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動作環境
　PCの性能と作業の効率

　 CPU性能よりも、メモリ増設（１Ｇ）、デュアルモニター（広い作業環境）

動作環境
　
　インストールの前に、コンピュータが下記のハードウェア、ソフトウェアの動作環境
を満たしていることを確認して下さい。

1.ハードウェア環境
CPU：550MHz以上
メモリ：最低限の必要容量として128MB以上 （256MB以上推奨）
ハードディスク：必要容量140MB以上
グラフィックメモリ：32MB以上推奨

2.ソフトウェア環境
　日本語版オペレーティングシステム：Windows2000(SP2またはそれ以上)を推奨 しま
す。また、WindowsNT4.0（SP4＋IE5.0またはそれ以上）、Windows XP、Windows　
98(IE5.0またはそれ以上)、Windows Me(IE5.0またはそれ以上) 、Windows　Server
2003に対応しています。
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準備

・ＧＩＳとは、空間データと属性データ
・スーパーマップの基本
　・データソース、マップ、レイアウト

GISとは
・ＧＩＳの概念
　ＧＩＳとは、コンピュータベースの空間データ分析システムである。
　地上や地下に存在するあらゆる物の情報を地図と結びつけて扱うことができる。
　従来、紙の地図が扱ってきた地形や道路といった情報ばかりでなく、その場所に関す
る情報ならなんでも関連付けて処理し、表現できるのが特徴である。
　このような、場所に関するあらゆる情報を「空間情報」と呼ぶ。このうち基準点や道
路、境界線といった誰もが共通して利用する空間データを「国土空間データ基盤」と呼
ぶ。この空間データは、目的の対象物に関する情報の他背景の情報と組み合わせること
で意味を持つものである。

・地図とＧＩＳ
　ＧＩＳの構造は、コンピュータシステム、データベースそしてデジタル地図（空間
データ）で構成され、図形要素データ（フィーチャ）や属性情報を地図とともに一元管
理することが、社会生活にとって有効であったり、企業の生産性を向上させる等の効果
が大きい。出力される地図（図角）にはデータの構造や関連する情報が記載されてい
て、位置とともに情報の検索が容易にできる一体化した構造の地図となる。
　ＧＩＳは、地図とその場所が情報とを融合したシステムとなりえる。
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準備

・地理情報システム（ＧＩＳ）の利用について
（設計・計画支援や情報提供ツールおよび管理運用システムとして）

・道路網計画：①道路の表現方法、②道路分類、③道路に関する属性情報、④道路網計
画に必要な機能

・再開発事業計画；①市街地環境評価、②市街地再開発設計
・用途地区計画
・土地利用計画：①開発適地選定、②解析
・防災計画：①災害情報データベース、②災害危険度評価、③被害想定、④避難計画、

防災投資計画
・環境管理計画：①地域環境データベースの構築、②地域環境管理におけるＧＩＳの利

用、③データ収集から利用までのシステム
・管理システム：道路管理および付属施設管理、②交通管理、③地下埋設物管理、④事

業の進捗状況管理
・公共交通機関のルート選定
・リゾート計画
・営業情報の管理：①営業情報データベース、②マーケッティング、③配送計画
・観光案内
・地形解析：①地形データの数値化、②地形データの表現・コンター化・メッシュ化・

３Ｄ可視化、③断面解析、④３次元化
・リモートセンシングデータとの融合
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準備

　SuperMapで取扱うデータ（データセット）の種類
　・ベクタデータ（ライン・ポリゴン・テキストデータなど）
　・ラスタデータ（画像データ）

　データセットは、同じタイプのデータから構成されるデータオブジェクトの集合体で
す。SuperMap GIS 5デスクトップ製品には、ポイントデータセット､ラインデータセッ
ト､ポリゴンデータセット、TIN データセット、GRID データセット、複合 データセッ
ト、ネットワークデータセット、テキストデータセットなど、16種類のデータセットを
サポートしています。

ベクタ(Vector)
　空間オブジェクトを表現する２種の基本方式の１つです。点、線、面で管理される
データであって、正確な図形を表現でき、コンパクトなデータ構造を持ちます。

・純属性データセット（Tabular）純属性データセット（いかなる空間オブジェクトも
含まない）：インポートファイル

・ポイントデータセット（Point）複数分布するポイントデータなど：ポイントタイプ
のデータを保存

・ラインデータセット（Line）河川､道路の分布など､ラインタイプのデータを保存
・ポリゴンデータセット（Region）家屋の分布など､ポリゴン（多角形）タイプのデー
タを保存

・テキストデータセット（Text）注記など､テキストタイプのデータを保存
・ネットワークデータセット（Network）ネットワークタイプのデータを保存し､ルート
解析などを実行、ラインデータセットから自動トポロジ処理

・3Dポイントデータセット（PointZ）標高点の分布など：3Dポイントタイプのデータを
保存、テキストファイル／属性から生成、またはポイントデータから変換

・3Dラインデータセット（PointL）パイプラインの分布など：3Dラインタイプのデータ
を保存、テキストファイルから生成、またはラインデータから変換

・複合データセット（CAD）複数のタイプのベクタデータを保存
・TINデータセット　三角形メッシュデータで、3Dモデルデータの一種：2Dデータから
変換

・Routeデータセット ラインタイプのデータを保存。ラインオブジェクトの各ノードは
地理座標値がある以外に、M座標値もあり、このノードから起点までの距離を表す：
ネットワーク解析結果生成

ラスタ(Raster)
　ベクタに対し、空間オブジェクトを表現するもう一方の基本方式です。位置や形状を
等型要素（普通は矩形）の配列で表す方式のデータで、グリッドデータや画像データ
はラスタと言うことができます。

