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1. はじめに 
 

1. ソフトウェアについて 

 

概要 

「公共測量成果検査支援ツール（PSEA）」は、公共測量の計画機関において作成された数値地形図データ（DM）

等の表示機能と簡易検査機能、汎用フォーマット等への変換機能を有しているフリーウェアで、数値データで作成

された公共測量成果の確認・提出業務の効率化に資する事を目的として作成しております。 

このツールを用い、測量計画機関が測量作業機関から提出された成果の内容確認を効率的に行う事ができ、公

共測量業務の円滑な申請が可能となります。 

またこのツールでは、標準的な公共測量成果を地理情報標準プロファイル（JPGIS）の附属書 8 形式、または、附

属書 12（GML）形式に変換する事もできます。 

 

目的 

このソフトウェアは、公共測量成果等を読み込んで、閲覧・簡易検査・フォーマット変換する事を目的としています。 

 

動作環境 

 このソフトウェアは、Microsoft（R） Windows（R） 上で動作します。 

Microsoft（R） Windows（R） 8.1、Windows（R） 10、Windows（R） 11において動作確認を行っております。 

 64bit OSでは、64bit版ソフトウェアをお使い頂けます。 

なお、「DM-SXF変換 LogicalTranslator」については、32bit版のみとなります。 

 機能等の詳細は、操作説明書またはヘルプを参照して下さい。 

 

注意事項 

 本ソフトウェアの改ざんや目的以外の使用は禁止します。 

 本ソフトウェアの著作権は国土地理院にあります。 

また、本ソフトウェアに組み込まれているDMとSXFの相互変換ソフトウェア「LogicalTranslator」の著作権は

学校法人関西大学にあります。 

 本ソフトウェアの使用によって発生した利益・損害については、国土地理院及び関西大学は一切の責任は負

いません。 

 このツールは、今後改良を行う可能性がありますのご了承下さい。 

 

お問い合わせ先 

国土地理院企画部 測量指導課 

下記の「お問い合せフォーム」からお願いします。 

https://geoinfo2.gsi.go.jp/contact/Inquiry2.aspx?pcode=1001&bcode=100103 

 

商標 

 Microsoft、Windows は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標または商

標です。 

 Windows（R） 8.1 の正式名称は、Windows（R） 8.1 Operating Systemです。 

 Windows（R） 10 の正式名称は、Windows（R） 10 Operating Systemです。 

 Windows（R） 11 の正式名称は、Windows（R） 11 Operating Systemです。 

 Adobe、Adobe Acrobat は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。 

  

https://geoinfo2.gsi.go.jp/contact/Inquiry2.aspx?pcode=1001&bcode=100103
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2. 公共測量成果検査支援ツール（PSEA）のインストール 
 

 ダウンロードしたアーカイブファイルを適当なディレクトリに解凍して実行して下さい。 

 解凍して生成されたファイルを任意の同一フォルダーディレクトリに置いて下さい。 

 アンインストールはフォルダー毎削除して下さい。レジストリは使用しません。 

 

【ヘルプファイルの注意点】 

ダウンロードした圧縮ファイルを解凍した際、ヘルプファイル「psea.chm」に「セキュリティブロック」がかかる場合があります。 

ブロックがかかった状態では、ヘルプのメインウィンドウ（右側の広いウィンドウ）が空白となり、本文が表示されません。 

このような状態のヘルプ表示になった場合は、ブロックを以下の方法で解除してからご使用下さい。 

 

1. 解凍したヘルプファイルをエクスプローラー上でマウス右クリックし、メニューから「プロパティ」を選択します。 

2. 「全般」パネルの下部に「セキュリティ:」欄が表示されますので、「許可する」チェックボックスを ONにして下さい。 
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3. 基本機能 
 

1. PSEA の起動 

 

操作方法 

1. 解凍したフォルダー内にある「PSEA.exe」をダブルクリックすると本ツールが起動し、メインメニューが表示されます。 

 
 

2. 利用対象者によって作業の流れに沿ってメニューボタンが用意されていますので、各ボタンをクリックして下さい。 

 
メインメニュー内の「次回起動時にもこのメニューを開く」チェックボックスを OFF にすると、次に本ツールを起動し

た時にはこのメインメニューを表示しません。 

その場合は、［ファイル］-［メインメニュー］ を実行、もしくはツールバーの【簡単メニュー】ボタンをクリックすると、こ

のメインメニューの画面を表示する事ができます。 

 

【GeoSpatial PDF データ】 

このボタンをクリックすると、GeoSpatial PDF を開き、プロジェクト上にデータを表示する事ができます。 

その際、GeoSpatial PDF から取得した座標系で新規レイヤーを作成し、画像データはそのレイヤーの背景イメージ

として内部登録します。 

 

本機能は、GhostScriptがセットアップされていないと表示されません。 

詳しくは、『GhostScript インストールマニュアル』をご参照下さい。 
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2. PSEA の画面構成 

 

PSEA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［メニューバー］あるいは［ツールバー］から選択して利用します。 

画面左側に、プロジェクトの構造をツリーで表示した「プロジェクトワークスペース」、下部に処理の結果や状況を表示する

［アウトプットバー］、選択したメニューの簡易説明などが表示される［ステータスバー］があります。 

いずれも不要であれば、［表示］メニューで非表示状態にする事もできます。 

 
 

「プロジェクトワークスペース」や［アウトプットバー］等の右上にあるボタンで、 

 

【▼】ボタンをクリックし、［フローティング］を実行すると、フローティング

（独立ウィンドウ）状態になります 

（デフォルトでは「ドッキング」状態）。 

 

ロックピンボタンをクリックすると、「自動的に隠す」モードの ON/OFFを

切り替えます。 

 

【×】ボタンをクリックすると、それぞれのウィンドウやバーを閉じます。 

– 

プロジェクトワークスペース 

アウトプットバー 

ツールバー 

メニューバー 

ステータスバー 

前景レイヤー指定バー 
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また、［メニューバー］はメインウィンドウに地図データが表示されている場合と、データベースが表示されている場合で、

メニュー内容が異なります。 

 
▼地図データを表示している場合 

 
 

▼データベースを表示している場合 

 
 

地図とデータベースの切り替えは、「タブ」をクリックする事で可能です。 

また、複数のウィンドウを開いた場合も、プロジェクト名称の表示されたタブをクリックする事で切り替える事ができます。 
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3. ヘルプ機能 

 

PSEA のメニューをマウスで選択した状態、あるいはメニューを実行すると表示されるダイアログボックスで、【F1】キーを

押すと、該当するヘルプ画面が表示されます。 

 

また、［ヘルプ］-［トピックの検索］から表示されるヘルプのウィンドウで、「検索」タブをクリックし、文字を入力して【検索開始】

ボタンをクリックすると、結果がリスト表示され、その項目名から各ヘルプ画面を表示する事ができます。 

 

 
 

※ヘルプ画面が正常に表示されない場合は、【ヘルプファイルの注意点】（p.5）を参照して下さい。 
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4. データの表示 

 

1. インポート 

 

［ファイル］-［インポート］から、以下の形式の各種データをインポートする事ができます。 

インポートするデータの種類に応じて、メニューを選択して下さい。 

データ別にインポートのダイアログボックスが表示されます。 
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1. 基盤地図情報ダウンロードデータ（JPGIS）のインポート 

 

基盤地図情報ダウンロードデータ（JPGIS）をインポートします。 

【基盤地図情報サイト｜国土地理院】 
https://www.gsi.go.jp/kiban/index.html 

 

操作方法 

1. ［ファイル］-［インポート］-［基盤地図情報ダウンロードデータ（JPGIS）］を実行すると、［基盤地図情報ダウンロード

データインポート］ダイアログボックスが表示されます。 

 
【追加】ボタン（➊）を押すと［開く］ダイアログボックスが表示されますので、「基盤地図情報データ（*.zip/*.xml）」を

格納しているディレクトリを選択し、該当ファイルを選択して【開く】ボタンを押して下さい。 

「取り込むファイル」に選択したファイル名が表示されます。 

※ダイアログボックスの詳細は、ヘルプをご覧下さい。 
 

2. 【OK】ボタン（➋）をクリックすると、以下のようにインポートされます。 

 
 

 

➊ 

➋ 
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2. 数値地形図データ（JPGIS 附属書 8・12 形式）のインポート 

 

XML形式の数値地形図データ（JPGIS附属書 8・12形式）をインポートします。 

 

操作方法 

1. ［ファイル］-［インポート］-［数値地形図データ（JPGIS 附属書 8・12 形式）］を実行すると、［開く］ダイアログボックスが

表示されますので、「数値地形図データ JPGIS 附属書 8・12 形式(*.xml)」を格納しているディレクトリを選択し、該

当ファイルを選択して下さい。 

 

2. 【開く】ボタンをクリックすると、以下のようにインポートされます。 
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3. 数値地形図データ（旧拡張 DM 形式）のインポート 

 

数値地形図データ（旧拡張 DM形式）をインポートします。 

数値地形図データ等（座標付き画像）のみをインポートする場合は、 

⇒≪4.1.4.数値地形図データ等（座標付き画像）のインポート≫ 

をご参照下さい。 

 

操作方法 

1. ［ファイル］-［インポート］-［数値地形図データ（旧拡張 DM 形式）］を実行すると、［数値地形図データ（旧拡張 DM

形式）データインポート］ダイアログボックスが表示されます。 

 
【追加】ボタン（➊）をクリックすると、［開く］ダイアログボックスが表示されますので、「数値地形図（旧拡張 DM 形式） 

図郭（図葉）ファイル(*.*)」を格納しているディレクトリを選択し、該当ファイルを選択して【開く】ボタンを押して下さい。 

「読み込むファイル」に選択したファイル名が表示されます。 

※ダイアログボックスの詳細は、ヘルプをご覧下さい。 

 

レイヤー分け 

インポート時、レイヤー構造について、「レイヤー分け」の選択オプションから設定を変更できます。 

分類コードを利用して、地物の種類毎にレイヤー分けする事が可能です。 
設定 処理  

分類コード上位１桁 千番台でレイヤー分けする。 1000、2000、3000・・・ 

分類コード上位２桁 百番台でレイヤー分けする。 1100、2100、5100・・・ 

分類コード上位３桁 十番台でレイヤー分けする。 2110、5120、7250・・・ 

分類コード４桁 全てのコードでレイヤー分けする。  

カスタム 制御ファイルを使用してレイヤー分けを行う。  

ファイル単位 指定したファイル単位でレイヤーを分ける。  

レイヤー分けしない 何もしない。 

全てのファイルが１レイヤーとして構成される。 

 

 

「方向データをポイントに保存」チェックボックス 

「方向データ（E6）」のインポート形式を指定します。 

 ONの場合、ポイントの位置と回転角度としてインポートされます。 

 OFFの場合は、アークの始点、終点としてインポートされます。 

 

「有線柱、電話柱、電力柱もポイントに変換」チェックボックス 

ONの場合、有線柱・電話柱・電力柱もポイントに変換します。 

このチェックは「方向データをポイントに保存」チェックボックスが ONの場合のみ使用できます。 

  

➊ 

➋ 
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「間断区分を描画キーに反映させる」チェックボックス 

ONの場合 

間断区分が描画キーの最上位桁に転記されます。 

デフォルトで生成される描画パラメーターには、レンジの 1000000-1999999 に「陰線」が登録される

ので、間断線は表示されません。 

逆に、この描画パラメーターを編集する事で、間断線を任意の線種で表現する事も可能です。 

描画キーの設定は、{間断区分}*1000000+{分類コード}*100+{図形区分}となります。 

OFFの場合 

間断区分は描画キーに反映されません。 

描画キーの設定は、{分類コード}*100+{図形区分}となります。 

 

「注記は別レイヤーに生成」チェックボックス 

ON の場合、「E7（注記）」レコード分は"（通常のレイヤー名）C"のレイヤーに作成され、シンボル等とは別レイ

ヤーとされます。 

 
▼チェックが OFF の場合 ▼チェックが ON の場合 

   
 

拡張 DM のフォーマット上、「E5（点）」と「E7（注記）」が同じレイヤー内に格納するよう定められている場合

は、このオプションチェックを ON にしてインポートを実行すると、本来の点位置のシンボルのみを表示し、注

記文字列の制御点（左下）のシンボルは非表示にする事が可能です。 
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《例》 

分類コード：「73**」レイヤー 

 
▼「基準点」（7300）レイヤー：チェックを OFF でインポートした場合 

 
シンボルとして表示する標高点と、その名称（標高値）が同じ「7300：基準点」レイヤー内にインポートされるた

め、 

 標高点の黒●シンボルは表示する 

 標高値（注記）の点位置黒●は非表示にする 

といった個別制御が行えません。 

 
▼「基準点」（7300）「基準点 C」（7300C）レイヤー：チェックを ON でインポートした場合 

 
シンボルとして表示する標高点は「7300：基準点」レイヤーに、その名称（標高値）は「E7（注記）」なので

「7300C：基準点（注記）」レイヤー内にインポートされるため、 

 標高点の黒●シンボルは表示させる 

 標高値（注記）の点位置黒●は非表示にする（「7300C」レイヤーの［レイヤーエキスパート］-［ポイント］パ

ネル「表示設定」で「点位置」・「シンボル」のチェックを OFFにし、【背景へコピー】ボタンをクリックします） 

 
といったレイヤー単位での制御が可能となります。 

 

  

注記位置 

表示する標高点（黒●） 

注記位置（点位置・シンボル共に

非表示） 

表示する標高点（黒●） 



 

 
 

16 

「図形区分 99 を無視」チェックボックス 

ONの場合、 

 作業規程の準則で定められていない図形区分「99」で取得されているデータは取り込まれません。 

 分類コード 6100～6129 までの線データも（面データになるものは）ポリゴンにし、また、6101/6102 のケバ

も自動発生します。 

 
▼ON の場合                  ▼OFF の場合 

  
 

日本語レイヤー名表記切替 

プロジェクトワークスペースのプロジェクト名上で右ボタンをクリックすると表示されるポップアップメニューから、

［日本語レイヤー名表記］を OFFにすると、レイヤー名を日本語ではなく数値で表示します。 

          
※日本語の変換に際しては、PSEA.exe と同階層の「@DmLayerNameList.txt」を参照し、分類コード⇔日

本語名変換を行っています。 

 

2. 【OK】ボタン（p.13➋）をクリックすると、以下のようにインポートされます。 
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3. 数値地形図データ（旧拡張 DM形式）に対応する写真地図がある場合は、重ねて表示する事ができます。 

［設定］-［数値地形図データ等（座標付き画像）の登録・解除］を実行するか、または、［ファイル］-［インポート］-［現

在のデータに重ねて取り込み・表示］をONにした後で、［ファイル］-［インポート］-［数値地形図データ等（座標付き

画像）］を実行すると、［数値地形図データ等（座標付き画像）の登録・解除］ダイアログボックスが表示されます。 

 
【追加】ボタン（➊）をクリックすると、［開く］ダイアログボックスが表示されますので、「数値地形図データ等（座標付

き画像）(*.tif/*.jpg/*.png/*.bmp)」を格納しているディレクトリを選択し、該当ファイルを選択して【開く】ボタンを押し

て下さい。 

「登録されている画像」に選択したファイル名が表示されます。 

 

リスト上で一旦登録したファイルを選択し、【解除】ボタン（➋）をクリックすると、登録を解除する事ができます。 

 

「系」の指定 

リストに登録された数値地形図写真地図ファイルの「系」情報が確認できます。 

座標系の「系」は、リストからマウスで選択し、【「系」の指定】ボタンから変更する事ができます。 

 

写真地図ファイルの表示/非表示 

リストに登録された数値地形図写真地図ファイルを個別に表示/非表示に設定する事ができます。 

リストからマウスで選択し、【表示】【非表示】ボタンから変更する事ができます。

 
 

4. 設定後、【閉じる】ボタン（➌）をクリックすると、以下のように数値地形図データ（旧拡張DM形式）と数値地形図デー

タ等（座標付き画像）が表示されます。 

 

➊ 

➋ 

➌ 
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数値地形図（旧拡張 DM）の拡張パターン 

数値地形図データ（旧拡張 DM）の場合、下図のような特殊な形状の線、あるいは地図記号等の表現のために、

「psea.sym」というファイルを利用しています。 

このファイルが本ツール（「Psea.exe」）と同階層フォルダー内に存在しないと、数値地形図データ（旧拡張 DM）の

描画が正常になされませんのでご注意下さい。 

通常は、インストール時に「psea.sym」ファイルは「psea.exe」と同じフォルダー内に格納されています。 

 
▼「psea.sym」がある場合 ▼「psea.sym」がない場合 

  
 

