリケーションでファイルを保存する際に表示されるものと同様のファイル

保存ファイアログが表示されます。ダイアログ上で、保存先とファイル名を指定、入力し、ファイル

を保存します。ここで保存されたファイルは、JMP2.0 形式のメタデータファイル（XML ファイル）にな

ります。 
 
 
■ 入力・編集内容に漏れや矛盾があった場合 

仮に入力・編集内容に漏れや矛盾があった場合は、エラー箇所を示すダイアログが表示されま

す。 
 

 
 

エラーメッセージには、 
・ エラーの修正箇所（入力漏れやデータ型の矛盾など） 

が表示されていますので、該当する箇所を変更し、再度保存してください。 
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6.5.2. 一時保存 
「一時保存」は、作業状態のファイルをそのまま保存する機能です。通常の保存機能とは異なり、

メタデータとしての構造のチェックは行いませんので、編集途中の状態でファイルを保存しておき

たいときなどは「一時保存」で保存するようにしてください。 
「一時保存」も、通常の「保存」や「名前を付けて保存」機能と同じく、Windows アプリケーション

でファイルを保存する際に表示されるものと同様のファイル保存ファイアログが表示されます。ダ

イアログ上で、保存先とファイル名を指定、入力し、ファイルを保存します。 
 

 
一時保存で保存される場合のファイル形式は XML ファイルですが、メタデータエディタ

は一時保存されるファイルには自動的に*.xmlsave という拡張子を付けて保存しま

す。一時保存したファイルを再度編集したい場合には、ファイルメニューあるいはツー

ルバーから「開く」を選択し、*.xmlsave という拡張子のつくファイルを開いてください。 
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7. その他の機能や使い方 
 
7.1. 印刷機能 
 

7.1.1. 印刷 
メタデータの XML ファイルを印刷します。XML 形式のファイルをそのまま印刷します。 
メインメニューから「ファイル/印刷」を選択することで、出力を得ることができます。 

 
7.1.2. 印刷プレビュー 
メタデータの XML ファイルをプレビュー表示します。 
メインメニューから「ファイル/印刷プレビュー」を選択すると、プレビュー画面が表示されます。 

 

 
 
 

表示されているプレビューを

印刷します 

上下のボタンをクリックするこ

とで、ページを切り替えます 

表示する大きさを変更できま

す 

複数のページを一度に表示

（サムネイル表示）できます 

プレビュー画面を閉じます 
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7.1.3. レイアウト印刷 
メタデータの XML ファイルを、レイアウトして印刷します。タグ名等は表示されず、入力されている

内容を表形式にレイアウトして表示します。 
 

 
 
 

レイアウト印刷画面を閉じます

レイアウト印刷します 

印刷プレビュー画面を表示し

ます 
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7.2. 検索機能 
 

7.2.1. 検索 
入力されている内容に対し、任意の検索文字列による検索を行うことができます。 

ツールバーの ボタンをクリックするか、メインメニューから[編集/検索]を選択すると、以下のよ

うなダイアログが表示されます。 

 
 
 
 

7.2.2. 置換 
検索を行う再に表示される検索/置き換えダイアログを使って、文字列の置換操作を行うことが

できます。 
 

 
 
 

検索のオプションを指定しま

す。指定できるオプションは、

・ 部分一致 
・ 完全一致 
・ 正規表現 
の３つです。 

検索する文字列を入力しま

す。 

検索します。 

検索ダイアログを閉じます。 

検索方向を指定します。 

置換する文字列を入力しま

す。 

置換します。 

検索ダイアログを閉じます。 
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7.3. XML チェック機能 
入力した内容が JMP2.0 の仕様を満たしているかどうかをチェックする機能です。保存時にも自動

的に XML のチェックは行われますが、入力途中でチェックを行うこともできます。 
 
ツールバーの ボタンをクリックするか、メインメニューから[ツール/XML チェック]を選択するこ

とで、XML のチェックが行われます。 
 
入力内容が正しい場合： 
以下のようなメッセージが表示されます。 

 
 
入力内容に不備がある場合： 
必須入力項目が入力されていなかったり、入力内容が正しくない場合は、以下のようなメッセージ

が表示されます。メッセージの内容にしたがって、入力内容を修正してください。 
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7.4. CSV 変換機能 
メタデータエディタでは、１つのメタデータファイルを作成、編集することはきますが、複数のファ

イルを一度に作成する機能はサポートしていません。複数のファイルを作成するときは、CSV 変換

機能を利用して CSV ファイルを作成し、CSV ファイルの内容をコピー＆ペーストするなどして複数

のメタデータファイルを作成することがます。 
 

7.4.1. XML から CSV への変換 
作成済みの XML ファイルを「ひな型」として、XML ファイルを CSV ファイルに変換します。CSV フ

ァイルに変換したあとは、Excel 等の外部アプリケーションを利用して変換した CSV ファイルを編集

し、複数のメタデータを作成することができます。 
 
メインメニューから[ツール/CSV 変換/XML(JMP2.0)から CSV へ変換]を選択すると、以下のような

ダイアログが表示されます。 

 
 