・画像データセット（Image）属性情報を持たないラスタ画像データ（*.jpg *.tiff
等）：インポートファイル

・DEMデータセット　デジタル標高モデルデータで､3Dモデルデータの一種：2Dデータか
ら変換、またはインポートファイル

・GRIDデータセット　メッシュデータ：2Dデータから変換、またはインポートファイル
・MrSIDデータセット　MrSID圧縮画像データ
・ECWデータセット　ECW圧縮画像データ
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準備

スーパーマップの構造

1.ワークスペース　2.データソース　3.データセット

ワークスペース(Workspace)：ワークスペースはユーザーの作業環境の保存に使用
し、開いているデータソース、マップ、レイアウト、シンボルライブラリ、ライ
ンライブラリ等を保存します。

データソース(Datasource)：ポイント、ライン、ポリゴン、TIN、GRID、Network
及びあらゆるデータタイプを複合したデータセット等から構成される1つの
ファイルをデータソースと呼びます。1つのデータソースは、1つ、または複
数の各タイプのデータセットを含むことができます。また、同時にラスタ
データとベクタデータを保存できます。

データセット(Dataset)：同じタイプのデータから構成されているデータ集合
で、SuperMap Deskpro には、ポイントデータセット、ラインデータセッ
ト、ポリゴンデータセット、TINデータセット、GRIDデータセット、
Networkデータセット、テキストデータセットがあります。SuperMap
Deskpro には複合データセットと呼ばれるデータセットがあり、複数のタ
イプを有するオブジェクトを1つのデータセットに保存できます。

マップ（Map）：１つまたは複数のデータセットが１つのウィンドウに表示されて
マップになり、このマップを表示しているウィンドウがマップウィンドウで
す。

レイアウト（Layout）：作成したマップ、及び主題図のレイアウトを編集しま
す。
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準備

・Super Mapの立上げと終了
　ウインドウズ「スタート」「プログラム」【SuperMapDeskpro 5.0】
　デスクトップ上の【SuperMapDeskpro 5.0】をダブルクリック

作業画面

・ワークスペースウィンドウ：画面の左上に位置し、ワークスペースの各要素（データ
ソース、マップ、3Dビュー、レイアウト、リソースなど）をツリー形式で管理しま
す。

・ワークスペースマネージャ：ワークスペースの各要素をアイコン形式で管理します。
・凡例ウィンドウ：画面の左下に位置し、現在開いているマップウィンドウのレイヤー
を管理します。

・ワークエリア：画面の右側の大部分を占めており、マップウィンドウの表示、解析結
果の表示など、さまざまな操作を行うエリアです。

・解析レポートウィンドウ：ステータスバーの上に位置しています。コマンドの実行結
果、解析結果、出力結果などのメッセージを表示します。

・メニューバー：SuperMap GIS 5デスクトップ製品の全てのコマンドを含んでいます。
開いているウィンドウによって表示されるメニューが異なります。

・ツールバー：頻繁に使用されるコマンドをボタンにしたものです。20種類以上のツー
ルバーがあります。必要に応じてカスタマイズできます。

・ステータスバー：画面の一番下に位置し、システムの現在状況を表示します。
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準備
　基本的なスーパーマップの作業環境について
　　1.ワークスペース（データを管理する環境）
　　2.マップ（主題図をつくる環境）
　　3.レイアウト（主題図を印刷する環境）

ワークスペース
　ワークスペースは、ユーザーの作業環境の保存に使用します。データソース、マッ
プ、3Dビュー、レイアウト、リソースなどを保存します。ワークスペース上で右クリッ
クして表示されるショートカットメニューから、ワークスペースを開く、閉じる、保
存、名前をつけて保存、ワークスペースの属性表示などを実行できます。

作業中のワークスペースに名前を付けて保存
「ファイル」-「ワークスペースに名前を付けて保存」を選択すると、「名前を付けて
ワークスペースを保存」ダイアログボックスが表示されます。左側のワークスペースタ
イプボックスで、ワークスペースのタイプを選択し、タイプ毎に次の操作を行います。

１．ワークスペースファイル：「保存する場所」、「ファイル名」、「ファイルの種
類」を指定します。パスワードの設定もできます。

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

３． ORACLEワークスペース：「インスタンス名」、「データベース名」、「ユー
ザー名」、「パスワード」、「ワークスペース名」を指定します。

「保存」ボタンをクリックし、操作を完了します。

その他の操作方法
　ワークスペースウィンドウで、ワークスペースを選択して右クリックし、表示された
ショートカットメニューから「ワークスペースに名前を付けて保存」を選択します。
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準備
　基本的なスーパーマップの作業環境について
　　1.ワークスペース（データを管理する環境）
　　2.マップ（主題図をつくる環境）
　　3.レイアウト（主題図を印刷する環境）

データセットを組合せて、マップ（主題図）を作る

マップウィンドウ
　マップウィンドウは、マップオブジェクトを表示するウィンドウで、オブジェクトの
追加・編集やクエリ、解析などの操作を行います。1つのデータセットをマップウィン
ドウに追加し､表示スタイルなどを設定すると、1つのレイヤーになります。マップウィ
ンドウ上で、1つまたは複数のレイヤーを、指定した順序で重ねて表示させたものを
マップと呼びます。一般に､1つのレイヤーは1つのデータセットに対応します。