地図情報レベル 5000 のデータをインポートした場合の描画パレット 

インポートする数値地形図データ（旧拡張 DM）のレベルが 5000 の場合、描画パラメーターは「DM2500」が使

用されます。 

この描画パラメーターには、5000 にのみ存在するペンのタイプ（分類コード：2102＝「軽車道」）が登録されています

ので、地図情報レベル 5000のデータの標準図式描画にも対応しています。 

 
 

数値地形図データ（旧拡張 DM）の表示について 

作業規程の準則の付録７「公共測量標準図式」では、データとして取得するのではなく、面データの内部に自動発

生させるりん形記号がありますが、本ツールでも、自動発生を行っています。 

よって、内部りん形点を実データとして取得している場合は、二重に表示されます。 

  
 

インポートしたデータで、線形が緑色で表現される事がありますが、これはDMにコードが存在しないためです。 
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《例》 

分類コード：7110は DMにコードなし 

 

 

数値地形図データ（旧拡張 DM）の｢E6（方向）｣データについて 

作業規程による「方向」の定義は、『ある点に対する方向を示す場合に用いるもので、２つの座標値を組として方

向を示す』となっています。 

PSEA では、「電力柱（分類コード：4142）」の場合は、図形区分が「99」でないと、方向データが描画されません。

「E2（線）=線データ」として格納されているものは、そのまま線として描画されます。 

 

《例》 

電力柱（分類コード：4142）…実際は分類コード+図形区分：414299＝「電力柱【補助】」としてシンボルを表示して

います。 

 
上のような場合、見た目は同じ架線であっても、「E2（線）=線データ」として格納されているものは、そのまま方向を

示す線として表示されます。 
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4. 数値地形図データ等（座標付き画像）のインポート 

 

数値地形図データ等（座標付き画像）をインポートします。 

※写真地図は、公共測量標準図式に定める TIFF データファイルとワールドファイルの組み合わせによるもののほか、

GeoTIFFファイルにも対応しています。 

 

操作方法 

1. ［ファイル］-［インポート］-［数値地形図データ等（座標付き画像）］を実行すると、［数値地形図データ等（座標付き

画像）の登録・解除］ダイアログボックスが表示されます。 

 
【追加】ボタン（➊）をクリックすると、［開く］ダイアログボックスが表示されますので、「数値地形図データ等（座標付

き画像）(*.tif/*.jpg/*.png/*.bmp)」を格納しているディレクトリを選択し、該当ファイルを選択して【開く】ボタンを押し

て下さい。 

「登録されている画像」に選択したファイル名が表示されます。 

 

2. 設定後、【閉じる】ボタン（➋）をクリックすると、以下のようにインポートされます。 

プロジェクトが新規に作成され、「Photo」レイヤーも自動で生成されます。 

 
 

数値地形図データ等（座標付き画像）の読み込み 

ファイルサイズの大きい数値地形図データ等（座標付き画像）をインポートする際、ご使用のマシンによって

はメモリ不足となり処理できない場合があります。 

その場合は、メッセージが表示されます、ご了承下さい。 

 

画像レイヤー「Photo」について① 

画像ファイルをインポートした場合に、画像専用レイヤーとして「Photo」が作成されます。 

画像をひとつのレイヤーとして扱う本システム固有の機能となっており名称等には意味を持ちません。 

このレイヤーの表示・非表示に連動して、数値地形図データ等（座標付き画像）も表示・非表示にする事がで

きます。 

 

➊ 

➋ 
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3. ここに数値地形図データ（旧拡張 DM 形式）をインポートする場合は、［ファイル］-［インポート］-［現在のデータに

重ねて取り込み・表示］を ON にした後で、［ファイル］-［インポート］-［数値地形図データ（旧拡張 DM 形式）］を実行

すると、［数値地形図データ（旧拡張 DM 形式）データインポート］ダイアログボックスが表示されます。 

 
数値地形図データ（旧拡張 DM形式）のインポート方法については、 

⇒≪4.1.3.数値地形図データ（旧拡張 DM 形式）のインポート≫ 

をご参照下さい。 

 

数値地形図データ（旧拡張 DM形式）を指定し、【OK】ボタンをクリックすると、重ねて表示されます。 

 
 

画像レイヤー「Photo」について② 

既存の PSEA プロジェクトに数値地形図データ等（座標付き画像）を重畳インポートすると、画像レイヤー

「Photo」が自動生成されます。 

このレイヤーの表示/非表示は写真地図の表示/非表示と連動しています。 

「プロジェクトワークスペース」上で「Photo」レイヤーを非表示にすると、登録されている写真地図も非表示状

態になります。 

※［設定］-［数値地形図データ等（座標付き画像）の登録・解除］を実行し、【非表示】ボタンを押した場合と同

じ処理となります。 
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5. GPS 情報付き EXIF-JPEG ファイルのインポート 

 

GPS情報付き EXIF-JPEG ファイルをインポートします。 

 

操作方法 

1. ［ファイル］-［インポート］-［GPS 情報付き EXIF-JPEG ファイル］を実行すると、［開く］ダイアログボックスが表示さ

れますので、「EXIF（GPS） JPEG（*.jpg､*.jpeg）」を格納しているディレクトリを選択し、該当ファイルを選択して下

さい。 

【開く】ボタンをクリックすると、以下のように GPS情報付き EXIF-JPEG ファイルがインポートされます。 

 
カメラマークをクリックすると、読み込まれた画像を別ウィンドウで表示します。 

 

2. ［ファイル］-［インポート］-［現在のデータに重ねて取り込み・表示］を ON にした後で、［ファイル］-［インポート］ -

［GPS情報付き EXIF-JPEGファイル］を実行すると、読み込んでいる地図上に EXIF-JPEGファイルのポイント情報

を取り込みます。 
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6. 電子国土プロファイル/電子申請用添付地図のインポート 

 

「地理院地図」や「電子申請用添付地図」で作成された XMLファイルをインポートします。 

 

操作方法 

1. ［ファイル］-［インポート］-［電子国土プロファイル/電子申請用添付地図］を実行すると、［開く］ダイアログボックスが

表示されますので、「電子国土[JSGI]/電子申請用添付地図（*.xml）」を格納しているディレクトリを選択し、該当

ファイルを選択して下さい。 

 

2. 【開く】ボタンをクリックすると、以下のようにインポートされます。 
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7. DXF（AutoCAD）インポート 

 

DXF（AutoCAD）ファイルをインポートします。 

 

操作方法 

1. ［ファイル］-［インポート］-［DXF（AutoCAD）］を実行すると、［DXFインポート］ダイアログボックスが表示されます。 

 
【追加】ボタンをクリックすると、［開く］ダイアログボックスが表示されますので、「AutoCAD DXF(*.dxf)」を格納している

ディレクトリを選択し、該当ファイルを選択して【開く】ボタンを押して下さい。 

「読み込むファイル」に選択したファイル名が表示されます。 

※ダイアログボックスの詳細は、ヘルプファイルを参照して下さい。 

 

2. 【OK】ボタンをクリックすると、以下のようにインポートされます。 
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8. シェープファイルインポート 

 

シェープファイルをインポートします。 

 

操作方法 

1. ［ファイル］-［インポート］-［シェープファイル］を実行すると、［シェープファイルインポート］ダイアログボックスが

表示されます。 

 
【追加】ボタンをクリックすると、［開く］ダイアログボックスが表示されますので、「ArcView シェープファイル(*.shp)」を格

納しているディレクトリを選択し、該当ファイルを選択して【開く】ボタンを押して下さい。 

「シェープファイル」に選択したファイル名が表示されます。 

※ダイアログボックスの詳細は、ヘルプファイルを参照して下さい。 

 

2. 【OK】ボタンをクリックすると、以下のようにインポートされます。 
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9. CAD データ交換標準フォーマット（SXF）インポート 

 

CADデータ交換標準フォーマット（SXF）ファイルをインポートします。 

 

操作方法 

1. ［ファイル］-［インポート］-［CAD データ交換標準フォーマット（SXF）］を実行すると、［CAD データ交換標準フォー

マット（SXF）インポート］ダイアログボックスが表示されます。 

 

ボタンをクリックすると、［開く］ダイアログボックスが表示されますので、「CAD データ交換標準フォーマット

(*.sfc/*.p21)」を格納しているディレクトリを選択し、該当ファイルを選択して【開く】ボタンを押して下さい。 

「読み込むファイル」に選択したファイル名が表示されます。 

※ダイアログボックスの詳細は、ヘルプファイルを参照して下さい。 

 

2. 【OK】ボタンをクリックすると、以下のようにインポートされます。 
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10. 地籍 2000 フォーマットデータインポート 

 

地籍 2000フォーマットデータをインポートします。 

 

操作方法 

1. ［ファイル］-［インポート］-［地籍 2000 フォーマットデータ］を実行すると、［開く］ダイアログボックスが表示されま

すので、「地籍フォーマット 2000 ヘッダーファイル(*.hed)」を格納しているディレクトリを選択し、該当ファイルを選

択して下さい。 

 

2. 【開く】ボタンをクリックすると、以下のようにインポートされます。 
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11. KML ファイルインポート 

 

KMLファイル(*.kml/*.kmz)をインポートします。 

 

操作方法 

1. ［ファイル］-［インポート］-［KML ファイル］を実行すると、［開く］ダイアログボックスが表示されますので、「KML ファ

イル(*.kml/*.kmz)」を格納しているディレクトリを選択し、該当ファイルを選択して下さい。 

 

2. 【開く】ボタンをクリックすると、以下のようにインポートされます。 

 
▼ポイント・ポリゴン（アーク）データのインポート例 

 
 
▼KML ファイルでの「フォルダー」が PSEA での「レイヤー」に該当します。 
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12. GeoJSON データインポート 

 

GeoJSON ファイルをインポートします。 

 

操作方法 

1. ［ファイル］-［インポート］-［GeoJSON ファイル］を実行すると、［開く］ダイアログボックスが表示されますので、

「GeoJSON/TopoJSON データ(*.geojson/*.topojson)」を格納しているディレクトリを選択し、該当ファイルを選択

して下さい。 

 

2. 【開く】ボタンをクリックすると、以下のようにインポートされます。 

 
※上図では地理院地図が表示されていますが、インポート直後は地理院地図は非表示になっています。 

地理院地図表示設定については、 

⇒≪4.2.1.地理院地図（地理院タイル）の表示≫ 

をご参照下さい。 
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13. 公共基準点・水準点データ（JPGIS 附属書 8・12 形式）インポート 

 

公共基準点・水準点データ（JPGIS附属書 8・12形式）ファイルをインポートします。 

 

操作方法 

1. ［ファイル］-［インポート］-［公共基準点・水準点データ（JPGIS 附属書 8・12 形式）］を実行すると、［開く］ダイアロ

グボックスが表示されますので、「公共基準点・水準点データ（JPGIS 附属書 8・12 形式）ファイル（*.xml）」を格納し

ているディレクトリを選択し、該当ファイルを選択して下さい。 

 

2. 【開く】ボタンをクリックすると、以下のようにインポートされます。 
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14. 成果表数値フォーマット（基準点、水準点）のインポート 

 

成果表数値フォーマット（基準点、水準点）形式をインポートします。 

 

操作方法 

1. ［ファイル］-［インポート］-［成果表数値フォーマット］を実行すると、［開く］ダイアログボックスが表示されますので、

「基準点(水準点)測量成果表数値フォーマット(*.txt)」及び「公共基準点・水準点データ(JPGIS 準拠形式)(*.xml)」

を格納しているディレクトリを選択し、該当ファイルを選択して下さい。 

 

2. 【開く】ボタンをクリックすると、以下のようにインポートされます。 

 
 

インポートされる属性情報は以下の通りです。 

基準点 

ベクター要素 属性フィールド名称 

アーク 平均方向角 

距離 

備考 

観測日 

R 

ポイント 点番号 埋標形式 

点名称 標識 

緯度 標識番号 

経度 アンテナ高 

X 方向数 

Y 視準点番号 

座標系 視準点名称 

標高 視準点等級 

ジオイド高 平均方向角 

等級 距離 

縮尺係数 備考 

真北方向角 観測日 

柱石長  
 

水準点 

ベクター要素 属性フィールド名称 

ポイント 点番号 

点名称 

緯度 

経度 

X 

Y 

座標系 

平均標高 

等級 
 

 

インポート後、［属性］-［属性照会］-［アーク属性照会］、［属性］-［属性照会］-［ポイント属性照会］から内容を確認

する事ができます。 
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15. JPGIS 附属書 8・12 形式データ 

 

JPGIS附属書 8・12形式データをインポートします。 

※抽出されるのは点、線、面のみ（形状のみ）です。 

 

操作方法 

1. ［ファイル］-［インポート］-［JPGIS 附属書 8・12 形式データ］を実行すると、［開く］ダイアログボックスが表示されま

すので、「JPGIS XML ファイル(*.xml)」を格納しているディレクトリを選択し、該当ファイルを選択して下さい。 

 

2. 【開く】ボタンをクリックすると、以下のようにインポートされます。 

 
 

【注意点】 

この処理は、JPGISでの点、線、面の座標データをトレースしてベクターデータを組み立てます。 

 

 形状以外の属性データは取得する事はできません。 

 面の塗りつぶし色は、インポート時に自動的に採用されます（ユーザー側での変更は行えません）。 

 「成果表数値フォーマットの附属書 8・12 形式データ」は、本メニューからではなく、[ファイル]-[インポート]- 

[成果表数値フォーマット(基準点、水準点)]から行うと、形状だけでなく属性情報もインポートされます。  

 「数値地形図データの附属書 8・12 形式データ」は、本メニューからではなく、[ファイル]-[インポート]-[数値

地形図データ(JPGIS 附属書 8・12 形式)]から行うと、形状だけでなく属性情報もインポートされます。 
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16. 異なる座標系データの重ね合わせ 

 

通常、同一プロジェクト内では、同じ座標系・測地系に統一して扱いますが、［ファイル］-［インポート］-［現在のデータ

に重ねて取り込み・表示］を ONにする事で、重畳表示する事ができます。 

 
 

【重畳対象となるデータ】 

 基盤地図情報ダウンロードデータ（JPGIS） 

 数値地形図データ（JPGIS 附属書 8・12形式） 

 数値地形図データ（旧拡張 DM形式） 

 数値地形図データ等（座標付き画像） 

 GPS情報付き Exif-JPEG ファイル 

 電子国土プロファイル/電子申請用添付地図 

 DXF（AutoCAD） 

 シェープファイル 

 CADデータ交換標準フォーマット（SXF） 

 地籍 2000フォーマットデータ 

 KMLファイル 

 GeoJSON ファイル 

 成果表数値フォーマット（基準点、水準点） 

 JPGIS附属書 8・12形式データ（※） 

（※）ただし、座標系情報を読み込みできている場合のみです。 
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また、［現在のデータに重ねて取り込み・表示］チェックを ONにしてからインポートを行うと、［プロジェクトエキスパート］-

［表示モード］パネル「その他」-「異なる座標系レイヤーの合わせ込み表示」チェックボックスが自動的にONになります。 

 
このチェックは手動でも変更できます。 

同一プロジェクト内に、座標系の異なるデータ（レイヤー）を重ねて表示する場合は、このチェックを ONにして下さい。 

※ただし、この座標系の合わせ込みは、正規の投影変換をしているわけではないので、精度的な限界があり、あくまでも

「目安」として利用して下さい。 

※また、このチェックは「座標系（経緯度⇔平面直角）」の変換であり、新旧測地系の変換は行えません。 

同じプロジェクト内に重ねるデータの測地系はあらかじめ統一させておいて下さい。 

 

チェックを ONにすると、以下のようなメッセージダイアログボックスが表示されます。 

下部の「これ以後の通知は不要です。」チェックボックスを OFFにすると、以降このメッセージは非表示となります。 

 
 

操作方法 

1. 例えば、既にインポートした「経緯度座標系・世界測地系」のデータがあるとします。 
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2. このプロジェクト内に、「平面直角座標系・世界測地系」のデータ（ここではシェープデータ）を重ねて表示する場合、

［ファイル］-［インポート］-［現在のデータに重ねて取り込み・表示］を実行します。 

すると、メニュー名の横にチェックがつき、「重ね合わせ」モードになっている事が確認できます。 

 

 
 

3. ONの状態で、重ね合わせるデータのインポートメニューを実行します。 

 
 