 
 
 
 
CSV 変換機能を利用して出力した CSV ファイルは、Excel 等の外部アプリケーションを使って編集

します。 
 
CSV ファイルを編集する場合は、XML のタグ構成が出力されたときと同じでないと、CSV から XML
への変換が正常に行われなくなる可能性があります。 
 
 
 
 
 
 

変換元となるXMLファイルを指

定します 

出力先フォルダとファイル名を

指定します 

変換実行します 

変換ダイアログを終了します 
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7.4.2. CSV から XML への変換 
編集した CSV ファイルをもとに、複数のメタデータの XML ファイルを作成できます。 
メインメニューから[ツール/CSV 変換/CSV から XML(JMP2.0)へ変換]を選択すると、以下のよう

なダイアログが表示されます。 

 
 
 

 
 
 

一括出力するフォルダを指定

します 

CSV ファイルの読み込み時に

自動的に XML チェックを行い

ます。 
エラーがあった場合は、詳細を

表示して確認できます。 

複数のファイルを一括して、

Validation（XML の構造チェッ

ク）します 

複数のファイルを一括して出

力します 
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7.4.3. CSV ファイルの取り扱いについて 
CSV 変換機能では、Excel 等の外部アプリケーションによって編集した CSV ファイルを読み込み、

XML 形式で保存します。その際、読み込む CSV ファイルはメタデータエディタが出力した CSV ファ

イルと同じ構造である必要があります。ここでは、CSV ファイルを編集する際の注意点について解

説します。 
 
■CSV ファイルを Excel で編集する際の注意点：Excel への読み込み 

CSV ファイルを Excel で編集する際は、下記の方法で Excel への読み込みを行ってください。 
 
 

メタデータで取り扱うコードには”001”のようにゼロ埋めのコードが多数あります。CSV ファイル

をダブルクリックやファイル/開くの方法で Excel に読み込ませてしまうと、Excel が自動的に”001”
を数値の”1”と解釈してしまうため、そのまま編集・保存してしまうと、メタデータエディタの読み込

み時にエラーとなってしまうためです。 
 
 
 
① CSVファイルを開く 

Excelのメインメニューから、 
「データ/外部データの取り込み/
データの取り込み」を選択します。
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② データファイル選択 
編集したいCSVファイルを選

択し、「開く」ボタンをクリック

します。 

 
 

③ テキストファイルウィザード 1/3 
CSVファイルを読み込むので、[元のデー

タの形式]欄のオプションボタンを「カンマ

やタブなどの区切り文字によってフィール

ドごとに区切られたデータ」に設定 
↓ 

「元のファイル」欄で 
「932：Japanese(Shift-JIS)」を選択 

↓ 
「次へ」ボタンをクリック 

 
 

④ テキストファイルウィザード 2/3 
CSVファイルを読み込むので、[区切り文

字]欄の「カンマ」のみをチェック 
↓ 

[文字の引用符]欄を「”」に設定 
↓ 

「次へ」ボタンをクリック 
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⑤ テキストファイルウィザード 3/3 
[データのプレビュー]欄で全ての列を選

択し、 
↓ 

[列のデータ形式]欄のオプションボタンを

「文字列」に指定 
↓ 

「次へ」ボタンをクリック 

 
 

⑥ データのインポート 
インポート先のセルを指定 
（左上隅のセル：$A$1） 

↓ 
「OK」ボタンをクリック 
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⑦ インポート完了 
①～⑥の操作を行うことで、”001”, “002”などのゼロ埋めのコードをそのまま読み込むことができ

ます。 
CSVのインポート後は、Excel上でコピー＆ペースト等の編集作業ができます。 
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8. 付録 
 
8.1. 各項目の解説 

以下に、エディタ上で表示される各項目の一覧と、入力方法を示します。 
 

8.1.1. メタデータ情報 
 要素/要素体名称[ 大記述回数] 概要・記述条件など 
 メタデータ情報 [1] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
  ファイル識別子 [1] テキスト入力。ファイル識別子を入力。 
  言語 [1] ※エディタでは、規定値（編集不可）が入力済み。 
  文字集合 [1] ドロップダウンリストによる選択。 
  親識別子 [1] テキスト入力。条件付必須（データ集合でない場合は