　同じマップウィンドウに、複数のデータセットを同時に表示でき、それぞれに異なる
表示スタイルを与えることもできます。スタイルを保存していないデータセット（ポイ
ントデータセット、ラインデータセット、ポリゴンデータセット）については、表示す
る際にデフォルトのスタイルが与えられます。スタイルを保存しているデータセット
（複合データセットとテキストデータセット）は、それぞれのオブジェクトの設定スタ
イルで表示します。マップウィンドウのレイヤースタイルは必要に応じて、２種類の方
法（スタイル設定、または主題図作成）で修正できます。

　マップウィンドウは画面の大部分を占めます。マップウィンドウは、ワークスペース
上で開いているデータセットがない状態では開けません。マップウィンドウを開くに
は、データセットをドラッグ&ドロップ操作でマップウィンドウに移動するか、データ
セットをダブルクリックします。マップウィンドウを開くと、メニューバーの項目が変
化し、「マップ」というメニューが表示されます。
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準備
　基本的なスーパーマップの作業環境について
　　1.ワークスペース（データを管理する環境）
　　2.マップ（主題図をつくる環境）
　　3.レイアウト（主題図を印刷する環境）

マップ（主題図）の必要な部分を印刷する

レイアウトとレイアウトウィンドウ
　レイアウトとは､マップ（主題図を含む）、凡例、スケール、方位記号、テキストな
どの要素を配置（レイアウト）することを指します。マップを印刷する時に必要な機能
です。また、レイアウトウィンドウとは印刷用のレイアウトを作成するためのウィンド
ウで、レイアウト用紙に相当します。

　レイアウトウィンドウは、画面の右側に位置し、画面の大部分を占めます。ワークス
ペースに開かれたデータソースがない状態では、レイアウトウィンドウは開けません。
新たにレイアウトウィンドウを開くには、ワークスペースウィンドウまたはワークス
ペースマネージャの「レイアウト」アイコンを右クリックし、「新規レイアウト」を選
択します。既存のレイアウトは、ワークスペースウィンドウまたはワークスペースマ
ネージャで、既存のレイアウト名で右クリックし、表示されたショートカットメニュー
から「レイアウトを開く」を選択するか、ダブルクリックします。

　新たなレイアウトウィンドウを開くと、設定されているページサイズ、方向（縦方向
または横方向）の用紙が表示されます。下の図は、レイアウトを作成した状態です。

注意： レイアウトはワークスペースの一部です。レイアウトを保存するには、ワーク
スペースの保存を合わせて行う必要があります。ワークスペースの保存を行わずにワー
クスペースを閉じると、レイアウトは保存されません。ワークスペースは、メニュー
バーから「ファイル」－「ワークスペースの保存」などの操作で保存します。
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準備

　ファイルについて（実際のファイル構成（例））

　　1.ワークスペース　2.データソース　3.データセット

実際のファイル構成（例）

□GIS東京港

　東京港.smw　←・・・・・・　ワークスペース（マップ、レイアウト、データの情報
を一括管理するファイル）

　空中写真1989.sdb　←・・・　データソース（データセットを管理するファイルで、
２つのファイルで構成される）

　空中写真1989.sdd

　世界測地系基盤図.sdb
　世界測地系基盤図.sdd

　日本測地系基盤図.sdb
　日本測地系基盤図.sdd

　□シェイプ（インポート/エクスポート用の代表的なファイル形式）
　　ku_TP.dbf　←・・・・・　シェイプファイル
　　ku_TP.shp
　　ku_TP.shx

注：SuperMapでは、一つのプロジェクトで、多数のファイルを取扱うため各種ファイル
の管理が大切となる。また、多くのファイルは他のプロジェクトで活用することも想定
したファイルの管理が必要となります。
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基本：ファイルの作成
1.ワークスペース
　ワークスペースを新規作成/開く
2.データソース
3.データセット

ワークスペースを新規作成／開く

　ウィザードのメッセージに従って、ワークスペースを新規作成したり、既に作成され
ているワークスペースを開きます。

・新規ワークスペースを作成する：　こちらを選択すると、新しいワークスペースを作
成します。「次へ」をクリックすると、2.の「シンボルライブラリの選択」ダイアロ
グボックスが表示されます。

・ワークスペースを開く：　こちらを選択すると、ダイアログボックスの「次へ」ボタ
ンが「完了」に変わり、リストボックスの中に、最近開いたワークスペースが表示さ
れます。表示されるワークスペースの数は、メニューバーで「ツール」－「オプショ
ン」を選択して設定できます。リストボックスの中からワークスペースを選択し、
「完了」ボタンをクリックすると、ワークスペースを開き、ウィザードは終了しま
す。リストボックスの中から「参照」を選択し、「完了」をクリックするか、「参
照」をダブルクリックすると、「ワークスペースを開く」のダイアログボックスが表
示され、ここからワークスペースを開けます。

・起動時にウィザードを表示：　次回起動する際、このウィザードを再表示しない場合
は、このチェックを外してウィザードを完了して下さい。再びウィザードを使用した
い場合は、メニューバーで「ツール」－「オプション」を選択し、「その他」タブの
「起動設定」で、「起動時にウィザードを表示」にチェックを入れます。
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基本：ファイルの作成
1.ワークスペース
2.データソース
　データソースを新規作成/開く/投影作成
3.データセット

データソースを新規作成／開く

　データソースを新規に作成、または既存のデータソースを開きます。

・新規データソースを作成する：こちらを選択し、「次へ」をクリックすると、「新規
データソース」のダイアログボックスが表示されます。ここから、現在開いている
ワークスペースに新しいデータソースを作成できます。（データソースの新規作成 を
ご覧下さい。）「次へ」をクリックすると、次の「データセットの作成／インポー
ト」ダイアログボックスが表示されます。