4. 元のプロジェクト内に、座標系が異なるデータが表示されている事が確認できます。 

 
 

 

 

 

  

後から追加されたデータ 

元データの座標系は「BL（経緯度）」 

追加したデータの座標系は 

「XY（直角座標）09 系」 
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追加インポート後の表示モードについて 

［ファイル］-［インポート］-［現在のデータに重ねて取り込み・表示］で追加（インポート）した場合、元プロジェクトで

の表示状態がインポート直後、自動で変更される場合があります。 

 

《例》 

非表示にしていたはずの結合点（赤い○）が表示される…等 

最初の個別インポートで、そのデータに最適な表示設定を行いますが、その後別種のデータを追加すると更に別の

表示設定が必要となります。 

その組み合わせを自動で判断する事は不可能ですので、デフォルトで［システムプロジェクト］-［表示モード］を参照

して表示をセットしています。 

 
もちろん、追加インポート後に、［プロジェクトエキスパート］-［表示モード］パネルで新たな表示設定を行う事も可能

ですが、インポート時にあらかじめ要不要のチェックが決まれば、［システムプロジェクト］-［表示モード］を最初にセット

しておくと便利です。 
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17. LogicalTranslator による DM＜＝＝＞SXF 変換 

 

本機能に関しては、「関西大学作成ソフトウェア（LogicalTranslator）」を利用して DM、SXFの相互変換を行います。詳し

い仕様、使用方法は、LogicalTranslator を参照して下さい。 

 

※「LogicalTranslator」については、32bit版のみで、64bit版には搭載されていません。 

 

1. ［ファイル］-［LogicalTranslator による DM<==>SXF 変換］を実行すると、［LogicalTranslator による DM＜＝＝

＞SXF 変換］ダイアログボックスが表示されます。 

 
 

2. ［DM => SXF］または［SXF => DM］で実行したい処理のラジオボタンを ON にし、入力ファイルと出力ファイル

（［SXF => DM］では出力先フォルダー）を選択します。 

 

3. 【変換実行】ボタンをクリックすると、ラジオボタンが ONの処理を実行します。 
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2. 地理院地図（地理院タイル）の表示 

 

1. 地理院地図（地理院タイル）の表示設定 

 

［設定］-［地理院地図（地理院タイル）の表示設定］では、国土地理院が配信する地理院タイル等の表示を設定します。 

 

注意点 

利用にあたっては、国土地理院背景地図等データ利用規約に従って下さい。 

 

 測量法の複製の規程（29条）・使用の規程（30条）により承認申請が必要とされている利用方法では利用できません。 

 私的利用の範囲を超えて、背景地図等データを保存する事はできません。 

  

操作方法 

1. 以下のようなプロジェクトがあるとします。 

 
 

2. ［設定］-［地理院地図（地理院タイル）の表示設定］を実行すると、［地理院地図 （地理院タイル）の表示設定］ダイア

ログボックスが表示されます。 
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3. ラジオボタンから、表示する、表示しないを選択し、【表示する地図の選択】ボタンをクリックすると、［表示する地図

の選択］ダイアログボックスが表示され、拡大率によって表示する背景地図を選択できます。 

 
選択した地図はチェックボックスが ONになった状態になります。選択していない場合はOFFの状態になります。 

必ずどれか一つが選ばれている状態になります。 

未配備の箇所は白紙となりますのでご注意下さい。 

［地理院地図（地図タイル）の表示設定］ダイアログボックスの、【キャッシュファイルをクリアー】ボタンをクリックする

と、ハードディスクに保存されているキャッシュファイルをクリアーして、最新のデータを取得します。 

地理院地図データが更新された場合は、このボタンを押す事で新しい地図情報が表示されます。 

尚、キャッシュファイルは、プログラム終了時にディスクの空き領域の 10分の 1より大きい場合は、自動で削除され

ます。 

 

4. すべてのダイアログボックスを【OK】ボタンで閉じると、以下のようにデータの背景に地理院地図が表示されます。 
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補足 

「表示縮尺による描画制御」チェックボックスにより、画面の表示縮尺に応じて背景画像の表示制御が行えます。 

 

1. ［地理院地図（地理院タイル）の表示設定］ダイアログボックスで以下のように縮尺設定を行います。 

 
 

1/2500以上になると背景地図を表示するように設定されているので、1/5000では非表示になります。 

 
 

2. 1/2500以上になると、背景地図が表示されます。 
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3. データ表示 

 

1. 拡大・縮小・全体表示 

 

画面の拡大・縮小・全体表示を行います。 

また、これら以外にも、任意の画面表示縮尺で表示する縮尺表示（［表示］-［画面表示］-［縮尺設定］）等で、画面の表

示状態を変更する事ができます。 

画面の表示縮尺は、通常、「ステータスバー」の一番右側に表示されます。 

ここをダブルクリックすると、［表示］-［画面表示］-［縮尺設定］を実行した場合と同様に、［表示縮尺設定］ダイアログボック

スが表示され、縮尺を変更できます。 

※詳細は各メニューのヘルプをご覧下さい。 

 

操作方法（拡大） 

1. ［表示］-［画面表示］-［拡大］を実行すると、ズームインアイコンが表示されます。 

マウスの中ボタン、もしくは、Ctrlキーを押しながらマウスの左ボタンでも拡大モードになります。 

2. 以下、拡大に用いたいモードによって操作が異なります。 

 

中央任意拡大モード 

指定した一点を中心として適当に拡大します。 

1. 拡大する中心位置にカーソルを動かします。 

2. マウスの左ボタンをクリックします。この時点で指定した点を中心として適当な範囲が拡大されます。 

 

範囲指定モード 

拡大する範囲をユーザーが指定して実行します。 

1. 拡大する範囲の四隅点位置にカーソルを動かします。 

2. マウスの左ボタンを押すと拡大フレームが表示されますので、ボタンを押したままマウスを動かし（ドラッグ）ます。 

この時、どの方向にも動かす事ができます。 

3. 拡大する領域が決まったら、マウスの左ボタンを離します。この時点で指定範囲の領域を拡大表示します。 

 

操作方法（縮小） 

1. ［表示］-［画面表示］-［縮小］を実行すると、ズームアウトアイコンが表示されます。 

Ctrlキーを押しながらマウスの右ボタンでも縮小モードになります。 

2. 縮小する中心位置にカーソル移動し、マウスの左ボタンを押します。 

3. 押した位置を中心に適当な範囲に縮小されます。 

 

操作方法（全体表示） 

1. ［表示］-［画面表示］-［全体表示］を実行すると、データ全域が表示されます。 
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2. 画面移動 

 

表示領域の移動を行います。 

マウスの動きに合わせて表示領域がスクロールします。 

 

操作方法 

1. ［表示］-［画面表示］-［移動］を実行すると、データ領域内に手の形をしたカーソルが表示されて、移動コマンド状

態に入ります。 

 
 

2. マウスの左ボタンをクリックし、ボタンを押したままマウスを動かし（ドラッグし）ます。 

このとき画面も同時にスクロールします。 

 

3. マウスの左ボタンを離すと、その位置でスクロールが止まり、移動が確定します。 

スクロール途中で移動を中止する場合は、マウスの左ボタンを押したまま右ボタンをクリックするか、マウスの左ボタ

ンを押したままキーボードの Escキーを押すと、実行開始位置に戻ります。 

 

また、［表示］-［画面表示］-［センタリング］では、表示領域の移動をセンタリングモードで行う事ができます。 

詳細は、PSEA メニューのヘルプを参照して下さい。  
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3. 図形表示切替 

 

属性項目別にレイヤー分けされたデータの表示・非表示を変更します。 

レイヤー単位の表示の切替は、「プロジェクトワークスペース」あるいは［プロジェクトエキスパート］-［レイヤー］パネルよ

り行います。 

 

操作方法① （レイヤー単位の表示制御） 

1. ［設定］-［プロジェクトエキスパート］を実行し、［プロジェクトエキスパート］-［レイヤー］パネルを表示します。 

「プロジェクトワークスペース」の「レイヤー」をダブルクリックしても同様に［レイヤー］パネルを表示できます。 

 
 

▼ ［プロジェクトエキスパート］-［レイヤー］パネル 

 
 

［レイヤー］パネルのリスト上や、「プロジェクトワークスペース」でレイヤー名の前のアイコンは現在のレイヤーの表示

状態を示しています。 
プロジェクト 

エキスパート 
プロジェクト 

ワークスペース  

    編集（前景）レイヤー：非表示にはできません 

    背景レイヤー：表示状態 

  背景レイヤー：非表示状態 

   前景レイヤーがありフォルダー内の全レイヤー表示状態 

   前景レイヤーがあり一部の背景レイヤーが表示状態 

  前景レイヤーがあり前景レイヤーのみ表示状態 

   フォルダー内の全背景レイヤーが表示状態 

  フォルダー内の一部背景レイヤーが表示状態 

   フォルダー内の全背景レイヤーが非表示状態 

※フォルダー前の アイコンをクリックすると、ツリーが展開され、 アイコンをクリックすると、フォルダーを閉じます。 

※フォルダーアイコンをクリックすると、フォルダー内の表示状態を一括で切り替えます。 
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2. ここでは、現在表示されている「建築物」「建築物の外周線」レイヤーを非表示にします。 

リスト上で２つのレイヤーを選択（Ctrlキーで複数選択可）し、【非表示】ボタンをクリックします。 

 
 

3. 「建築物」「建築物の外周線」レイヤーの前のアイコンが から に変わった事が分かります。 

 
 

  



 

 
 

45 

4. 【OK】ボタンをクリックし、［プロジェクトエキスパート］-［レイヤー］パネルを閉じます。 

画面を確認すると、建物の形状や塗りつぶしが非表示になっている事が確認できます。 

 

 

※「プロジェクトワークスペース」のレイヤー名のアイコンをクリックする事で

も、表示、非表示の切替を行う事ができます。 

 

 

操作方法② （項目の表示制御） 

1. ［設定］-［表示モード］を実行し、［プロジェクトエキスパート］-［表示モード］パネルを表示します。 

「プロジェクトワークスペース」の「表示モード」をダブルクリックしても同様に［表示モード］パネルを表示できます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ▲［プロジェクトエキスパート］-［表示モード］パネル 
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2. ここでは、現在表示されている「標高点」レイヤーのポイント属性（標高点の情報）のうち、「標高」の文字列表示を

非表示にします。 

 
 

現在の表示状態を「プロジェクトワークスペース」で確認すると、 

 

 

編集（前景）レイヤー＝「行政区画」 

であり、それ以外のレイヤー（＝「背景レイヤー」）はすべて 

表示状態 になっている事が分かります。 

これから表示を変更するレイヤー「標高点」は「背景レイヤー」になっています。 

 

3. ［表示モード］パネルを確認します。 

 
 

現在表示されている「標高点」レイヤーのポイント属性（標高点の情報）のうち、「標高」の文字列表示を非表示にし

ますので、「背景レイヤー」の「ポイント」の「属性」のチェックを OFFにします。 

【OK】ボタンで［プロジェクトエキスパート］-［表示モード］パネルを閉じます。 

 

 

標高点の情報「標高」 

背景レイヤー 
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4. 画面を確認すると、2.で表示されていた「標高」の青い文字列が非表示になっている事が確認できます。 

 
 

※ただし、［プロジェクトエキスパート］-［表示モード］による設定では、「編集（前景）レイヤー」か「背景レイヤー」

かの設定しか行えませんので、各レイヤー単位で設定を行う場合は、［プロジェクトエキスパート］-［表示モード］

と、各レイヤーの［レイヤーエキスパート］のアーク・ポイント・ポリゴン等のベクター要素パネルを組み合わせて

詳細な表示制御を行って下さい。 

 

操作方法③ （表示モードとレイヤーエキスパートによる表示設定） 

例えば、以下のプロジェクトで、現在背景レイヤーになっている「標高点」「町字の代表点」があります。 

これらのポイント注記のうち、「標高点」の文字列のみを非表示にするとします。 

 

前述のように、［設定］-［表示モード］から「背景レイヤー」の「ポイント」の「属性」のチェックを OFFにすると、「標高点」

も「町字の代表点」も両方の文字列が非表示になってしまいます。 

 

背景レイヤー時に 

 「標高点」レイヤーは文字列を表示しない 

 「町字の代表点」レイヤーは文字列を表示する 

と個別設定にするには、［レイヤーエキスパート］-［ポイント］パネルを組み合わせて設定します。 

 

  

町字の代表点 

標高点 
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1. ［表示モード］パネルを確認します。 

「背景レイヤー」の「ポイント」の「属性」のチェックが ONである事を確認します。

 
【キャンセル】ボタンで［プロジェクトエキスパート］を閉じます。 

 

2. 「プロジェクトワークスペース」から「レイヤー」-「標高点」をダブルクリックします。 

 

［レイヤーエキスパート］-［ようこそ］パネルが表示されます。 

 
点（ポイント）の設定を行いますので、左側のタブから［ポイント］パネル

を選択します。 

 

3. ［レイヤーエキスパート］-［ポイント］パネルが表示されます。 

「標高」フィールドに「表示」の青いチェックが ONになっている事が確認できます。 

 
「表示」のチェックが ONになっている項目が、画面上に表示されます。 

現在は「標高」のみが表示されている事が分かります。  
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4. この時、注意しなければならないのは、パネル上部にある表示設定の「前景（編集可）」「背景（編集不可）」とド

ロップダウン選択できる箇所です。 

PSEAでは、現在のレイヤーが「前景の場合」と「背景の場合」と、それぞれ異なった表示設定が行えます。 

 

例では「このレイヤーが背景の時に文字列を非表示にする」ので、「表示設定」を「背景（編集不可）」に切り替えます。 

その後で、「標高」の青いチェックを OFFにして下さい。 

 
ここまで設定できましたら、【OK】ボタンで［レイヤーエキスパート］を閉じます。 

 

画面で確認すると、背景レイヤーの「標高点」の注記文字列のみが非表示となり、「町字の代表点」の文字列は

表示されたままである事が分かります。 

 
 

  

町字の代表点 

標高点 
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操作方法④ （表示設定保存） 

［プロジェクトエキスパート］-［表示モード］パネルの設定内容を表示モードファイル（*.pdp）に保存する事ができます。 

【保存】ボタンを押すと、［名前を付けて保存］ダイアログボックスが表示されますので、名前を付けて保存します。 

 
※「表示モードファイル」に格納できる表示情報については、［表示モード］パネルのヘルプをご覧下さい。 

ファイル保存した表示モードファイルは、別のプロジェクトで同様に［プロジェクトエキスパート］-［表示モード］パネルの

【追加】ボタンから読み込んで利用する事ができます。 

また、保存時にファイルタイプで交換フォーマット（*.pdpex）を選択すると、XML 形式の表示モードファイルとして保存

できます。 
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4. 各項目の属性確認 

 

［属性照会］機能で、図上の要素の情報を見る事ができます。 

 

操作方法 

1. ［属性］-［属性照会］から、各要素別の照会を実行します。 

例：「建築物」→「ポリゴン属性照会」、「標高点」→「ポイント属性照会」…等 

 

2. ここでは、「建築物」の情報を照会します。 

［属性］-［属性照会］-［ポリゴン属性照会］を実行すると、［属性照会］ダイアログボックスが表示され、かつベクター

ウィンドウ上のマウスカーソルが十字に変わり、属性照会モードに入った事が分かります。 

※メニューを実行しただけでは、［属性照会］ダイアログボックスには、何も表示されません。 

照会する要素をクリックすると、その内容が表示されます。 

 
 

3. 属性を照会するポリゴン付近にカーソルを動かし、マウスの左ボタンを押します。 

ポリゴンをつかまえると、黄色のフラグが立ち、ポリゴン内部属性の確認ができます。 
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4. ［属性照会］ダイアログボックスの【情報コピー】ボタンをクリックすると、照会した要素の内部属性（①）と固有属性

（②）をクリップボードにコピーします。 

 
 

  
 

5. また、「対象レイヤー」のドロップダウンリストから対象を選択する事で、特定のレイヤーの要素に対してのみ照会を

する事ができます。 

レイヤーの数が多く、クリックすると照会するレイヤーの要素が捕捉しにくいプロジェクトで有効です。 

 
 

  

①内部属性 

②固有属性 

右の をクリックすると 

「固有属性が」と表示されます 
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5. 属性の編集 

 

各レイヤーの［レイヤーエキスパート］機能で、各属性テーブルへ、フィールドを追加する事ができます。 

 