必須）。 
  階層レベル [*] ドロップダウンリストによる選択。条件付必須（データ

集合でない場合は必須）。 
  階層レベル名 [*]  　　テキスト入力。条件付必須（データ集合でない場合は

必須）。 
+  問合せ先 [1] 必須入力。[8.1.7 問合せ情報]参照。 
  日付 [1] カレンダー入力。※エディタでは、編集日付が規定

値。 
  メタデータ規格の名称 [1] ※エディタでは規定値（編集不可）が入力済み 
  メタデータ規格の版 [1] ※エディタでは規定値（編集不可）が入力済み 

+  参照系情報 [*] 任意入力。[8.1.2 参照系情報]参照。 
+  識別情報 [1] 必須入力。[8.1.3 識別情報]参照。 
+  配布情報 [*] 任意入力。[8.1.4 配布情報]参照。 
+  データ品質情報 [*] 任意入力。[8.1.5 データ品質情報]参照。 

 
 

8.1.2. 参照系情報 
 要素/要素体名称[ 大記述回数] 概要・記述条件など 

 参照系情報 [*] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
+  参照系識別子 [1] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
 +  典拠 [1] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
    題名 [1] テキスト入力。参照系識別子の典拠の題名入力。 
  +  日付情報 [*] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
     日付 [1] カレンダー入力。 
     日付型 [1] ドロップダウンリストによる選択。 
   符号 [1] 　テキスト入力。参照系の識別子を入力。 

 
 

8.1.3. 識別情報 
No. 要素/要素体名称[ 大記述回数] 概要・記述条件など 
 識別情報 [1] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
+  引用 [1] [8.1.6 引用情報]参照。 

  要約 [1] テキスト入力。データの要約を自由に記述。 
  目的 [1] テキスト入力。データの作成目的を自由に記述。 
  状態 [*] ドロップダウンリストによる選択。 

+  問合せ先 [*] [8.1.7 問合せ情報]参照。 
+  概要の図示 [*] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
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   ファイル名 [1] 　テキスト入力。概要図のファイル名称を記述 
   ファイル記述 [1] テキスト入力。概要図の説明を記述 
   ファイル型 [1] テキスト入力。概要図のファイル型を記述 

+  記述的なキーワード [*] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
   キーワード [*] テキスト入力。キーワードを自由に記述。 
   型 [1] ドロップダウンリストによる選択。 

+  資源の制約 [*] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
   利用制限 [*] テキスト入力。 
  空間表現型 [*] ドロップダウンリストによる選択。 

+  空間解像度 [*] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
 +  等価縮尺 [1] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
    分母 [1] テキスト入力。縮尺の分母の実数値（数値）を入

力。 
   距離 [1] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
    値 [1] テキスト入力。距離の値（数値）を実数で入力。 
    距離の単位 [1] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
   +  単位の型 [1] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
      単位の名称 [1] ドロップダウンリストによる選択。 
      単位の種類 [1] テキスト入力。単位の種類を自由に入力。 
  言語 [*] ドロップダウンリストによる選択。 
  文字集合 [1] ドロップダウンリストによる選択。 
  主題分類 [*] ドロップダウンリストによる選択。 
  

+  範囲 [*] 任意入力。[8.1.8 範囲情報]参照 
 
 

8.1.4. 配布情報 
 
No. 要素/要素体名称[ 大記述回数] 概要・記述条件など 
 配布情報 [1] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
+  配布書式 [*] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
   書式名 [1] 　　　　テキスト入力。交換形式（データフォーマット）を自由

に記述 
   バージョン  [1]                       テキスト入力。交換形式名称のバージョンを自由に

記述。 
+  交換任意選択 [*] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
 +  オンライン [*] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
    リンク [1] テキスト入力。URL 等のオンライン上の情報源を自

由に記述。 
    記述 [1] テキスト入力。オンライン情報源に関する情報を自

由に記述 
 +  オフライン [1] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
    媒体名 [1] 　ドロップダウンリストによる選択。 
    

 
    媒体の注意事項 [1]        テキスト入力。備考を入力。 
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8.1.5. データ品質情報 
 
No. 要素/要素体名称[ 大記述回数] 概要・記述条件など 
 データ品質情報 [*] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
+  適用範囲 [1] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
   レベル [1] ドロップダウンリストによる選択。 
   レベル記述 [*] テキスト入力。レベルが”データ集合”でな

かった場合は必須。 
 +  範囲情報 [1]  [8.1.8 範囲情報]参照 

+  報告 [*] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
   評価手法の記述 [1] テキスト入力。品質評価の具体的な手法

を入力。 
 +  結果 [2]         --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
  +  適合性の結果 [1]     --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
   +  仕様 [1]            [8.1.6 引用情報]参照。 

     説明 [1]          テキスト入力。適合性評価に関する説明

の記述を入力。 
     合否 [1]              ドロップダウンリストによる選択。 
  +  定量的結果 [1]     --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
   +  測定の単位 [1] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
      単位の名称 [1] ドロップダウンリストによる選択。 
      単位の種類 [1] テキスト入力。単位の種類を自由に入力。