・データソースを開く：こちらを選択すると、ダイアログボックスの「次へ」ボタンが
「完了」に変わり、リストボックスの中に、最近開いたデータソースが表示されま
す。表示されるデータソースの数は、メニューバーで「ツール」－「オプション」を
選択して設定できます。リストボックスの中からデータソースを選択し、「完了」ボ
タンをクリックすると、データソースを開き、ウィザードは終了します。リストボッ
クスの中から「参照」を選択し、「完了」をクリックするか、「参照」をダブルク
リックすると、「ワークスペースを開く」のダイアログボックスが表示され、ここか
らワークスペースを開けます。
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基本：ファイルの作成
1.ワークスペース
2.データソース
　データソースを新規作成/開く/投影作成
3.データセット

データソースの座標系を設置する

・スーパーマップでは、作業環境の座標系の設定を「データソース」で行ないます。
　（なお、データの座標値は、後述のデータセットに保存されています。）
・座標系の設定は、データソースの新規作成時に設定します。
・これから作成する作業環境の座標系あるいは、既存のデータが作られた座標系と

データセットの座標系が一致していないと、正しい位置にデータが表示できない等
の不具合が生じます。

【ワークスペース】【データソース】【右クリック】（新規データソース）

１．「ホゾンスル場所」データソースを保存する場所を決める

２．「ファイル名」データソースの名前（ファイル名）を決める

３．「開く方法」を下記の方法で決める

（投影コピー）・・・世界測地系、日本測地系などの既存データソースの投影
情報をコピーする。

（投影作成）・・・・（座標系の設定）へ進む

（座標系の設定）投影座標系・定義済みの座標系・次へ・メインカテゴ
リー：Japan Coodinate Systems・サブカテゴリ：Japan Plate
Carree JGD2000 Zone IX・完了

（投影情報）・・・・現在の投影情報の確認

（保存）・・・設定終了

データソースの作成
・投影作成・座標系の設定
　・経緯度/直交座標
　・世界測地系
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基本：ファイルの作成
1.ワークスペース
2.データソース
3.データセット
　データセットの作成/インポート

データセットの作成／インポート

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

・新規データセットを作成する：　こちらを選択し、「完了」をクリックすると、「新
規データセット」ダイアログボックスが表示されます。ここから、現在開いている
データソースに新しいデータセットを作成できます。（データセットの新規作成 をご
覧下さい。）データセット作成後、ウィザードは自動的に終了します。

・他フォーマットからデータセットをインポートする：　こちらを選択し、「完了」を
クリックすると、「データインポート」ダイアログボックスが表示されます。ここか
ら、追加するファイルとインポート先のデータソースを指定して、データセットをイ
ンポートできます。（データセットのインポート をご覧下さい。）データセットをイ
ンポートした後、ウィザードは自動的に終了します。

注意：クイックスタートウィザードは、デフォルトでは起動時に表示しない設定となっ
ています。起動時にクイックスタートウィザードを表示するには、メニューバーから
「ツール」 - 「オプション」を選択して「オプション」ダイアログボックスを開き、
「その他」タブで、「起動時にウィザードを表示」のチェックボックスにチェックを
入れて「OK」をクリックします。
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基本：ファイルの作成
1.ワークスペース
2.データソース
3.データセット
　データセットの作成/インポート

　新規データセットを作成します。作成できるデータセットタイプは、ポイントデータ
セット、ラインデータセット、ポリゴンデータセット、テキストデータセット、複合
データセット、ECWデータセット、MrSIDデータセットです。

〔操作〕
・「データセット」-「新規データセット」を選択すると、「データセットの新規作
成」 ダイアログボックスが表示されます。

・左のボックスで、作成するデータセットのタイプ選択します。
・データセット名を入力、保存先データソース名を選択します。この他、データセッ
トのタイプによって、ワークエリアへの追加方法、コードタイプ、リンクファイル
などを設定します。

・「OK」をクリックすると、新規データセットを作成します。

〔その他の操作方法〕→最もよく使う方法
・ワークスペースウィンドウで、新規データセットを保存するデータソースを選択し
て右クリック

・表示されたショートカットメニューから「新規データセット」を選択
・「データセットの新規作成」ダイアログボックスが表示されます。

注意：データセットの名前は、次のルールに従って入力して下さい。
１漢字、かな文字、アルファベット、数字、アンダーラインを使用できますが、
　数字、アンダーライン、「Sm」で始まる名前は使用できません。

２文字の長さは0に設定はできません。また30文字を超えることはできません。
３不正な記号を使うことはできません。
４同じデータベースのデータセット名と重複できません。

データセットの作成と操作
・ポイントデータ
・ラインデータ
・ポリゴン
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基本：データ作成・編集の操作（例）
・ポリゴンの分割、結合
・ポリゴンで分割
・ラインで分割（2003版）

　ポリゴンデータセットレイヤーで、２つ以上のポリゴンオブジェクトの交差部分また
は包含部分を削除し、残った部分を１つのオブジェクトに合成します。

〔操作〕
・同一ポリゴンレイヤーの2つ以上のポリゴンオブジェクトを選択します。
・「オブジェクト」 - 「編集」 - 「ドーナツポリゴン追加」を選択する
・ポリゴンオブジェクトの重なり合う部分を空洞化したドーナツポリゴンオブジェクトを生成します。

〔その他の操作方法〕

・「オブジェクト編集」ツールバーの「ドーナツポリゴン追加」ボタン をクリックします。

　２つ以上の同タイプのオブジェクトをユニオン（合体）し、１つのオブジェクトにし
ます。

〔操作〕
・レイヤーを編集可能な状態にし、2つ以上のオブジェクトを選択します。
・「オブジェクト」-「計算」-「ユニオン」を選択すると、「ユニオン処理の属性設定」 ダイアログ