操作方法 

1. ここでは、「行政区画界線」レイヤーの「アーク」に「備考」フィールドを追加します。 

［設定］-［プロジェクトエキスパート］を実行します。 

 
「行政区画界線」をダブルクリックする、もしくは、「行政区画界線」をクリックしてから、【レイヤーエキスパート】ボタン

を押します。 

 

2. 「行政区画界線」の［レイヤーエキスパート］-［ようこそ］パネルが開かれます。 

左側の「アーク」をクリックして、［アーク］パネルを表示させます。 

アークの内部属性一覧が表示されますので、【追加】ボタンをクリックして、属性を追加します。 

 

 

3. ［フィールドの追加］ダイアログボックスが表示されます。 

フィールド名に「備考」と入力し、【OK】ボタンをクリックします。 
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4. ［レイヤーエキスパート］-［アーク］パネルに、「備考」フィールドが追加された事が確認できます。 

【OK】ボタンで、この［レイヤーエキスパート］-［アーク］パネルを閉じます。 

［プロジェクトエキスパート］も、【OK】ボタンで閉じます。 

 
 

5. ［属性］-［属性照会］-［アーク属性照会］で、「行政区画界線」のアークをクリックすると、［属性照会］ダイアログボックス

に、「備考」フィールドが追加されている事が確認できます。 

追加されるフィールドは、「文字型」となっていますので、フィールドをダブルクリックすると、文字形式での、属性入力

が可能になります。 

 
編集を行えるのは、追加されたフィールドのみとなっています。 

 

6. 1.～4.の手順で追加したフィールドのみ削除、編集する事ができます。 

追加したフィールドが存在する［レイヤーエキスパート］の該当パネルを開きます。 
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7. 薄い色がついたフィールドが追加されたフィールドとなります。 

 
 

追加されたフィールドを選択し、【削除】ボタンを押すとただちに、追加されたフィールドを削除します。 

 

1.～4.の手順で追加したフィールド以外は、削除できません。 

 
 

削除しようとすると、以下のメッセージが表示されます。 

 
 

  

追加されたフィールド(削除可) 

削除できないフィールド 
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8. 追加されたフィールドを選択し、【更新】ボタンをクリックすると、［フィールド名の変更］ダイアログボックスを表示します。 

「フィールド名」をダブルクリックしても、同様にダイアログボックスが表示されます。 

 
 

9. このダイアログボックスでは、フィールド名等の変更が行えます。 

【OK】ボタンをクリックすると、変更が反映されます。 

空白のまま【OK】ボタンをクリックすると、空白のフィールドとなりますのでご注意ください。 
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6. 印刷 

 

画面の表示領域を印刷できます。 

 

1. クイック印刷 

 

地図の領域、印刷する紙のサイズ、印刷縮尺のパラメーターを組み合わせて、Windows プリンターへの簡易出力設定

を行います。 

印刷する際、プリンタードライバによっては画面の表示状態そのままに印刷できない場合がありますので、その際は「イメージ

にして印刷する」チェックボックスを ONにして下さい。 

【注意】 

 凡例の色表現は、ご使用のプリンターによって異なる場合があります。 

 色の透過は、ご使用のプリンターによって透過されない場合があります。 

 

操作方法 

ここでは、縮尺（A1縦・1/25000）を設定して印刷します。 

 

1. ［印刷］-［クイック印刷］を実行します。 

 

2. ［クイック印刷］ダイアログボックスが表示されます。

 
プリンターの設定を変えたい場合は、【プリンターの設定】ボタンを押して、設定して下さい。 

印刷する紙のサイズや方向を変更することができます。 

 

3. 「現在の表示領域を中心として、縮尺を指定して、現在のプリンターの設定用紙に（目いっぱいの大きさで）印刷し

ます」ラジオボタンを ONにし、縮尺に、「25000」と入力すると、プレビューに印刷イメージが表示されます。 

縮尺分母を入力するテキストエリアの右にある  ボタンをクリックすると、一般的に使用される縮尺がドロップ

ダウンリストに表示されます。 

該当する縮尺がある場合はここで「縮尺」の設定を行えます。 

また、ユーザーが任意に設定した「縮尺」や最近使用した「縮尺」は履歴としてリスト上に追加されます。 

 

4. 【OK】ボタンをクリックすると、直ちに印刷を実行します。 
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2. ウィンドウズ印刷 

 

Windows プリンターへ出力または、仮想ビットマッププリンターの設定からイメージやファイルに保存する場合に設定を

行います。 

 

操作方法 

ここでは、現在の表示領域を中心として、縮尺（1/2500）を設定して印刷します。 

また、その際に、表題と図郭線も合わせて印刷します。 

 

1. ［印刷］-［ウィンドウズプリンター印刷設定］を実行します。 

［ウィンドウズプリンター出力設定-1］ダイアログボックスが表示されますので、【プリンター選択、設定】ボタン-［ウィ

ンドウズプリンター］を選択し、プリンターと用紙のサイズ、方向を設定します。

 
設定が終了したら、【次へ】ボタンをクリックします。 

 

2. ［ウィンドウズプリンター出力設定-2］ダイアログボックスが表示されます。 

ここでは図郭線の設定を行うため、「はい、整飾を設定して使います」ラジオボタンを選択し、【次へ】ボタンをクリッ

クします。 

 
 

3. ［整飾設定-1］ダイアログボックスが表示されます。 

内外図郭線の色や線種、余白の設定を行います。 

設定が完了したら【次へ】ボタンをクリックします。 
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4. ［整飾設定-2］ダイアログボックスが表示されます。 

キャプション（表題）の設定を行います。 

表示位置にチェックを入れ、表示位置を選択している状態で「文字列」テキストボックスに、文字列を入力し、文字

サイズやフォントタイプ等を設定します。 

 
設定が完了したら【次へ】ボタンをクリックします。 

 

5. ［整飾設定-3］ダイアログボックスが表示されます。 

これで整飾の設定が完了します。 

現在の設定情報をファイルとして保存し、他の印刷で利用する事もできます。 

その場合は、「はい、設定をファイルに保存します」ラジオボタンを選択し、名前を付けて保存して下さい。

 
ここでは保存せず、【次へ】ボタンをクリックします。 

 

6. ［ウィンドウズプリンター出力設定-3］ダイアログボックスが表示されます。 

縮尺を設定し、【プリンターの印字領域いっぱいに出力】ボタンをクリックします。 

［ウィンドウズプリンター出力設定-1］ダイアログボックスで設定したプリンター情報から、印字可能な領域が自動的に

「印刷サイズ」に転記されます。 

設定が完了したら【次へ】ボタンをクリックします。 
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7. ［ウィンドウズプリンター出力設定-4］ダイアログボックスが表示されます。 

印刷枠の表示位置を「現在の表示領域の中央に配置する」を選択し、また、この設定後に印刷枠の変更可モードに

しない場合は、「印刷枠の変更をしない」を選択します（ここで「変更をしない」を選択しても、後から［印刷］-［印刷枠

調整（縮尺固定）］や［印刷］-［印刷枠調整（出力サイズ固定）］で印刷枠の場所移動やサイズ変更は可能です）。 

この設定で【完了】ボタンをクリックします。 

 
 

8. 設定通りに印刷枠が表示されます（白い部分が印刷範囲です）。 

 
 

9. ［印刷］-［イメージにして印刷プレビュー］を実行し、印刷状況を確認します。 

この状態でよければ、 【印刷】ボタンをクリックして下さい。または、プレビューウィンドウを【×】ボタンで閉じた後

で、［印刷］-［印刷実行］を選択して下さい。印刷が実行されます。

 
 

10. 印刷後、印刷モード（8の状態）を OFFにする場合は、［印刷］-［ウィンドウズプリンター印刷モード］を実行して下

さい。  



 

 
 

61 

7. 表示画面のイメージ保存 

 

画面に表示した状態をイメージとして保存します。 

以下の 2通りの方法があります。 

 

操作方法① 

コピー（PrintScreen）キーによる画面のハードコピーをクリップボードへではなく、直接指定のファイルに連番を付けて

保存します。 

 

1. ［ヘルプ］-［スナップショット機能の設定］を実行します。 

 

2. ［スナップショット機能の設定］ダイアログボックスが表示されますので、コピーキーの動作やイメージの保存先を

設定します。 

 
 

3. 【OK】ボタンをクリックし、ダイアログボックスを閉じます。 

 

4. 上で設定したコピーキーの状態で、イメージ保存が実行されます。 

アプリケーション上からそのイメージを開く場合は、［ヘルプ］-［スナップショットファイル（ファイル名が表記されま

す）］を実行して下さい。 
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操作方法② 

表示画面から任意の矩形を指定し、その範囲をイメージデータとして保存します。 

 

1. ［ファイル］-［表示画面を画像データとして保存］を実行します。 

 

2. クロスヘアカーソルが表示され、領域の選択モードに入った事が確認できます。 

マウス左ボタンで領域の始点をクリックします。 

 
 

3. マウスの左ボタンで、切り出しの始点位置から終点位置までをドラッグ＆ドロップで指定すると、［画像イメージの保存］

ダイアログボックスが表示されます。 

 
 

ボタンをクリックすると、［画像ファイルの保存先］ダイアログボックスが表示されますので、保存形式として 

 「ウィンドウズビットマップ(*.bmp)」 

 「Tiff(*.tif)」 

 「Portable Network Graphics(*.png)」 

を選択して下さい。 

 

4. 詳細を設定して【OK】ボタンをクリックすると、画像を保存します。 
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8. プロジェクトの保存 

 

公共測量成果プロジェクト（*.psea）として保存します。 

 

操作方法 

1. ［ファイル］-［名前を付けて保存］から表示される［プロジェクトファイル保存先］ダイアログボックスで実行します。 

 
保存できるファイルの種類は、以下となります。 

 公共測量成果プロジェクトファイル(*.psea) 

 公共測量成果プロジェクト圧縮ファイル(*.pseazz) 

 公共測量成果プロジェクト XMLファイル(*.pseax) 

 

2. 一度名前を付けて保存されたプロジェクトファイルは、次回更新時に保存する際は、［ファイル］-［上書き保存］で

保存できます 

 

また、本ツールで作業を行ったプロジェクトファイルは、 

［ファイル］-［最近使ったプロジェクトファイル］ 

から履歴として読み出す事ができます。 

 

この履歴をクリアーする場合は、 

［ファイル］-［最近使ったファイル履歴をクリアー］ 

を実行して下さい。 

 

  



 

 
 

64 

9. PSEA の終了 

 

作業内容を保存した後、アプリケーションを終了します 

 

操作方法 

1. ［ファイル］-［アプリケーションの終了］を実行すると、このアプリケーションを終了します。 

 

2. データに加えた変更点が［ファイル］-［名前を付けて保存］や［ファイル］-［上書き保存］で保存されていない場合

は、確認メッセージが表示されます。 
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5. データの出力 

 

インポートした数値データを各種データ形式にエクスポートすることができます。 

※インポート形式とエクスポート形式の対応については、別紙「データ変換対応一覧」を参照して下さい。 

 

1. エクスポート 

 

［ファイル］-［エクスポート］から、以下の形式の各種データ形式にエクスポートする事ができます。 

エクスポートするデータの種類に応じて、メニューを選択して下さい。 

データ別にエクスポートのダイアログボックスが表示されます。 
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1. シェープファイルへのエクスポート 

 

シェープファイル形式にエクスポートします。 

シェープファイルへのエクスポート時の注意点としては、 

⇒≪5.2.1.シェープファイルへエクスポートする場合≫ 

をご参照下さい。 

 

操作方法 

1. ［ファイル］-［エクスポート］-［シェープファイル］を実行すると、［シェープファイルエクスポート］ダイアログボックスが

表示されます。 

出力するファイルを保存するフォルダーを指定して下さい。 

 
 

2. 【OK】ボタンをクリックすると、エクスポートが実行されます。 
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2. CAD データ交換標準フォーマットへのエクスポート 

 

CADデータ交換標準フォーマット（SXF）ファイル形式にエクスポートします。 

 

操作方法 

1. ［ファイル］-［エクスポート］-［CAD データ交換標準フォーマット］を実行すると、［CAD データ交換標準フォーマット

（SXF）エクスポート］ダイアログボックスが表示されます。 

 
 

 

ボタンをクリックすると、［ファイル名を付けて保存］ダイアログボックスが表示されますので、出力するファイル

名を指定して下さい。 

 

「ファイルの種類」として、 

 CADデータ交換標準(sfc ファイル) (*.sfc) 

 CADデータ交換標準(STEP p21ファイル) (*.p21) 

が設定できます。 

 

2. 【OK】ボタンをクリックすると、エクスポートが実行されます。 
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3. KML ファイルへのエクスポート 

 

KMLファイル形式にエクスポートします。 

 

操作方法 

1. ［ファイル］-［エクスポート］-［KML ファイル］を実行すると、［KML ファイルへのエクスポート］ダイアログボックスが

表示されます。 

 
出力するファイル名を指定して下さい。 

 

「ファイルの種類」として、 

 KMLファイル (*.kml) 

 KMZ圧縮ファイル (*.kmz) 

が設定できます。 

 

2. 【保存】ボタンをクリックすると、エクスポートが実行されます。 
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4. 数値地形図データ（旧拡張 DM 形式）へのエクスポート 

 

［ファイル］-［エクスポート］-［数値地形図データ（旧拡張 DM 形式）］を実行し、数値地形図（旧拡張 DM）データ形式

にエクスポートします。 

データの出典により処理の手順が異なります。 

 

操作方法 

1. 元データも「数値地形図データ（旧拡張 DM）」の場合、［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】ボタンをクリックすると、エクスポートが実行されます。 

 
 

2. 元データが「基盤地図情報ダウンロードデータ」の場合、［数値地形図（旧拡張 DM 形式）への出力］ダイアログ

ボックスが表示されます。 

設定後【OK】ボタンをクリックすると、エクスポートが実行されます。 

 
※ダイアログボックスの詳細は、ヘルプをご覧下さい。 
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3. 元データが「SXF/DXF」形式のデータの場合、以下のようなメッセージが表示されます。 

【OK】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。 

設定後【保存】ボタンをクリックすると、エクスポートが実行されます。 

［ファイル］-［LogicalTranslator による DM<==>SXF 変換］メニュー（32ビット版のみ対応）のご利用もあわせてご検

討下さい。 

 
 

4. 元データが不明の場合は、以下のようなメッセージが表示されます。 

【OK】ボタンをクリックすると、エクスポートを中止します。 
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5. 数値地形図データ（JPGIS 附属書 8・12 形式）へのエクスポート 

 

数値地形図データ（JPGIS附属書 8・12形式）に記載定義されているデータをエクスポートします。 

 

操作方法 

1. ［ファイル］-［エクスポート］-［数値地形図データ（JPGIS 附属書 8・12 形式）］を実行すると、［数値地形図互換

データエクスポート］ダイアログボックスが表示されます。 

出力するレイヤーや出力時のオプションを設定し、エクスポートするファイル名を指定して下さい。 

  
※ダイアログボックスの詳細は、ヘルプをご覧下さい。 

 

2. 【OK】ボタンをクリックすると、エクスポートが実行されます。 
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6. 公共基準点・水準点データ（JPGIS 附属書 8・12 形式）へのエクスポート 

 

公共基準点・水準点データ（JPGIS附属書 8・12形式）（*.xml）に記載定義されているデータをエクスポートします。 

 

操作方法 

1. ［ファイル］-［エクスポート］-［公共基準点・水準点データ（JPGIS附属書 8・12形式）］を実行すると、［公共基準点・

水準点データエクスポート］ダイアログボックスが表示されます。 

保存対象、符号化方式をラジオボタンから設定し、保存先を指定して下さい。 

 
※ダイアログボックスの詳細は、ヘルプをご覧下さい。 

 

2. 【OK】ボタンをクリックすると、エクスポートが実行されます。 
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2. データコンバート時の注意 

 

PSEAでは様々な形式にデータをコンバートする事ができますが、その際にいくつか注意すべき点があります。 

インポート後のプロジェクトに、≪4.5.属性の編集≫で追加したフィールドは、正しくコンバートされないのでご了承下さい。 

※コンバートできるデータとその種類については、別紙「データ変換対応一覧」を参照して下さい。 

 

1. シェープファイルへエクスポートする場合 

 

シェープファイルの性格上、出力先にはフォルダーを指定します。 

 
 