     誤差統計 [1]                      テキスト入力。データ品質評価の統計的

手法を記入。 
     測定値 [*]                テキスト入力。定量的な評価結果を行った

際の評価値を入力。 
   データ品質要素型 [1]                         ドロップダウンリストによる選択。 
   

+  系譜 [1] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
   説明 [1]          テキスト入力。系譜の説明を入力。 

 
 

8.1.6. 引用情報 
No. 要素/要素体名称[ 大記述回数] 概要・記述条件など 
 引用 --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 

  題名 [1] テキスト入力。引用元の題名を自由に記述。 
+  日付情報 [*] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
   日付 [1] カレンダー入力。 
   日付型 [1] ドロップダウンリストによる選択。 

 
 

8.1.7. 問合せ情報 
 要素/要素体名称[ 大記述回数] 概要・記述条件など 

 問合せ先 --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
  個人名 [1] 
  組織名 [1] 
  役職名 [1] 

テキスト入力。個人名、組織名、役職名のいずれ

かが必須入力。 
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+  問合せ情報 [1] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
 +  電話番号情報 [1] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
    電話番号 [*] テキスト入力。電話番号を入力。 
    ファクシミリ番号 [*] テキスト入力。ファクシミリ番号を入力。 
 +  住所 [1] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
    住所詳細 [*]                       テキスト入力。所在地を入力。 
    市区町村 [1] テキスト入力。市区町村名を入力。 
    都道府県名 [1] テキスト入力。都道府県名を入力。 
    郵便番号 [1] テキスト入力。郵便番号を入力。 
    国 [1] ドロップダウンリストによる選択。 
    電子メールアドレス [*] テキスト入力。電子メールアドレスを入力。 
 +  オンライン情報資源 [*] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
    リンク [1] テキスト入力。URL 等のオンライン上の情報源を

自由に記述。 
    記述 [1] テキスト入力。オンライン情報源に関する情報を

自由に記述 
   案内時間 [1] テキスト入力。案内時間を自由に記述。 
   問合せのための手引き [1] テキスト入力。問合せのための手引きを自由に

記述。 
  役割 [1] ドロップダウンリストによる選択。 

 
 

8.1.8. 範囲情報 
No. 要素/要素体名称[ 大記述回数] 概要・記述条件など 
 範囲情報 --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 

  記述 [1] テキスト入力。範囲に関する記述を自由に入

力。 
  地理要素 [*] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
   境界ポリゴン [*]       --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
    範囲型符号 [1] 　ドロップダウンリストによる選択。 
    範囲参照系 [1] [8.1.2 参照系情報]参照 

    境界ポリゴン [*] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
     ポリゴン [1] 専用の入力ダイアログにより、ポリゴン各兆点の

座標値（数値）を入力。 
   地理境界ボックス[*]   --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
    範囲型符号 [1]  ドロップダウンリストによる選択。 
    範囲参照系 [1] [8.1.2 参照系情報]参照 

    西側境界経度 [1] テキスト入力。座標値（数値）を入力。 
    東側境界経度 [1] テキスト入力。座標値（数値）を入力。 
    南側境界緯度 [1] テキスト入力。座標値（数値）を入力。 
    北側境界緯度 [1] テキスト入力。座標値（数値）を入力。 
   座標境界ボックス[*]   --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
    範囲型符号 [1]  ドロップダウンリストによる選択。 
    範囲参照系 [1] [8.1.2 参照系情報]参照 

    西側境界座標 [1] テキスト入力。座標値（数値）を入力。 
    東側境界座標 [1] テキスト入力。座標値（数値）を入力。 
    南側境界座標 [1] テキスト入力。座標値（数値）を入力。 
    北側境界座標 [1] テキスト入力。座標値（数値）を入力。 
   地理記述[*]     --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
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    範囲型符号 [1]  ドロップダウンリストによる選択。 
  +  地理識別子 [1] [8.1.2 参照系情報]参照 

+  時間要素 [*] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
 +  範囲 [1] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
    期間の始まり [1] カレンダー入力。 
    期間の終わり [1] カレンダー入力。 

+  垂直要素 [*] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
   低値 [1] テキスト入力。垂直範囲（標高）の 小値を実数

（数値）で入力。 
   高値 [1] テキスト入力。垂直範囲（標高）の 大値を実数

（数値）で入力。 
 +  測定単位 [1] --- 入力値をもたない項目（クラス） --- 
    単位の名称 [1] ドロップダウンリストによる選択。 
    単位の種類 [1] テキスト入力。単位の種類を自由に記述。 
   垂直原子 [1] [8.1.2 参照系情報]参照 
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