ボックスが表示されます。
・ユニオン実行後オブジェクトの各属性フィールド値の設定を行います。
・「OK」をクリックすると、選択した2つ以上のオブジェクトが1つのオブジェクトになります。

〔その他の操作方法〕
・「オブジェクト計算」ツールバーの「ユニオン」ボタン をクリックします。
　ショートカットキー：U



SuperMap倶楽部・セミナー資料（17）

データのインポート
ラスタデータインポート後の処理
・ラスタデータ（画像データのピラミッド画像の生成）
（画像の高速表示）

機能：ファイルサイズが大きい画像データセットのピラミッド画像を作成し、画像の高
速表示を可能にします。

操作：「 データセット」 - 「 ピラミッド画像の生成」 を選択すると、「ピラミッド
画像の生成」 ダイアログボックスが表示されます。ピラミッド画像を生成する
データソース、データセットを選択します。データセットは複数選択できます。
「OK」をクリックすると、ピラミッド画像を生成します。ピラミッド画像を生成
した場合、解析レポートウィンドウに、「データセット”（データセット名）”
のピラミッド画像の作成に成功しました。」と表示されます。次に、このデータ
セットを開く時には、より高速で表示されます。ピラミッド画像の生成に失敗し
た場合、「データセット”（データセット名）”のピラミッド画像の作成に失敗
しました。」と表示されます。

その他の操作方法：ワークスペースウィンドウでデータセットを選択して右クリック
し、表示されたショートカットメニューから「ピラミッド画像の生成」を選択す
ると、ピラミッド画像を生成します。この方法で一度にピラミッド画像を生成で
きるデータセットは1つです。
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データのインポート
ラスタデータインポート後の処理
・クリッピング
　・空中写真のクリッピング
・ラスタデータのモザイク化

マップのクリッピング：マップのクリッピングは、表示されているマップウィンドウで
指定した部分をクリッピング（切り抜き）した状態で表示､保存する機能です。クリッ
ピングした部分は、新しいデータセットに保存されます。この機能はベクタレイヤーと
ラスタレイヤーに適用できます。

クリッピング方法
　SuperMap GIS 5 デスクトップ製品では、2つのクリッピング方法があります。1つは
選択されたオブジェクト領域のクリッピングで､選択した1つまたは複数のオブジェクト
をクリッピング領域とします。もう1つは図形フレームクリッピングで、矩形、円形、
ポリゴンの各形状でクリッピング領域を描きます。

選択されたオブジェクト領域のクリッピング
　ツールを使用して、特定の行政区域などのオブジェクトをクリッピング領域として選
択します。また他の選択ツール（例えば円形選択など）を用いて、複数のオブジェクト
を選択してクリッピング領域とすることもできます。
　メニューバーから、「マップ」－「マップクリップ」－「選択オブジェクトで切り取
り」を選択します。右クリックしてショートカットメニューから「選択されたオブジェ
クトのクリッピング」を選択すると、「マップクリッピング」ダイアログボックスが表
示されます。
　クリッピングを行うレイヤーにチェックを入れます。「すべて選択」をクリックする
と、すべてのレイヤーが選択されます。最後に「クリッピング」をクリックすると、各
指定レイヤーのクリッピング領域の内側または外側（クリッピング方式設定ボックスの
選択により決まります）の全ての部分をクリッピングして、それぞれ新しいデータセッ
トとして保存されます。クリッピングしたデータセットの属性はオリジナルのデータ
セットと同じです。また、オリジナルのデータセットは何も変更されません。
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データのインポート
ラスタデータインポート後の処理
・クリッピング
　・空中写真のクリッピング
・ラスタデータのモザイク化

　複数のラスタデータセットを合成して、一つのレイヤー（データセット）にする。都
市計画図等の一定図画で区切られた図面を一つの図面に合成する。

機能：
　2つ以上のラスタデータセットを座標値に基づき貼り合わせ、1つのラスタデータセッ
トに合成します。

操作
　1つのマップウィンドウに2つ以上のラスタデータセットを表示させた状態で、「マッ
プ」－「ラスタデータのモザイク化」を選択すると、「ラスタデータのモザイク化」ダ
イアログボックスが表示されます。
「生成元データセット」で2つ以上のラスタデータセットを選択し、次に「生成先デー
タセット」で結果を保存するデータソースを選択し、データセット名を入力します。
「OK」をクリックし、操作を完了します。

注意事項
　この操作は、1つのマップウィンドウに2つ以上のラスタデータセットを表示させた後
で実行して下さい。

ゼロを無視
「ゼロを無視」を選択すると、特徴情報が0となっているラスタが無視されます。
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データセットの作成
・データセットの作成
・属性テーブルの設定（１）

属性テーブルの修正（フィールドの追加と削除）
　SuperMap GIS 5デスクトップ製品では、属性フィールドのフィールド情報（フィール
ド名、型など）の修正は、新たなフィールドの追加と削除のみ実行できます。操作方法
は次の通りです。
　ワークスペースでデータセットを1つ選択した後、右クリックして表示されたショー
トカットメニューから「属性」を選択すると、「属性」ダイアログボックスが表示され
ます。「属性テーブルの構成」タブで、属性フィールドの追加や削除を実行できます。
　フィールドリスト：フィールドリストは、「属性テーブルの構成」タブに、属性テー
ブルの全フィールドの情報を列挙したものです。システムフィールド以外のフィールド
の削除と新規作成を実行できます。