各 SHPファイルには点・線・面の 1種類しか格納できないため、1つのレイヤーから最大 3つの SHP ファイルが出力

され、 

 点（ポイント）：（出力フォルダー）（レイヤー名）_1.shp 

 線（アーク）：（出力フォルダー）（レイヤー名）_3.shp 

 面（ポリゴン）：（出力フォルダー）（レイヤー名）_5.shp 

のネーミングが用いられます。 

 

また、SHPファイル以外に 

 SHX（インデックスファイル） 

 DBF（属性ファイル） 

 PRJ（座標系・投影情報ファイル） 

もそれぞれのネーミングで出力されます（即ち、1 レイヤーから最大 9 ファイルが生成されます）。 

※PSEAの内部属性（ポイントやアーク等図形データの内部に含まれる属性情報）は DBF として保存されます。

フォーマットの制約上、フィールド名は半角英数で 10文字、日本語では 5文字までとなります。 

UTF-8で出力した場合は、フィールド名は半角英数で 10文字、日本語では 3文字までとなります。） 

《例》 

PSEAで 

1. 「最終取得年月」というフィールド名称を持つ

データをシェープに UTF-8が ONの状態で

エクスポートします。 

 

 

2. そのシェープデータを再度 PSEAでインポー

トします。 

すると、「最終取」となり、「最終取得年（月）」

の残り部分が欠落している事が確認できます。 
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2. 数値地形図データ（旧拡張 DM 形式）を CAD データ交換標準（SXF）にエクスポートする場合 

 

数値地形図データ（旧拡張 DM 形式）は、それぞれの図式を「分類コード」で持っており、PSEA に限らず、数値地形

図データ（旧拡張DM形式）を表示させるソフトウェアでは、その分類コードで、「作業規程の準則（付録 7）公共測量標

準図式」に準拠した表示を行っています。 

 

《例》 

1. 以下のように描画されている線（アーク）があるとします。 

 
2. ［属性］-［属性照会］-［アーク属性照会］で確認すると、「分類コード+図形コード」フィールドに「630100」という値を

持っている事が分ります。 

 
 

 

 

3. このコードにより、描画パラメーター（=作業規程に則った図式）の各ペンから該当するペンを選択し、破線等の特

殊な図式描画を行っている事が確認できます。 
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4. この表示状態から、CADデータ交換標準（SXF）へエクスポートした場合、「見たままの状態」でエクスポートされ

ますので、破線等はそれぞれ細かい線となりデータ量が大きくなります。 
▼元の DM データ  

  
▼エクスポートした SXF データ  

  
 

5. この状態を回避するには、以下の方法でエクスポート前、一時的に特殊描画をさせないようにします。 

 

【変更方法】 

1. ［設定］-［プロジェクトエキスパート］を実

行し、［描画パラメーター］パネルを開き

ます。 

インポートされた数値地形図データ（旧

拡張 DM形式）の縮尺に対応したパラ

メーターセット名を一時変更します。 

 

▼ 変更前の描画パラメーター（名称「DM2500」） 

 

2. 2500 レベルデータの場合、「DM2500」

と書かれているタイトルをマウス右クリック

するとタイトル編集モードになりますので、

別の名前として「DM2500-1」にします。 

 

▼ 変更後の描画パラメーター（名称「DM2500-1」） 
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3. 数値地形図データ（旧拡張 DM 形式）をエクスポートする場合 

 

数値地形図データ（旧拡張DM形式）にエクスポートする場合、「E5（点）」データの座標値は「代表点の座標値」にセット

され、実データレコードは作成しません。 

 

《例》 
▼ 元の数値地形図データ（旧拡張 DM 形式） 

 
 

▼ 上記データを PSEA で読み込み、再度、数値地形図データ（旧拡張 DM 形式）でエクスポートした場合 
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6. 各種検査 

 

1. 位相一貫性検査 

 

微小セグメントや自己交差（ねじれ）、交差（レイヤー内・レイヤー間）の交差などを検査して、エラー箇所があれば、新規

にレイヤ（「位相チェック」レイヤー）を作成してエラー箇所にポイント生成し、その内部属性として、エラーとなったアーク

の情報を登録します。 

 

操作方法 

1. ［検査支援］-［位相一貫性検査］を実行すると、［位相一貫性のチェック］ダイアログボックスが表示されます。 

点検項目にチェックを入れ、対象レイヤーを選択後、【OK】ボタンをクリックします。 

 
※ダイアログボックスの詳細は、ヘルプをご覧下さい。 

 

2. 処理が終了すると、検査結果のメッセージボックスが表示されます。 

 
▼エラーがある場合 ▼エラーがない場合 

  

 

3. この内容は、キーボード「Ctrl+C」で、クリップボードにコピーできます。 

 
 

  



 

 
 

78 

4. また、ベクター画面上にエラー箇所が強調表示されます。 

【OK】ボタンをクリックすると「位相チェック」レイヤーが生成され、エラー箇所にはエラーマークポイントが表示され

ます。 

 
 

5. エラーマークポイントを［属性］-［属性照会］-［ポイント属性照会］でクリックすると、エラー情報の詳細を確認する事

ができます。 

 

  

エラー箇所の強調表示 

エラーマークポイントの属性照会 

エラーマークポイント 
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エラーリストの一覧表示と地図との連動表示 

「プロジェクトワークスペース」を表示し、チェックの結果生成された「位相チェック」レイヤーをマウス右ボタンでク

リックすると、以下のようなポップアップメニューが表示されます。 

(［属性］-［属性ウィンドウ表示表示］-［ポイント属性ウィンドウ］でも同様です。) 

 
 

ここで［ポイント属性ウィンドウ］を選択すると、エラーマークポイントの内容を一覧表示する事ができます。 

 
 

また、エラーリスト一覧が表示された状態で、［リンク］-［現在のレコードの自動追従ベクターデータ検索］を実行す

ると、メニュー名の横にチェック印が付きます。 
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チェックが付いたら、ベクターウィンドウをアクティブにしてから、［ウィンドウ］-［上下に並べて表示］で地図とリストを

並べて表示します。 

 
この状態で、エラーリストのレコードをクリックすると、該当するエラーポイント位置を画面で確認する事ができます。 

エラーリストを閉じるには、以下の方法があります。 

 

① ウィンドウ右上の【×】ボタンをクリックする（この【×】ボタンはエラーリストが全面表示されている時のみ表示さ

れます）。 

 
 

② ウィンドウ右上の【×】ボタンをクリックする（この【×】ボタンはエラーリストと地図画面が並んで表示されている時

のみ表示されます）。 

 
 

③ 画面上部の「位相チェック-ポイント」と表示されているタブ上でマウス右クリックすると表示されるポップアップ

メニューから［タブを閉じる（非表示にする）］を選択する。 
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6. 複数のエラー箇所を順番に確認するには、［表示］-［画面表示］-［エラー箇所の巡回表示］、または［表示］-［画

面表示］-［エラー箇所の巡回アニメーション］を実行して下さい。 

エラー箇所を画面の中央に表示しながら、巡回表示（※）する事が可能です。 

このエラー強調表示をクリアーする場合は、［検査支援］-［エラー強調フラグのクリアー］を実行して下さい。 

 

（※）エラー巡回機能における注意と制限 

 機能の制限 

エラー箇所の巡回表示機能は、前景に設定されたレイヤーが対象となります。 

 操作補足 

エラー箇所の移動は F3キーを押すと次のエラー箇所に移動します。 

 注意 

ダブリ、交差などは、エラーフラグをつけておらず、巡回対象になっていません。 

 その他注意点 

１つの要素に複数エラーがあるとエラー数とエラーフラグのある要素数は一致しません。 

巡回はエラー箇所ではなく、エラーフラグのある要素（画面で強調色になる箇所）を巡回しています。 

 

位相チェックのエラーメッセージ 

検査結果のメッセージとして表示される項目と、具体的なエラー内容は以下の通りです。 
エラー項目 指定種別 エラー種別 

連続する同一点、微小セグメント  ・連続する同一点 

・微小セグメント 

自己交差（ねじれ）、ダブリ等 ◎分解能 ・自己ダブリ 

・自己ダブリ（部分的） 

・自己交差 

・自己交差（補間点上） 

◎しきい値 ・途中接触 

・自己交差 

交差（同一レイヤー内） ◎分解能 ・ダブリ 

・ダブリ（部分的） 

・交差 

・交差（補間点上） 

◎しきい値 ・交差 

・途中接続（接触） 

・オーバーラップ 

・始終点が途中接続（接触） 

・始終点が途中接続（接触） 

交差（レイヤー間） ◎分解能 ・（レイヤー間）ダブリ 

・（レイヤー間）ダブリ（部分

的） 

・（レイヤー間）交差 

・（レイヤー間）交差（補間点

上） 

◎しきい値 ・交差 

・途中接続（接触） 

・オーバーラップ 

・始終点が途中接続（接触） 

・始終点が途中接続（接触） 

接続不良（同一レイヤー内アークに隣接する端点ノード） ◎しきい値 ・接続不良 

接続不良（レイヤー間、他レイヤーのアークに隣接する端点ノード） ◎しきい値 ・接続不良 

端点ノード  ・端点ノード 

ダミーノード(アーク接続数が 2)  ・ダミーノード 

アーク接続数が指定数以上のノード 接続アーク数[n] ・接続アーク[n]以上のノード 

孤立アーク  ・孤立アーク 

 

補足① 

「連続する同一点、微小セグメント」を実行した場合、結果のエラー一覧で、「記述」フィールドにしきい値との関連

が転記されます。 

《例》 

しきい値に 0.01m（実長）と設定し、「微小セグメント」としてそれ以下の長さのアークがエラーとして検出された場

合、「記述」フィールドに「実長 0.006442 m」と表示されます。 

 



 

 
 

82 

補足② 

途中接続（接触）、レイヤー間交差など２つの要素間エラー結果は、 

 「レイヤー名 2」 

 「要素 2ID」 

にチェック相手要素の情報が転記されます。 

 

補足③：しきい値とエラー 

しきい値を設定し、交差チェックを行うと、エラー結果として「接続（接触）」「交差」「オーバーラップ」が表示される場

合があります。 

設定した値とエラーとなったデータの関連は以下の通りです。 

 

＜接続・交差＞ 

 
 

 
※しきい値の範囲内に線分の端点が入っている場合は、「途中接続（接触）」となり、その範囲を超えた場合は「交

差」となります（範囲内に始終点がある場合には「始終点が途中接続（接触）」になります）。 

 

  

しきい値 

接続 
交差 
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＜オーバーラップ＞ 

 
 

 
※しきい値の範囲内に線分の連続する部分が入り、かつその連続した長さがしきい値よりも長い場合は「オーバー

ラップ」となります。 

 

補足④：分解能について 

分解能（解像度）を指定して行う場合、各ベクターデータの座標値は一旦、指定の分解能までの値で丸められます。 

すなわち、指定の分解能を１単位（ピクセル）とした整数値にすることに相当します。 

この状態で、交差判定を行います。 

 

  

しきい値 
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2. 簡易論理検査 

 

1個のインデックスファイルと、関連する図郭ファイル（1個以上）の各ファイルについて、フォーマット検査を行います。 

検査結果は「管理リストファイル」と「エラーリストファイル」に出力します。 

 「管理リストファイル」はテキストファイルです。 

 １回の処理で１ファイル作成し、数値地形図（旧拡張DM）ファイルの図郭情報、エラー件数などを表示します。 

 「エラーリストファイル」は CSV形式のテキストファイルです。 

 エラーが発見された場合に、数値地形図（旧拡張 DM）ファイル毎に作成し、エラー情報を表示します。 

 ファイル名は、数値地形図（旧拡張 DM）ファイル名によって自動設定されます（「ファイル名+_err.csv」）。 

 出力するエラーメッセージがないファイルについては、エラーリストファイルは作成しません。 

 各々、同名のファイルが存在する場合は上書き、または、消去します。 

 

操作方法 

1. ［検査支援］-［DM 簡易論理検査］を実行すると、［簡易論理検査］ダイアログボックスが表示されます。 

検査対象のインデックス、及び図郭ファイルを【追加】ボタンで登録して下さい。 

  
 

また、「ログの保存先」を指定せずに【OK】ボタンをクリックすると、以下のようなダイアログボックスが表示されます。 

必ず入力して下さい。 

 
 

2. 【OK】ボタンをクリックすると、処理を実行します。 

検査処理が完了すると、エクスプローラーが起動し、「ログの保存先」で設定した場所を表示します。 

 
※ファイル毎に限定できないメッセージ（例えば、ファイルの有無等）やコメントはエラーリストではなく、管理リストに

出力します。 

※エラーリストの形式とエラーコード、メッセージについては、別紙「簡易論理検査エラーコードとメッセージ」を

参照して下さい。 
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3. 簡易接合検査 

 

2個以上の図郭ファイルの接合検査を行います。 

検査結果は「管理リストファイル」と「エラーリストファイル」に出力します。 

 「管理リストファイル」はテキストファイルです。 

 １回の処理で１ファイル作成し、数値地形図（旧拡張DM）ファイルの図郭情報、エラー件数等を表示します。 

 「エラーリストファイル」は CSV形式のテキストファイルです。 

 エラーが発見された場合に、数値地形図（旧拡張 DM）ファイル毎に作成し、エラー情報を表示します。 

 ファイル名は、数値地形図（旧拡張 DM）ファイル名によって自動設定されます（「ファイル名+_err2.csv」）。 

 出力するエラーメッセージがないファイルについては、エラーリストファイルは作成しません。 

 各々、同名のファイルが存在する場合は上書き、または、消去します。 

 

操作方法 

1. ［検査支援］-［DM 簡易接合検査］を実行すると、［簡易接合検査］ダイアログボックスが表示されます。 

検査対象の図郭ファイルを【追加】ボタンで登録して下さい。 

 
 

また、「ログの保存先」を指定せずに【OK】ボタンをクリックすると、以下のようなダイアログボックスが表示されます。 

必ず入力して下さい。 

 
 

2. 【OK】ボタンをクリックすると、処理を実行します。 

検査処理が完了すると、エクスプローラーが起動し、「ログの保存先」で設定した場所を表示します。 

 
※ファイル毎に限定できないメッセージ（例えば、ファイルの有無など）やコメントはエラーリストではなく、管理リストに

出力します。 

※エラーリストの形式とエラーコード、メッセージについては、別紙「簡易接合検査エラーコードとメッセージ」を

参照して下さい。 
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4. 検査結果の表示 

 

操作方法 

1. 検査結果の「エラーリストファイル」（CSV形式）には、検査を行った数値地形図（旧拡張 DM）ファイル名が記載

されています。 

この CSVファイルを、エクスプローラー等からドラッグ＆ドロップする事で、数値地形図（旧拡張 DM）をインポート

してプロジェクト、及び、エラー箇所の一覧データベースが作成されます。 

 
 

 
 

 
 

エラー結果一覧データベース 

PSEA プロジェクト 

検査したファイル名 

この CSV ファイルをエクスプローラーから、PSEA

のメインウィンドウにドラッグ＆ドロップします。 



 

 
 

87 

2. エラー箇所を特定する場合は、一覧データベースで特定するレコードをクリックし、該当するエラー箇所が表示さ

れます。リンク箇所へ移動しない場合は、［リンク］-［ベクター検索］-［現在のレコードのベクター検索］を実行して

下さい。 

 
 

3. また、エラーコードの種類で検索する事も可能です。 

一覧データベースから［レコード］-［検索］を行い、［リンク］-［ベクター検索］-［選択ベクターデータ検索］で位置を

特定する事ができます。 
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7. 申請支援 

 

1. チェックシートの出力 

 

公共測量成果提出の申請の際に必要な書類、資料及び成果等の確認が可能な提出書類等チェックシートを作成します。 

 

操作方法 

1. ［検査支援］-［公共測量成果申請チェックシート］を実行すると、［公共測量成果検査支援ツール］ウィンドウが表示

されますので、該当する作業内容に沿ったチェック項目を入力して下さい。 

 
【必須】と書かれた項目は、必ず入力して下さい。 

入力しないまま【確認シート】ボタンをクリックすると、再入力を促すメッセージが表示されます。 
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2. ［公共測量成果検査支援ツール］の 1～3の項目を入力し、【確認シート】ボタンをクリックすると、確認シートのイ

メージが表示されます（測量種別によって、表示される項目は異なります）。 

提出時に必要な資料等がある場合は、有無のチェック表が表示されます。 

確認できたものには「確認」チェックを ONにして下さい。 

 
 

3. 【印刷】ボタンをクリックすると、確認メッセージが表示されます。 

 
 

4. 【OK】ボタンをクリックすると、シートのプレビューが表示され、同時にプリンターを選択するウィンドウが開かれます。 

 
［印刷］ダイアログボックスの【印刷】ボタンをクリックすると、シート印刷が実行されます。 

入力ウィンドウに戻る場合は、プレビュー画面の表題部分「成果提出確認シート」をクリックして下さい。 
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2. チェックシートの編集 

 

現在設定されている作業種別・成果提出物名称の対応状況は、「./Data/data.html」で一覧表示する事ができます。 

「data.html」は「data.js」ファイルを読み込みます。 

 
修正するのは「data.js」の 

「データ入力開始」から「データ入力終了」で括られた範囲内です。 

それ以外を編集すると、確認シートが正常に動作しなくなる場合がありますので、ご注意下さい。 

 

【コメントの記述方法】 

Javascript中に、プログラムに関するメモや理解を助けるための注釈（コメント）を挿入する事ができます（ここで記述さ

れた文字列はスクリプト処理の対象となりません）。 

 

 行末までのコメント…// 

一行をコメントする場合は、記号//を使って、次のように記述します。 

//以下、行末までがコメントとなります。 

 

 
 

 複数行にわたるコメント…/*～*/ 

複数行の文をコメントにする場合は、/*～*/で文を挟みます。 
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「data.js」の修正方法 

ここでは例として、新規に以下のような作業種別と成果物を追加します。 

《例》 

作業種別：都市再生街区基本調査 

成果：メタデータ・基図・現況測量結果図・重ね合わせ図・整理簿 

 

1. 「data.js」ファイルを開き、エディターで開きます。 

「//データ ＝ 作業種別」以下に作業種別として以下のように追加します。 

 
 

ここで追加した結果は「検査支援」の「作業種別」チェックと対応しています。 

セパレータ（区切り線）と「都市再生街区基本調査」が追加されている事が確認できます。 
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2. 次に、「測量種別」の選択後に確認シートで表示される成果物リストを設定します。 

「data.js」ファイルの「//データ ＝ 確認シート」以下に作業種別と成果物を以下のように追加します。 

 
 

ここで追加した結果は「成果提出確認シート」の項目確認チェックと対応しています。 

 
 

設定の結果は、「data.html」で一覧表示して確認できます。 

 

【注意点】 

「//データ ＝ 作業種別」で設定した「this.dWorkType.push（"作業種別名称"）;」 

と、 

「//データ ＝ 確認シート」で設定した「vType = "作業種別名称";」 

両方の名称が一致していないと、「検査支援」と「確認シート」のチェック対応が正常に取れませんので、編集の際

には十分ご注意下さい。 

 

  

「（vType, “○○”）;」で設定した成果物名称 

「vType=”○○”」で設定した作業種別 
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3. メタデータの妥当性検査 

 

JMP2.0 メタデータファイル（*.xml）の妥当性検査を行います（※内容のチェックはされません）。 

 

操作方法 

1. ［検査支援］-［JMP2.0 メタデータ妥当性検査］を実行すると、［ファイルを開く］ダイアログボックスが表示されます。 

 

2. 検査対象となる JMP20 メタデータファイル（*.xml）を指定し、【OK】ボタンクリックして下さい。 

妥当性検査が行われ、結果はテキスト形式で表示されます。 

 
▼エラーのない場合 

 
 

▼エラーのある場合（入力必項目の「作業名」「助言番号」が空白） 

 
 

3. 検査結果でメタデータにエラーがあった場合は、メタデータエディタを起動し、修正する事ができます。 

［検査支援］-［メタデータエディタの起動］を実行すると、［JMP2.0 メタデータエディタの登録］ダイアログボックスが

表示されます。 

あらかじめインストールしてあるメタデータエディタを指定し、【OK】ボタンをクリックして下さい。 

一度設定すると、次回からはこのダイアログボックスは表示されず、直接メタデータエディタを起動します。 

 
 

4. メタデータエディタ上でも、［検査支援］-［JMP2.0 メタデータ妥当性検査］と同じ処理が行えます。 

（※メタデータエディタの使用方法は、『JMP2.0 メタデータエディタマニュアル』をご覧下さい） 

 

 

4. 公共測量用メタデータエディタのインストール 

 

操作方法 

1. 公共測量用メタデータエディタ（以下、「メタデータエディタ」という）を国土地理院のサイトからダウンロードします。 

https://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/public/seihinsiyou/meta-editor.html 
 

2. 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 JMP20ME23.zip ファイルを解凍した中身をインス

トールする場所に移動します。 

詳細は、『公共測量メタデータエディタ ver2.3 操作説明書』を参照して下さい。 

 

※お使いのマシンに「.Net Framework4.5」がインストールされていない場合は、インストールできません。 

メタデータエディタは、.NET Framework4.5 を用いて開発されています。  

そのため、OSにおいて無効化されている場合は、別途「.NET Framework 4.6 Advanced Services」、「.NET 

Framework 4.7 Advanced Services」、「.NET Framework 4.8 Advanced Services」機能いずれかを有効に

する必要があります。詳しくは OSのヘルプ等をご参照下さい。 
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8. その他 

 

1. プログラムの情報 

 

PSEAのバージョン情報などが表示されます。 

 

操作方法 

1. ［ヘルプ］-［バージョン情報］を実行します。 

 

2. ［バージョン情報］ダイアログボックスが表示されます。 

 
▼32Bit 版 

 
▼64Bit 版 

 
 

3. 「国土地理院公共測量トップページへ」をクリックすると、国土地理院のページにジャンプできます。 

 
 

4. 情報を確認したら、【OK】ボタンをクリックして、ダイアログボックスを閉じます。 
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1. はじめに 

ソフトウェアについて 

 

（目的） 

このツールは、PSEAのメインメニューにて「GeoSpatial PDF データ」メニューを表示させると同時に、

「GeoSpatial PDF データ」の取り扱いを可能にするためのツールです。 

このツールがインストールされていない場合は「GeoSpatial PDF データ」メニューはメインメニューに表示さ

れませんので、ご注意下さい。 
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2. ダウンロード 

インストールファイルのダウンロード 

 

ダウンロード方法 

 

1. Ghostscriptの公式サイトにアクセスし、インストールファイルをダウンロードします。 

(URL：https://www.ghostscript.com/) 

 

2. 下図が公式サイトのトップ画面ですが、この画面の上部にある「DOWNLOAD」をクリックし、対象となるイン

ストールファイルを選択するページへと遷移します。 

 
 

 
 

 

 

 

https://www.ghostscript.com/
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3. インストールファイルのダウンロードを行います。 

今回は「GNU Affero General Public License：フリーソフトウェアライセンス」という無償使用できるライセンス

体系のものをインストールします。 

※「Artifex Commercial License：商用ライセンス」の列のリンク先は使用しません。 

※お使いのマシンの OSに応じて 32ビット版・64ビット版を選択して下さい。 

 

4. ここでは 64ビット版のセットアップを行います。 

下図の赤枠内「Ghostscript GPL Release」をクリックします。 

 
 

5. リンク先をクリックするとインストールファイルのダウンロードが開始されます。 

ブラウザー規定のダウンロードファイル保存場所か、あるいは任意の場所に保存して下さい。 
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3. インストール 

Ghostscriptのインストール 

 

操作方法 

 

1. Ghostscriptのインストールを行います。 

ダウンロードしたインストールファイルを実行し、インストーラーを起動させます。 

≪2.ダウンロード≫で保存したファイルを右クリックし、「管理者として実行」を選択します。 

 
 

【ユーザーアカウント制御画面が表示された場合】 

「管理者として実行」を選択しても、UAC機能が設定されていて、メッセージが表示される場合は、 

 管理者権限を持つアカウントの場合：＜はい＞を選択してインストールを実行する 

 管理者権限を持たないアカウントの場合：一時的に管理者権限のあるアカウントでログインし、インス

トール処理を実行する 

 

2. インストーラーを起動させると下図の画面が表示されますので、インストールを行う場合は【Next】ボタンを、イン

ストールを行わない場合は【Cancel】ボタンをクリックします。 

 
 

3. 次に、ライセンス契約文書(License Agreement)が表示されますので、内容を一読し、同意できる場合は【I 

Agree】ボタンをクリックします。 

【Cancel】ボタンをクリックすると、インストールを中断する事ができます。 
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4. 次に、インストール先を設定します。 

インストール先フォルダーは「C:¥Program Files¥gs¥gs9.55.0」が指定されています。 

（緑字部分はインストール時の Ghostscriptの最新版バージョンによって異なります） 

任意の場所に変更する場合は、【Browse】ボタンをクリックすると表示される[フォルダーの参照]ダイアログボッ

クスで、インストールフォルダーを変更して下さい。 

 
 

※インストールを行う場合、 

32bitOS版で「C:¥Program Files (x86)¥gs¥gs9.55.0」 

64bitOS版で「C:¥Program Files¥gs¥gs9.55.0」 

が初期値のフォルダーになります。 

 

また、上図の青枠内には 

「Space required：61.7MB」「Space available：740.8GB」 

と表示されていますが、前者は「Ghostscriptをインストールするのに必要な容量」、後者は「Ghostscriptのイ

ンストール先フォルダーの空き容量」を示しています。 

この容量に問題がなければ、【Install】ボタンをクリックしてインストールを実行します。 
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5. インストールが実行されるとインストール進捗画面が表示されます。 

 
 

6. インストールが完了すると下図のような画面が表示されます。 

青枠は日本語・中国語・韓国語の文字を表示するためのチェックで、緑枠にチェックが入っていると【Finish】

ボタンを選択した際に、インストール先フォルダーに格納された「Readme.htm」を Web ブラウザで開きますが、

特に確認したい項目がなければチェックを外して下さい。 

 
 

以上で Ghostscriptのインストールは完了です。 
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正しくインストールされている場合 

 

PSEA を起動させ、メインメニューを開くと下図赤枠部分に「GeoSpatial PDF データ」というメニューが表示さ

れます。 

こちらのメニューは Ghostscriptが正しくインストールされている時に限り表示されるメニューとなっており、この

メニューの出現によってインストールの成否を確認する事ができます。 
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正しくインストールが行われていなかった場合 

 

下図、赤枠のエリアに「GeoSpatial PDF データ」メニューが非表示されていない場合、インストールする

Ghostscriptのバージョンを誤ったか、正しく Ghostscriptがインストールされていない可能性があります。 

 
インストールした Ghostscript を一度アンインストールし、再度 Ghostscript をインストールし直します。 

 

操作方法（Windows10 の場合） 

 

1. スタートメニューをクリックし、「設定」メニューを選択します。 

 
 

2. 「Windowsの設定」が表示されますので、「アプリ」をクリックします。 

 
 

3. 左の一覧から「アプリと機能」を選択し、表示されるリストの中から「GPL Ghostscript」を探し出し、対象の上で

「アンインストール」を選択します。 
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4. アンインストール開始画面が表示されますので、【Uninstall】ボタンをクリックします。 

 
アンインストールが開始され、「Complete」という文字が表示されたらアンインストールは完了です。 

 
【Close】ボタンをクリックしてこの画面を閉じて下さい。 

 

その後、再度 Ghostscript をインストールし直して下さい。 

 



1 

データ変換対応一覧 

 
インポートにより読み込んだデータと、それらのデータをエクスポートする際の、データ別対応表です。 

読込形式＼変換形式 シェープファイル 
CAD データ交換標準 

（SXF） 

KML ファイル 

(*6) 

数値地形図データ 

(旧拡張 DM 形式) 

数値地形図データ 

（JPGIS 附属書 8・12 形式） 

公共基準点・水準点データ 

(JPGIS8・12 形式) 

基盤地図情報 

ダウンロードデータ(JPGIS) 
○ × ○ ○ × × 

数値地形図データ 

（JPGIS 附属書 8・12 形式）（*1） 
○ × ○ ○ ○（*5） × 

数値地形図データ 

(旧拡張 DM 形式) （*1） 
○ ○（*3）（*4） ○ - ○ × 

電子国土プロファイル/ 

電子申請用添付地図（XML）（*2） 
○ × ○ × × × 

DXF × × ○ × × × 

シェープファイル - × ○ × × × 

CAD データ交換標準（SXF） ○ - ○ ○（*1）（*2） × × 

地籍フォーマット 2000 ○ × ○ × × × 

KML ファイル ○ ○ - × × × 

GeoJSON ファイル ○ ○ ○ × × × 

公共基準点・水準点データ 

（JPGIS 附属書 8・12 形式） 
○ × ○ × × ○（*5） 

成果表数値フォーマット 

（基準点、水準点） 
○ × ○ × × ○ 

JPGIS 附属書 8・12 形式データ ○ × ○ × × × 

※ 「JPGIS附属書 8・12形式」は JPGIS2014に準拠した形式です。 

(*1) 分類コードは全て 9000番台に割当てられます。 

(*2) 「LogicalTranslatorによる DM<==>SXF変換」では、SXFのバージョン 3.0に付属する SAF形式のファイルがある場合、分類コードを引き継ぎます。 

(*3) 変換は形状のみ行います。属性データの継承は行いません。 

(*4) 「LogicalTranslatorによる DM<==>SXF変換」では、SXFのバージョン 3.0に付属する SAF形式のファイルに属性データを引き継ぎます。 

(*5) JPGIS附属書 8形式→附属書 12形式へ変換できます。附属書 12形式→附属書 8形式への変換は非推奨です。 

(*6) 変換された KMLファイルを他のソフトウェアやウェブサイトにインポートした場合、正常に表示されないことがあります。 

 

(*1) 数値地形図データ（JPGIS 附属書 8・12 形式）・数値地形図データ（旧拡張 DM 形式） 

地図情報レベル 500、1000、2500、5000に対応しています。 

(*2) 電子国土プロファイル/電子申請用添付地図（XML） 

読み込めるのは、XML形式の電子国土プロファイルのみです。 



2 

 

※数値地形図データ(写真地図)は、インポートのみ対応でエクスポートできません。 

※基盤地図情報(数値標高モデル)は、インポートのみ対応でエクスポートはできません。 
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簡易接合検査 エラーコードとエラーメッセージ 

 
★エラーリストの書式 

論理検査と同様 

検査対象の図郭一個ずつ隣接する図郭との突合せを行うので、エラーファイルはその注目する図郭ファイルごとに作成します。 

ただし、個々の要素にかかわらないエラーやコメントは管理ファイルに表示します。 

 

★フィールド構成 

論理検査と同様 

分類コード,X,Y,レコード番号は、現在注目する検査対象要素です。 

接続先の情報は「メッセージ」フィールドだけの行を使って 1行に 1件表示します。 

 

★エラーコードとエラーメッセージ 

エラーコードの先頭 1文字でメッセージの種類を示します。 

C：コメント（エラー件数のカウント外） 

F：ファイルの有無、ファイル間の関連など。エラーリストファイル（データファイル別）ではなく、管理リストファイルに表示します。 

S：接合検査 
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エラーコード エラーメッセージ 備考 

☆検査仕様に関するコメント 

C1111 接続先の検索範囲として、異なる分類コードの要素も対象とします。 
 

C1112 接続先の検索範囲として、同一レイヤの要素を対象とします。 
 

C1113 接続先の検索範囲として、同一分類コードの要素だけを対象とします。 

接合に関するメッセージで 

S1205、S1206、S1207、S1208、S1213、S1214、S1215、S1216 

は発生しません。 

C1114 接続先の検索範囲として、図郭内の要素も対象とします。 
 

C1115 接続先の検索範囲として、隣接図郭の要素だけを対象とします。 

接合に関するメッセージで 

S1209、S1210、S1211、S1212、S1213、S1214、S1215、S1216 

は発生しません。 

C1116 接続先の検索範囲として、図郭線上の距離が閾値の範囲内を対象とします。 
 

C1117 接続先の検索範囲として、図郭線上の座標が一致する要素だけを対象とします。 

接合に関するメッセージで 

S1203、S1204、S1207、S1208、S1211、S1212、S1215、S1216 

は発生しません。 

C1118 図郭隅点の個別チェックは、3方向の少なくとも 1個あれば行います。 
 

C1119 図郭隅点の個別チェックは、3方向全てがある場合だけ行います。 
 

C1120 指示により、分類コードを限定して接合検査を行います。 
 

☆ファイル有無など 

F1131 ファイルをオープンできません。 
 

F1132 ファイル先頭のレコードタイプが認識できません。このファイルを無視します。 
 

F1133 図郭レコードにエラーがありました。このファイルを無視します。 
図郭レコードが読めない、または、図郭情報が認識できません。 

論理検査でファイル内のデータエラーがないか確認してください。 

F1134 図郭が矩形ではありません。このファイルを無視します。 

図郭（端数を含む四隅座標）がＸＹ座標軸に平行な矩形ではありません。 

接合検査は図郭割りが正方眼であることを前提としています。 

このファイルは検査できません。 

F1135 
図郭サイズまたは座標値の単位が先行するファイルと整合しません。 

このファイルを無視します。 
接合検査は、図郭割りが正方眼であることを前提としています。 

F1136 ファイル読み込み中にエラーがありました。このファイルを無視します。 論理検査でファイル内のデータエラーがないか確認してください。 

F1137 接合検査の対象となるファイルが認識できません。 
 

F1138 隣接図郭識別番号に該当するファイルがありません。この隣接図郭を無視します。 
図郭識別番号に該当するファイルが見つからない、または、何らかのエラーにより認識できま