「フィールド作成」：フィールド（属性）の追加を行なう場合は「フィールド作成」を
クリックする。フィールドリストの下側の表がアクティブになり、
新しく追加するフィールド名、フィールドの型、サイズ、デフォル
ト値などのフィールド情報を入力できます。入力後「OK」をクリッ
クすると、設定したフィールド情報の新しいフィールドを追加でき
ます。

「フィールド削除」フィールドリストから削除したいフィールドを選択し、「フィール
ド削除」をクリックします。システムフィールド（名称の前に*記
号のついているフィールド）は削除できません。
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データセットの作成
・データセットの作成
・属性テーブルの設定（２）

フィールド名：新たに追加したフィールドに名称を設定します。　※フィールド名の命
名規則（1）ローマ字の他に、漢字、かな文字、数字、アンダーバーを使
用できます。ただし、数字、アンダーバー、「sm」で始めることはでき
ません。（2）長さは0 にできず、また30バイトを超過できません。
（3）無効な文字・記号（ローマ字、数字、かな文字、漢字、アンダー
バー以外の全ての字）は使用できません。（4）データベースの予約語は
使用できません。

識別名：入力しなくても構いません（その場合フィールド名と同じ名称になります）。
フィールド名と異なる識別名が入力されている場合、属性テーブル最上
段には、この識別名がフィールドの名称として表示されます。

フィールド型：目的や用途に応じて、11種類のフィールド型をサポートしています。以
下の表をご覧下さい。

フィールドサイズ：テキストタイプのフィールドでサイズを設定できる以外は、フィー
ルド型などにより、システムからデフォルトで与えられます。

デフォルト値：新たに追加するフィールドにデフォルト値を与えることができます。デ
フォルト値を与えたフィールドを新たに追加すると、それ以降に追加さ
れたオブジェクトの新しいフィールドには、与えられたデフォルト値が
入力されています。

必須：入力必須フィールドかどうかを設定します。デフォルトで「キャンセル」と表示
されているセルで「OK」を選択した場合は、フィールドをNullにでき
ず、必ず数値が入力されます。デフォルト値を空欄にしたままフィール
ドを追加すると、デフォルト値は0に設定されます。
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データセットの作成
・データセットの作成
・属性テーブルの設定（３）

フィールド型：用途；フィールドサイズ、フィールド値範囲

ブール型：ブール型データ、1バイト、True/false、Yes/no、0/非0整数（大文字・小文
字を無視）

整数型：2バイト整数；2バイト、-32768~32767

長整数型：4バイト整数；4バイト、-2147483648~2147483647

単精度型：4バイトフローティング数；4バイト、-3.4E+38~3.4+38，7桁小数

倍精度型：8バイトフローティング数；8バイト、-1.797E+308~1.797E+308，15桁小数

テキスト型：テキストまたはテキストと数字の組み合わせ。または、電話番号のように
計算の必要のない数字。テキストフィールドの未使用部分の保留スペースと
はなりません；255バイト以下、??

日付型：期日、8バイト；入力書式：2004/01/01または2004-01-01

メモ型：ロングテキストまたはテキストと数字の組み合わせ；最多で 65,535 バイト
（データソースがデータベースタイプで、またテキストと数字「非2進法
データ」のみがこの中に保存されている場合、メモフィールドのサイズは
データベースサイズの制限を受けます）。
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マップ（主題図）の作成、操作
　・マップウインドウとマップの操作

マップウィンドウ
　マップウィンドウは、マップオブジェクトを表示するウィンドウで、オブジェクトの
追加・編集やクエリ、解析などの操作を行います。１つのデータセットをマップウィン
ドウに追加し､表示スタイルなどを設定すると、１つのレイヤーになります。マップ
ウィンドウ上で、１つまたは複数のレイヤーを、指定した順序で重ねて表示させたもの
をマップと呼びます。一般に､1つのレイヤーは１つのデータセットに対応します。
　同じマップウィンドウに、複数のデータセットを同時に表示でき、それぞれに異なる
表示スタイルを与えることもできます。スタイルを保存していないデータセット（ポイ
ントデータセット、ラインデータセット、ポリゴンデータセット）については、表示す
る際にデフォルトのスタイルが与えられます。スタイルを保存しているデータセット
（複合データセットとテキストデータセット）は、それぞれのオブジェクトの設定スタ
イルで表示します。マップウィンドウのレイヤースタイルは必要に応じて、２種類の方
法（スタイル設定、または主題図作成）で修正できます。
　マップウィンドウは画面の大部分を占めます。マップウィンドウは、ワークスペース
上で開いているデータセットがない状態では開けません。マップウィンドウを開くに
は、データセットをドラッグ&ドロップ操作でマップウィンドウに移動するか、データ
セットをダブルクリックします。マップウィンドウを開くと、メニューバーの項目が変
化し、「マップ」というメニューが表示されます。以下の図は、マップウィンドウを複
数開いた状態です。