せん。 

F1139 
隣接図郭識別番号に該当するファイルの図郭座標が整合しません。この隣接図郭を無視

します。 

現在注目する図郭の図郭座標に対して、この隣接図郭のファイルの図郭座標が整合しませ

ん。 

☆検査対象に関するコメント 

C1141 隣接図郭のデータが無い図郭線上の端点の接合検査は省略します。 

隣接図郭番号の記入が無いか、または、隣接図郭のファイルが読めない側に該当する図郭

線上に、本来は検査対象となる端点がありました。 

その端点について個別のチェックは省略します。 

C1142 当ファイル内に接合検査の対象となる要素はありません。 
 

C1143 線要素の始点・終点が図郭線上で一致しています。 始点と終点の XY座標が一致しているため、接合検査の対象外とします。 

☆接合検査 

S1202 隣接図郭上に座標と分類コードが一致する途中経過点が見つかりました。 
 

S1203 隣接図郭上に座標が閾値以内で分類コードが一致する端点が見つかりました。 
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S1204 隣接図郭上に座標が閾値以内で分類コードが一致する途中経過点が見つかりました。 
 

S1205 隣接図郭上に座標が一致して分類コードの異なる端点が見つかりました。 
 

S1206 隣接図郭上に座標が一致して分類コードの異なる途中経過点が見つかりました。 
 

S1207 隣接図郭上に座標が閾値以内で分類コードの異なる端点が見つかりました。 
 

S1208 隣接図郭上に座標が閾値以内で分類コードの異なる途中経過点が見つかりました。 
 

S1209 図郭内に座標と分類コードが一致する端点が見つかりました。 
 

S1210 図郭内に座標と分類コードが一致する途中経過点が見つかりました。 
 

S1211 図郭内に座標が閾値以内で分類コードが一致する端点が見つかりました。 
 

S1212 図郭内に座標が閾値以内で分類コードが一致する途中経過点が見つかりました。 
 

S1213 図郭内に座標が一致して分類コードの異なる端点が見つかりました。 
 

S1214 図郭内に座標が一致して分類コードの異なる途中経過点が見つかりました。 
 

S1215 図郭内に座標が閾値以内で分類コードの異なる端点が見つかりました。 
 

S1216 図郭内に座標が閾値以内で分類コードの異なる途中経過点が見つかりました。 
 

S1217 
隣接図郭上に座標と分類コードが一致する端点があって、その他に座標の一致する点が

見つかりました。  

S1218 等高線レイヤにおいて接続相手と属性数値が一致しません。 

等高線レイヤ（レイヤコード：71）の要素について、隣接図郭に座標と分類コードが一致する端

点があって、その接続先と属性数値が一致しません。 

接合検査ではインデックスレコード（c)は考慮しません。 

「使用分類コード」で等高線が 71xxでない場合、このエラーコードは無意味です。 

S1220 接続相手が見つかりません。 
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簡易論理検査 エラーコードとエラーメッセージ 

 
★エラーリストの書式 

エラーリストは、CSV形式で、検査する DMデータファイル単位に作成します。 

ただし、ファイルの有無など、データファイル単位に限定できないエラーは、管理リストに表示します。 

1行目は見出し行です。フィールド名を表示します。 

2行目に検査した DMデータファイルのパス名を表示します。 

3行目以降がエラーメッセージです。（コメントも含む） 

原則として、エラーの発見された箇所のレコード番号と共に分類コード、座標値を表示して、続けてエラーの内容を表すエラーコードとメッセージを表示します。 

データエラーではなく、チェック処理上のコメントなども同様に表示します。 

コメント以外のメッセージが無い場合、そのエラーリストファイルは保存しません。 

 

★フィールド構成 

分類コード,X,Y,レコード番号,エラーコード,メッセージ 

フィールド 説明 

分類コード 
エラーの発見された要素の分類コード。 

インデックスレコード、図郭レコード、レイヤヘッダでは無効。 

X,Y エラー箇所を示す座標。（メートル単位の実数） 

直接座標値にかかわるエラーでは、その座標。 

それ以外では、エラーの発見された要素の代表点座標、または座標レコードの並びの先頭座標。 

図郭レコードで図郭座標にかかわるエラーがあった場合は無効。（図郭座標、座標値の単位を使って実座標に変換するため） 

インデックスレコード、図郭レコード、レイヤヘッダでは無効。 

 

 

 

レコード番号 エラーの発見されたレコード番号（ファイル先頭が１）。 

 

複数レコードが関連する場合はその中の１件。 

要素の先頭または実データレコードの並びの先頭で代表することがあります。 

エラーコード 下記の表のエラーコード。 

メッセージ 下記の表のエラーメッセージ。さらにエラーにかかわるデータ内容を付加することがあります。 

 

メッセージが長い場合、複数行に分けて表示することがあります。 

分類コード～エラーコードが空欄の行は直前の行のメッセージの続きです。 

 

★エラーコードとエラーメッセージ 

エラーコードの先頭 1文字でメッセージの種類を示します。 

C：コメント（エラー件数のカウント外） 

G：ファイルの有無、ファイル間の関連など。エラーリストファイル（データファイル別）ではなく、管理リストファイルに表示します。 

R：レコード・フォーマット、取得分類基準表の規定 
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エラーコード エラーメッセージ 備考 

☆共通の説明 

 整数項目について「○○の書式が不正です。」 

整数値として認識できない、または FORTRAN書式エラーです。 

全て半角空白は、例外的に「データ無し」とみなして可とする場合があります。 

例）6桁の整数項目（I6）の場合 

以下の記入例は FORTRAN書式チェックを行うかどうかにかかわらず、整数値として認識できずにエラーになりま

す。 

 "  abc"  ：数字と空白以外が記入されている 

 "1 2 3 "   ：数字の並びの途中に数字以外がある 

 "１２３"    ：全角文字である 

以下の記入例は FORTRAN書式チェックでエラーになります。値は 123 と認識されます。 

 "000123"  ：上位桁余白が空白でない 

 "123   "   ：右詰めでない 

 年月について「○○の書式が不正です。」 

年月は、西暦年の下 2桁と月 2桁を合わせて 4桁の数字、上位桁のゼロも表示します。 

例えば、2000年 1月は"0001"、データが無い場合は"0000" 

レコードレイアウト上は文字型項目ですが、4桁全て数字。また通常の整数の FORTRAN書式ではありません。 

 「○○の値が規定の範囲外です。」 コード表などの規定がある項目について、その規定の範囲外です。 

 文字列項目について「○○の文字コードが不正です。」 

文字コードは、全角文字（日本語）はシフト JIS、半角文字（英数字）は ASCII とします。 

文字型フィールドで全角／半角の規定がない項目では表示可能な文字（ASCII、シフト JIS）であれば可としていま

す。 

図郭識別番号のように半角文字と規定されている項目では、全角文字はエラーになります。 

☆検定仕様に関するコメント 

C0100 
拡張ディジタルマッピングデータファイル仕様・バージョン 1 として検

定します。 
現状ではバージョン｢1｣だけです。 

C0101 数値地形図データファイル仕様・バージョン 1 として検定します。 現状ではバージョン｢1｣だけです。 

C0111 整数項目の FORTRAN書式のチェックを省略します。  

C0112 正規図郭データとして検定します。  

C0113 非正規図郭データとして、図郭割りの指示に基づいて検定します。  

C0114 
非正規図郭データとして、図郭識別番号と図郭座標のチェックを省

略します。 
 

C0115 
非正規図郭データとして、図郭割りの指示に基づいて検定します。

図郭座標はチェックできません。 
 

C0116 漢字注記文字列の余白は全角空白とします。  

C0117 漢字注記文字列の余白は半角空白とします。  

C0118 面データは代表点座標値を使用しないものとします。  

C0119 面データは代表点座標値を使用するものとします。  

C0121 作業方式 DMのデータとして検定します。  

C0122 作業方式MDのデータとして検定します。  

C0123 作業方式 TSのデータとして検定します。  

C0124 方向データは代表点座標値を使用しないものとします。  

C0125 方向データは代表点座標値を使用するものとします。  

☆ファイル有無など 

G0151 ファイル先頭のレコードタイプが不明です。 このメッセージは管理リストに表示します。 
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このファイルは読みとばします。 

G0152 ファイル拡張子が標準ではありません。  

G0153 
インデックスファイルが重複しています。このファイルは読みとばしま

す。 
このメッセージは管理リストに表示します。 

G0154 インデックスファイルがありません。 このメッセージは管理リストに表示します。 

G0155 
図郭識別番号がインデックスファイルに登録されていて、該当する

図郭ファイルがありません。 
このメッセージは管理リストに表示します。 

C0156 
インデックスファイルを処理していません。インデックスファイルとの

関連はチェックできません。 
 

☆共通 

R0191 レコード長が不正です。 

改行コードが現れるまでを 1 レコードとして読みます。その長さが 84バイトではありません。 

84バイトより短い場合、不足部分は半角空白とみなします。 

84バイトより長い場合、後ろを切り捨てます。 

R0192 空白文字列に全角空白が含まれています。 

注記データと年月以外の文字型フィールド共通。 

文字列が全て空白で、全角空白を含んでいます。 

空白以外の文字がある場合の余白は対象外です。 

R0193 文字列の先頭が空白です。 
注記データと年月以外の文字型フィールド共通。 

空白以外の文字があって、先頭空白から始まっています。 

☆インデックスレコード(A) 

R0201 座標系番号の書式が不正です。 
 

R0202 座標系番号の値が規定の範囲外です。  

R0203 計画機関名の文字コードが不正です。  

R0204 計画機関名が空白です。  

R0205 図郭数の書式が不正です。  

R0206 図郭数がゼロまたは負数です。  

R0207 図郭識別番号レコード数の書式が不正です。  

R0208 図郭識別番号レコード数がゼロまたは負数です。  

R0209 図郭数と図郭識別番号レコード数が整合しません。  

R0210 使用分類コード数の書式が不正です。  

R0211 使用分類コード数がゼロまたは負数です。  

R0212 転位処理フラグの書式が不正です。 
 

R0213 転位処理フラグの値が規定の範囲外です。 
 

R0214 間断処理フラグの書式が不正です。 
 

R0215 間断処理フラグの値が規定の範囲外です。 
 

R0216 作業規程西暦年号の書式が不正です。  

R0217 作業規程西暦年号が負数です。  

R0218 作業規定名の文字コードが不正です。 
 

R0219 作業規定名が空白です。  

R0220 バージョンの書式が不正です。  

R0221 バージョンの値が規定の範囲外です。  

R0222 空き領域区分の書式が不正です。  

☆インデックスレコード(B) 
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R0223 図郭識別番号の文字コードが不正です。 
 

R0224 図郭識別番号が空白です。 
 

☆インデックスレコード(C) 

R0225 使用分類コードの書式が不正です。 
 

R0226 使用分類コードがゼロまたは負数です。 
 

R0227 インデックスレコード(c)が使用分類コード順ではありません。  

R0228 標準の分類コードの書式が不正です。 
 

R0229 標準の分類コードがゼロまたは負数です。 
 

R0230 使用データタイプフラグの書式が不正です。  

R0231 使用データタイプフラグの値が規定の範囲外です。  

R0232 使用データタイプフラグがすべてゼロまたは無効です。  

R0233 方向規定区分の書式が不正です。  

R0234 方向規定区分の値が規定の範囲外です。  

R0235 座標次元区分の書式が不正です。  

R0236 座標次元区分の値が規定の範囲外です。  

R0237 内容記述の文字コードが不正です。 
 

☆インデックスレコード:ファイル内の整合 

R0241 
図郭識別番号の数がインデックスレコード(a)に記入された値と整合

しません。  

R0242 
使用分類コードのレコード数がインデックスレコード(a)に記入された

値と整合しません。 
 

R0243 図郭識別番号が重複しています。  

R0244 使用分類コードが重複しています。 
 

☆図郭レコード(A) 

R0301 図郭識別番号の文字コードが不正です。 
 

R0302 図郭識別番号が空白です。  

R0303 図郭識別番号とファイル名が整合しません。  

R0304 図郭識別番号がインデックスファイルに記述されていません。  

R0305 同一図郭識別番号の図郭ファイルが重複しています。 
図郭識別番号がインデックスファイルに記述されていて、同じ図郭識別番号の図郭ファイルが既にありました。 

インデックスファイルに記述のない図郭識別番号の重複は点検していません。 

R0306 図郭名称の文字コードが不正です。 
 

R0307 図郭名称が空白です。  

R0308 地図情報レベルの書式が不正です。 
 

R0309 地図情報レベルがゼロまたは負数です。 
 

R0310 タイトル名の文字コードが不正です。 
 

R0311 タイトル名が空白です。  

R0312 修正回数の書式が不正です。  

R0313 修正回数が負数です。  

R0314 バージョンの書式が不正です。  

R0315 バージョンの値が規定の範囲外です。  

R0316 空き領域区分の書式が不正です。  

R0317 図郭識別番号がインデックスファイルの座標系と整合しません。  
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C0318 
地図情報レベルが 10000です。図郭識別番号の形式はチェックで

きません。 
 

R0319 地図情報レベルが標準ではありません。 
 

R0320 図郭識別番号が解析できません。  

R0321 図郭識別番号が地図情報レベルと整合しません。 
 

R0322 図郭識別番号がパラメータファイルに記述されていません。 パラメータファイルと図郭配置図 CSVファイルで図郭番号を指定した場合のチェック 

R0323 地図情報レベルがパラメータファイルの記述と整合しません。 パラメータファイルで地図情報レベルを指定した場合のチェック 

R0324 
地図情報レベルが標準ではありません。パラメータファイルに記述さ

れていません。 
パラメータファイルに非正規図郭の指示があって、地図情報レベルの指定がない場合のチェック 

☆図郭レコード(B) 

R0325 図郭座標の書式が不正です。 
 

R0326 要素数の書式が不正です。 
 

R0327 要素数がゼロまたは負数です。 
 

R0328 レコード数の書式が不正です。 
 

R0329 レコード数がゼロまたは負数です。 
 

R0330 座標値の単位の書式が不正です。 
 

R0331 座標値の単位がゼロまたは負数です。 
 

R0332 座標値の単位が地図情報レベルと整合しません。 
 

R0333 座標値の単位がパラメータファイルの記述と整合しません。 パラメータファイルで座標値の単位を指定した場合のチェック 

☆図郭レコード(C) 

R0335 隣接図郭識別番号の文字コードが不正です。 
 

R0336 隣接図郭識別番号が解析できません。  

R0337 隣接図郭識別番号が地図情報レベルと整合しません。  

R0338 隣接図郭識別番号が図郭識別番号と整合しません。  

R0339 隣接図郭識別番号がパラメータファイルの記述と整合しません。 パラメータファイルと図郭配置図 CSVファイルで図郭番号を指定した場合のチェック 

R0340 隣接図郭識別番号がインデックスファイルに記述されていません。 
 

☆図郭レコード(D) 

R0341 作成年月の書式が不正です。 
 

R0342 作成年月がゼロです。  

R0343 現地調査年月の書式が不正です。  

R0344 撮影コース数の書式が不正です。  

R0345 撮影コースレコード数の書式が不正です。  

R0346 撮影コース数とレコード数が整合しません。  

R0347 現地調査年月と撮影コース数、レコード数が整合しません。  

R0348 入力機器名の文字コードが不正です。  

R0349 入力機器名が空白です。  

R0350 公共測量承認番号の文字コードが不正です。 
 

R0351 公共測量承認番号が空白です。  

R0352 測地成果識別コードの書式が不正です。  

R0353 測地成果識別コードの値が規定の範囲外です。  

R0354 図郭識別コードの書式が不正です。  

R0355 図郭識別コードの値が規定の範囲外です。  
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R0356 変換手法識別コードの書式が不正です。  