マップの操作は、凡例ウィンドウで行う
　凡例ウィンドウは画面の左下に位置し、マップウィンドウに表示されているマップの
各レイヤーの操作や管理を行います。



SuperMap倶楽部・セミナー資料（24）

レイアウト（主題図）の作成、操作
　・レイアウトウインドウとレイアウト作成

レイアウトとレイアウトウィンドウ
　レイアウトとは､マップ（主題図を含む）、凡例、スケール、方位記号、テキストな
どの要素を配置（レイアウト）することを指します。マップを印刷する時に必要な機能
です。また、レイアウトウィンドウとは印刷用のレイアウトを作成するためのウィンド
ウで、レイアウト用紙に相当します。
　レイアウトウィンドウは、画面の右側に位置し、画面の大部分を占めます。ワークス
ペースに開かれたデータソースがない状態では、レイアウトウィンドウは開けません。
新たにレイアウトウィンドウを開くには、ワークスペースウィンドウまたはワークス
ペースマネージャの「レイアウト」アイコンを右クリックし、「新規レイアウト」を選
択します。既存のレイアウトは、ワークスペースウィンドウまたはワークスペースマ
ネージャで、既存のレイアウト名で右クリックし、表示されたショートカットメニュー
から「レイアウトを開く」を選択するか、ダブルクリックします。下の図は、４つの
マップを４つのレイアウトでＡ３版の用紙に配置した例です。

レイアウト作成
　レイアウトを作成するには、レイアウト要素をレイアウトウィンドウに追加します。
レイアウト要素は、マップ、マップ要素（凡例、スケール、方位記号など）、作図要素
（ポイント、ライン、ポリライン、矩形、角丸矩形、楕円、ポリゴン）、テキスト要素
（テキスト、アートテキスト）、それにテーブルや画像等その他の要素です 。 レイア
ウト要素は、レイアウトウィンドウ上で任意に配置できます。操作は、メニューバーか
ら実行する他に、「レイアウト追加」ツールバーや「レイアウト編集」ツールバーを使
う方法もあります。これらのツールバーを表示するには、メニューバーから「表示」－
「ツールバー」を選択します。
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資料1-1
　SuperMapがインポート／エクスポートをサポートするファイルフォーマット
　・ベクタファイル
　・ラスタファイル（画像ファイル）

インポート／エクスポートをサポートするファイルフォーマット
　SuperMap GIS ５デスクトップ製品のインポート／エクスポート機能は、AutoCAD
DXF、ArcInfo E00、MapInfo MIFなど最新のベクタ交換フォーマットをサポートするの
みでなく、ArcInfo Coverage 、MapInfo TABなど最新のGIS/CADソフトウェアの２進法
フォーマットをサポートします。またラスタファイルフォーマットについては、一般的
な画像フォーマットをサポートするのみでなく、Erdas IMG、GeoTiffなど専門的なリ
モートセンシング画像フォーマットをサポートします。さらにECWとMrSIDの２種類の
Wavelet理論に基づく画像圧縮フォーマットをサポートします。
　次の表にSuperMap GIS ５デスクトップ製品がインポート／エクスポートをサポート
する、全てのベクタファイルとラスタファイルのフォーマットを示します。

インポートをサポートするベクタファイル、○：エクスポートをサポート

AutoCAD Drawingファイル（*.dwg）
AutoCAD DXFファイル（*.dxf） ○
MapInfo交換フォーマット（*.mif） ○
ArcInfo交換フォーマット（*.e00） ○
ArcView Shapeファイル（*.shp） ○
ArcInfo Coverageファイル ○
MicroStation DGNファイル（*.dgn）
MapInfo TABファイル（*.tab）
Idrisiベクタファイル（*.vec） ○
Windows WMFファイル（*.wmf）
OperGIS GML（*.gml） ○
日本 GXML ファイル（*.gxml） ○
SuperMap SMLファイル（*.sml） ○
中国国家標準ベクタ交換フォーマット（*.vct） ○
DBFデータベースファイル（*.dbf） ○
Accessデータベースファイル（*.mdb） ○
MapGIS交換フォーマット（*.wat;*.wal;*.wap;*.wan）
数値地図2500（空間データ基盤） （*.txt）
数値地図25000（空間データ基盤） （*.xml）
数値地図50mメッシュ（標高） （*.mem）
数値地図250mメッシュ（標高） （*.sem）
数値地図1kmメッシュ（標高） （*.tem）
数値地図25000（地名・公共施設） （*.）
数値地図25000（行政界・海岸線） （*.mby）
数値地図10000（総合） （*.lbi）
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資料1-2
　SuperMapがインポート／エクスポートをサポートするファイルフォーマット
　・ベクタファイル
　・ラスタファイル（画像ファイル）

インポートをサポートするラスタファイル、○：エクスポートサポート

Erdas Imageファイル（*.img） ○
Idrisi Imageファイル（*.idr） ○
BILファイル（*.bil）
MrSIDファイル（*.sid）
TIFFファイル（*.tif） ○
ビットマップファイル（*.bmp） ○
JPGファイル（*.jpg） ○
ECWファイル（*.ecw） ○
ArcInfo GRIDファイル（*.*）
ArcInfo GRID交換フォーマット（*.grd）
USGS DEMファイル（*.dem）
FSTファイル（*.fst） ○
RAWファイル（*.raw）
BIPファイル（*.bip）
BSQファイル（*.bsq）
E00 Gridファイル（*.e00）
数値地図25000（地図画像） （*.tif）
数値地図50000（地図画像） （*.tif）
数値地図200000（地図画像） （*.tif）
数値地図50mメッシュ（標高） （*.mem）
数値地図250mメッシュ（標高） （*.sem）
数値地図1kmメッシュ（標高） （*.tem）
数値地図10mメッシュ（火山標高） （*.dat）
細密数値情報（10メッシュ土地利用） （*.tdu ;*.tdg）
数値地図10000（総合） （*.lge）
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資料2　無料データの紹介（１）

　・国土地理院（数値地図）
　・空中写真（順次公開している）
　・その他

〔数値地図（空間データ基盤）・検索〕
http://sdf.gsi.go.jp/

＜閲覧できるデータ＞
・数値地図25000（空間データ基盤）は、２万５千分１地形図に相当する精度を持つ、
道路中心線、鉄道中心線、河川中心線、水涯線、海岸線、行政界、基準点、地名、公
共施設、標高の10項目のデータです。