R0357 変換手法識別コードの値が規定の範囲外です。  

R0358 測地成果識別コードと図郭識別コードが整合しません。 測地成果識別コードが 0で、図郭識別コードが 0以外。 

R0359 測地成果識別コードと変換手法識別コードが整合しません。 測地成果識別コードが 0 または 1で、変換手法識別コードが 0以外。 

☆図郭レコード(E) 

R0360 作業機関名の文字コードが不正です。 
 

R0361 作業機関名が空白です。  

R0362 図郭座標端数の書式が不正です。  

R0363 図郭座標と図郭座標端数の符号が整合しません。  

R0364 
測地成果識別コード、図郭識別コードと図郭座標端数が整合しませ

ん。 

測地成果識別コードが 2で図郭識別コードが 0の場合は図郭座標の端数があり、それ以外の場合は図郭座標の端

数は全てゼロと期待されます。コードと図郭座標端数の有無が整合していません。 

☆図郭レコード(F) 

R0365 撮影コース番号の文字コードが不正です。 
 

R0366 撮影コース番号が空白です。  

R0367 撮影年月の書式が不正です。  

R0368 撮影年月がゼロです。  

R0369 写真縮尺の書式が不正です。  

R0370 写真縮尺がゼロまたは負数です。  

R0371 写真枚数の書式が不正です。  

R0372 写真枚数がゼロです。  

R0373 写真番号の書式が不正です。  

R0374 写真番号が負数です。  

R0375 写真枚数と写真番号始点、終点が整合しません。  

☆図郭レコード:ファイル内の整合など 

R0376 
図郭レコード(f)の数が図郭レコード(d)に記入された撮影コースレコ

ード数と整合しません。  

R0377 
撮影コースデータの数が図郭レコード(d)に記入された撮影コース

数と整合しません。 
 

R0378 
図郭レコード(d)-(f)の組の数が図郭レコード(a)に記入された修正回

数と整合しません。 
 

R0379 
最終組の図郭レコード(d)-(f)の撮影データ有無が作業方式と整合し

ません。 
 

R0381 左下図郭座標が図郭識別番号と整合しません。  

R0382 左下、右上図郭座標が地図情報レベルと整合しません。 
 

R0383 図郭座標が矩形ではありません。 
 

C0384 
最終組の図郭レコード(e)の図郭座標端数がゼロではありません。図

郭識別番号と図郭座標の対応はチェックできません。 
 

R0385 
図郭座標と図郭座標端数がパラメータファイルの記述と整合しませ

ん。 
 

R0386 四隅の図郭座標が矛盾しています。  

C0387 
図郭座標または座標値の単位にエラーがありました。座標値の範囲

はチェックできません。 
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R0389 予期しないレコードです。無効な図郭レコード(f)とみなします。 

図郭レコード(d)の撮影コースレコード数がゼロで、図郭レコード(e)の次のレコードが規定のレコードタイプに該当せ

ず、先頭４桁が年月として認識できない場合、特例として、次の図郭レコード(d)ではなく無効な図郭レコード(f)である

とみなして、読み飛ばします。 

R0391 図郭レコード読み込み中にファイルが終わりました。  

R0392 処理した要素数が図郭レコードに記入された値と整合しません。  

R0393 処理したレコード数が図郭レコードに記入された値と整合しません。  

☆レイヤヘッダ以降：レコード出現順など 

R0401 図郭レコードの次のレコードがレイヤヘッダではありません。 

図郭レコード(c)の次または(e)より後に、レイヤヘッダ、要素グループヘッダ、要素、グリッドヘッダ、不整三角網ヘッダ

のどれかが現れるまでを、図郭レコードとして扱います。その最初に現れたレコードがレイヤーヘッダレコードではあり

ません。次にレイヤヘッダレコードが現れるまで読み飛ばします。 

実際にレイヤヘッダが欠けている以外に、図郭レコードのエラーが原因で最初のレイヤヘッダが図郭レコードの一部

と誤認されている可能性もあります。 

なお、レイヤーヘッダと要素グループヘッダはレコードタイプと階層レベルによって、要素、グリッドヘッダ、不整三角

網ヘッダはレコードタイプによってレコード種類を判定します。要素レコードに続く実データレコードは直前の要素レ

コードの実データ区分でレコード種類を判定します。 

C0402 
グループヘッダレコードの階層レベルが不正です。便宜的にレイヤ

ヘッダとして扱います。 
 

R0403 レイヤヘッダの次のレコードのタイプが不明です。 
当レコードが規定のレコードタイプに該当しません。次にレコードタイプが認識できるレコードが現れるまで読み飛ば

します。 

R0404 要素グループヘッダの次のレコードのタイプが不明です。 
当レコードが規定のレコードタイプに該当しません。次にレコードタイプが認識できるレコードが現れるまで読み飛ば

します。 

R0405 要素レコードの次のレコードのタイプが不明です。 

要素レコードの次に規定のレコードタイプに該当しないレコードが現れましたが、直前の要素レコードの実データ区

分 0（実データ無し）または無効なコードで、当レコードの種類を判定できません。次にレコードタイプが認識できるレ

コードが現れるまで読み飛ばします。 

R0406 要素グループの階層が多重です。 
要素グループ読み込み中に、さらに下位の要素グループヘッダレコードが現れました。多重のグループ構造として扱

います。 

☆共通項目：分類コード～階層レベル（レイヤヘッダ、グループヘッダ、要素、グリッドヘッダ、不整三角網ヘッダ） 

R0411 分類コードの書式が不正です。 
 

R0412 分類コードがゼロまたは負数です。 
 

R0413 地域分類の書式が不正です。  

R0414 地域分類が負数です。  

R0415 情報分類の書式が不正です。  

R0416 情報分類が負数です。  

R0417 要素識別番号の書式が不正です。  

R0418 要素識別番号が負数です。  

R0419 階層レベルの書式が不正です。  

R0420 階層レベルがゼロまたは負数です。  

R0421 要素識別番号反復回数の書式が不正です。  

R0422 要素識別番号反復回数がゼロです。  

R0423 レイヤコードがゼロです。  

R0424 レイヤヘッダのデータ項目コードがゼロではありません。  

R0425 レイヤがレイヤコード順ではありません。  

R0426 レイヤヘッダの要素識別番号がゼロではありません。  
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R0427 レイヤコードがレイヤヘッダと整合しません。  

R0428 分類コードが要素グループヘッダと整合しません。  

R0429 データ項目コードがゼロです。  

R0430 要素、要素グループが分類コード順ではありません。  

R0431 要素識別番号がゼロです。  

R0432 要素、要素グループが要素識別番号順ではありません。 
要素識別番号反復回数を含めて評価します。要素レコード以外では、要素識別番号反復回数は仮想的に直前の要

素レコードと同じとみなします。 

R0433 階層レベルがレイヤヘッダと整合しません。  

R0434 階層レベルが要素グループヘッダと整合しません。  

☆レイヤヘッダ、グループヘッダレコード 

R0441 要素数の書式が不正です。 
 

R0442 要素数総数がゼロまたは負数です。  

R0443 要素数が負数です。  

R0444 要素数総数がデータタイプ別要素数の合計と一致しません。  

R0445 取得年月の書式が不正です。  

R0446 取得年月がゼロです。  

R0447 更新の取得年月の書式が不正です。  

R0448 消去年月の書式が不正です。  

R0449 数値化区分の書式が不正です。  

R0450 数値化区分の値が規定の範囲外です。  

R0451 数値化区分が指示された作業方式と整合しません。  

R0452 処理した要素数がグループヘッダに記入された値と整合しません。  

R0453 処理した要素数がレイヤヘッダに記入された値と整合しません。  

☆分類コード テーブルチェック（要素、グリッドヘッダ、不整三角網ヘッダ） 

R0454 分類コードがインデックスファイルに記述されていません。 
 

R0455 
レコードタイプがインデックスファイルの使用データタイプフラグと整

合しません。 
 

R0456 取得分類基準表に分類コードが記述されていません。  

R0457 
取得分類基準表に分類コードがあって、該当する地図情報レベル

が記述されていません。 
 

R0458 
取得分類基準表に分類コードと地図情報レベルがあって、該当する

レコードタイプが記述されていません。 
 

R0459 
取得分類基準表に分類コードと地図情報レベルとレコードタイプが

あって、該当する図形区分が記述されていません。 
 

R0460 取得分類基準表のレコードタイプを読み換えて捜しました。 

該当するレコードタイプが見つからない場合、取得分類基準表のレコードタイプ：面(E1)に対して線(E2)、円(E3)に

対して円弧(E4)を可として再検索します。 

本来は面になる形状が図郭で切れて線データとして保持しているようなケースを考慮して、R0458 と区別しました。た

だし形状が図郭で切れているかどうかはチェックしません。 

☆要素レコード 

R0461 図形区分の書式が不正です。 
 

R0462 図形区分の値が規定の範囲外です。 
 

R0463 実データ区分の書式が不正です。 
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R0464 実データ区分の値が規定の範囲外です。 
 

R0465 実データ区分がレコードタイプと整合しません。 
 

R0466 
実データ区分がインデックスファイルの座標次元区分と整合しませ

ん。 
 

R0467 精度区分の書式が不正です。 
 

R0468 精度区分の値が規定の範囲外です。 
 

R0469 精度区分の上位桁が指示された作業方式と整合しません。  

R0470 注記区分の書式が不正です。 
 

R0471 注記区分の値が規定の範囲外です。 
 

R0472 注記区分がレコードタイプと整合しません。  

R0473 注記区分が取得分類基準表と整合しません。  

R0474 転位区分の書式が不正です。 
 

R0475 転位区分の値が規定の範囲外です。 
 

R0476 転位区分がインデックスファイルの転位処理フラグと整合しません。  

R0477 間断区分の書式が不正です。 
 

R0478 間断区分がインデックスファイルの間断処理フラグと整合しません。 
 

R0479 データ数の書式が不正です。 
 

R0480 データ数が負数です。 
 

R0481 レコード数の書式が不正です。 
 

R0482 レコード数が負数です。 
 

R0483 データ数がレコードタイプと整合しません。 
 

R0484 データ数が実データ区分と整合しません。 
 

R0485 データ数がレコード数と整合しません。 
 

R0486 代表点の座標値の書式が不正です。 代表点を使用しない要素レコードでは空白も可としています。 

R0487 代表点の座標値が図郭外です。 
 

R0488 
代表点の座標値を使用しない要素レコードに座標値が記入されて

います。 
代表点の座標値を使用するのは、点(E5)、注記(E7)、属性(E8)データ。オプションにより面(E1)も含めます。 

R0489 属性数値の書式が不正です。  

R0490 属性数値が空白です。  

R0491 属性区分の書式が不正です。  

R0492 属性データの書式の文字コードが不正です。 表示可能な文字（ASCII、シフト JIS）であれば可としています。 

R0493 属性データの書式が空白です。  

R0494 取得年月の書式が不正です。  

R0495 取得年月がゼロです。  

R0496 更新の取得年月の書式が不正です。  

R0497 消去年月の書式が不正です。  

☆グリッドヘッダレコード 

R0501 行数の書式が不正です。  

R0502 行数がゼロまたは負数です。  

R0503 列数の書式が不正です。  

R0504 列数がゼロまたは負数です。  

R0505 レコード数の書式が不正です。  
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R0506 レコード数がゼロまたは負数です。 数値地形図ではゼロは可 

R0507 行数、列数とレコード数が整合しません。 数値地形図ではレコード数反復回数を含めて判定します。 

R0508 グリッドセルサイズの書式が不正です。  

R0509 グリッドセルサイズがゼロまたは負数です。  

R0510 グリッド原点座標値の書式が不正です。  

R0511 グリッド原点座標値が図郭外です。  

R0512 グリッドの範囲が図郭外です。 グリッドセルサイズとグリッド原点座標値から計算するグリッドデータの格子点の最大値が図郭外になります。 

R0513 取得年月の書式が不正です。  

R0514 取得年月がゼロです。  

R0515 更新の取得年月の書式が不正です。  

R0516 消去年月の書式が不正です。  

R0517 図形区分の書式が不正です。 数値地形図のみ 

R0518 図形区分の値が規定の範囲外です。 数値地形図のみ 

R0519 精度区分の書式が不正です。 数値地形図のみ 

R0520 精度区分の値が規定の範囲外です。 数値地形図のみ 

☆不整三角網ヘッダレコード 

R0521 図形区分の書式が不正です。  

R0522 図形区分の値が規定の範囲外です。  

R0523 三角形数の書式が不正です。  

R0524 三角形数がゼロまたは負数です。  

R0525 レコード数の書式が不正です。  

R0526 レコード数がゼロまたは負数です。  

R0527 三角形数とレコード数が整合しません。  

R0528 取得年月の書式が不正です。  

R0529 取得年月がゼロです。  

R0530 更新の取得年月の書式が不正です。  

R0531 消去年月の書式が不正です。  

R0532 精度区分の書式が不正です。 数値地形図のみ 

R0533 精度区分の値が規定の範囲外です。 数値地形図のみ 

☆グリッドヘッダレコード(続き) 

R0536 レコード数反復回数の書式が不正です。 数値地形図のみ 

R0537 レコード数反復回数がゼロです。 数値地形図のみ 

☆三次元、二次元座標レコード 

R0541 座標値の書式が不正です。 
 

R0542 座標値が図郭外です。  

R0543 同一の XY座標を続けて取得しています。  

R0544 
座標レコードの数が要素レコードに記入されたレコード数と整合しま

せん。  

R0545 座標値の数が要素レコードに記入されたデータ数と整合しません。 
 

R0546 面データの始終点が一致しません。 
 

R0547 面データの点列が交差しています。 
 

R0548 円、円弧データの３点の座標値が円、円弧を構成できません。 2点が重複、または 3点が直線上にあります。 
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☆注記レコード 

R0551 縦横区分の書式が不正です。 
 

R0552 縦横区分の値が規定の範囲外です。  

R0553 文字列の方向の書式が不正です。  

R0554 文字列の方向の値が規定の範囲外です。 

等高線レイヤ（レイヤコード:71）では、縦横区分によらず-180～+180 を可とします。 

等高線以外では、縦横区分別の規定に従いますが、縦横区分別が認識できなかった場合に-135～+45の範囲外の

時、このエラーコードとします。 

R0555 文字列の方向が縦横区分と整合しません。 等高線レイヤは対象外です。 

R0556 字大の書式が不正です。  

R0557 字大がゼロまたは負数です。  

R0558 字隔の書式が不正です。  

R0559 字隔が負数です。  

R0560 線号の書式が不正です。  

R0561 線号がゼロまたは負数です。  

R0562 有効な注記データがありません。 注記データフィールドが全て空白です。 

R0563 注記データの文字コードが不正です。 要素レコードの注記区分に応じて、全角文字、半角文字、または、全角・半角混合可としています。 

R0564 注記データの余白に全角空白が含まれています。  

R0565 漢字注記データの余白に半角空白が含まれています。  

R0566 
注記レコードの数が要素レコードに記入されたレコード数と整合しま

せん。  

R0567 文字数が要素レコードに記入されたデータ数と整合しません。 
注記データフィールドの文字列（複数レコードにわたる場合は連結）の末尾の空白を除いた文字列の文字数を数え

ます。末尾以外の空白はデータ文字列に含めて評価します。 

☆属性レコード 

R0568 属性データの文字コードが不正です。 
表示可能な文字（ASCII、シフト JIS）であれば可としています。 

要素レコードの属性データの書式との関連は見ていません。 

R0569 
属性レコードの数が要素レコードに記入されたレコード数と整合しま

せん。  

☆グリッドレコード 

R0571 数値の書式が不正です。 
 

R0572 
グリッドレコードの数がグリッドヘッダに記入されたレコード数と整合

しません。 
数値地形図ではレコード数反復回数を含めて判定します。 

R0573 数値の数がグリッドヘッダに記入された行数、列数と整合しません。 
 

☆不整三角網レコード 

R0574 
座標値の書式が不正です。 

  

R0575 座標値が図郭外です。  

R0576 ３点の座標が三角形を構成できません。 2点が重複、または 3点が直線上にあります。 

R0577 
不整三角網レコードの数が不整三角網ヘッダに記入されたレコード

数と整合しません。 
 

R0578 

座標値の数が不整三角網ヘッダに記入された三角形数と整合しま

せん。 

 
 