・数値地図2500（空間データ基盤）は、全国の都市計画区域（約96,000平方キロメート
ル）を対象に、道路、河川、行政区域界等の骨格的地図項目を数値化したデータで
す。

※平成17年3月以降に刊行された、数値地図2500（空間データ基盤）のデータについて
は反映されておりません。
　データは、市町村単位に圧縮されています。また、東京２３区及び政令指定都市は区
単位に圧縮されています。

　データ形式は、数値地図25000と数値地図2500とでは違います。閲覧用のソフトウェ
アもそれぞれに用意してあります。数値地図25000は、地理情報標準に準拠したベクト
ルデータです。

現在のデータは、世界測地系に基づく座標です。
・国土地理院 地理情報部 情報管理課　Tel: 029-864-1111(内線7242)
　　　　　　　　　　　　　　　　 E-mail: dmapinfo@gsi.go.jp
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資料2　無料データの紹介（２）

　・国土地理院（数値地図）
　・空中写真（順次公開している）
　・その他

〔空中写真閲覧・検索〕
http://mapbrowse.gsi.go.jp/airphoto/indexmap_japan.html

閲覧可能な空中写真
　現在閲覧できる空中写真は、米軍撮影の空中写真(1945年~1956年)と、国土地理院撮
影の空中写真(1996~2000年）です。但し、国土地理院撮影の写真のうち、東京につい
ては1992年、那覇市内については1990年に撮影されたものです。

解像度 画像のファイルサイズ
縮小表示 100dpi 10KB~130KB 標準表示 200dpi 300KB~1.3MB

＜空中写真の購入に関する問い合わせ＞
空中写真の販売店や通信販売については以下にご相談ください。
なお、購入を希望される方は、本システムで空中写真を閲覧した際、写真の「撮影作業
名」「コース」「番号」をお控えください。
(財)日本地図センター 空中写真部　Tel: 029-851-6657　E-mail: shashin@jmc.or.jp

＜空中写真の利用に関する問い合わせ＞
空中写真を複製して提供したり、営利に利用したりする場合には、刊行されているもの
を入手し、 測量法に基づく承認の手続きが必要になります。詳しい内容については以
下にご相談ください。
・国土地理院 総務部 総務課 審査係　Tel: 029-864-1111(内線2159)
　　　　　　　　　　　　　　　　E-mail: fukusei@gsi.go.jp
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資料2　無料データの紹介（３）

　・国土地理院（数値地図）
　・空中写真（順次公開している）
　・その他（２万５千分１地形図）

〔地図閲覧サービス（試験公開)〕
http://watchizu.gsi.go.jp/

地図の検索方法
地図を閲覧するためには，地図の検索のページから以下の4通りの検索方法のいずれか
で閲覧したい地図を選択してください。

<索引図による検索>
　索引図上において，閲覧したい地域の位置（おおよそ20万分1地勢図単位）をクリッ
クしてください。
　１でクリックしたところの拡大図が表示されますので，更に詳細な地域の位置をク
リックしてください。当該地域（概ね２万５千分１地形図を４分割した地域）の地図画
像が表示されます。
　図名は刊行されている2万5千分1地形図を参考にしたものです。このサービスで表示
されている図名や範囲と、実際に刊行されている地形図との間では、若干違いがありま
す。
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資料2　無料データの紹介（４）

　・国土地理院（数値地図）
　・空中写真（順次公開している）
　・その他（街区レベル位置参照情報）

〔街区レベル位置参照情報〕
http://nlftp.mlit.go.jp/isj/

　街区レベル位置参照情報とは、全国の都市計画区域を対象に、街区単位(「○○町△
丁目□番」)の位置座標(代表点の緯度・経度、平面直角座標)を整備したデータです。
（注）上記は住居表示実施区域の場合です。住居表示未実施区域の場合は、街区相当範

囲（道路等で区画された範囲）に含まれる地番を代表点に対応付けしています。

「街区レベル位置参照情報アドレスマッチングツール（JNS住所認識システム）」を用
いることで、住所データを含む様々な統計・台帳データに対し、街区レベル位置参照情
報をもとに位置座標を簡単に付与することができ、GISを用いて表示、解析等ができる
ようになります。

街区レベル位置参照情報の整備状況について
街区レベル位置参照情報のデータ形式について
街区レベル位置参照情報の整備方法について（概要）

※注）「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地
図 2500（空間データ基盤）を使用したものである。（承認番号 平12総使、第
456号，平13総使、第136号，平13総使、第484号）」

●街区レベル位置参照情報ダウンロードサービスについて
　街区レベル位置参照情報は、平成13年4月からインターネットによる無償提供を行っ
ています。
街区レベル位置参照情報ダウンロードサービスの詳細について
街区レベル位置参照情報利用約款
（ご利用に当たっては以下の注意事項をご確認ください。）
●街区レベル位置参照情報のご利用に当たっての注意事項
　ご利用になられる際は、以下の注意点及び「街区レベル位置参照情報利用約款」を十
分お読みください。
街区レベル位置参照情報に含まれる地名は、市町村資料、国土地理院の数値地図
2500、民間の地図等を基に作成したものであり、国内の標準的な地名を指定しているも
のではありません。
数値地図2500に街区ポリゴンがない地域については、数値地図2500の道路中心線、行
政界を利用して街区の範囲を設定しており、特に住居表示未実施地区では、代表点が代
表する領域が広い場合があります。
元資料の作成年次の関係で、現状と一致しないデータがある場合があります



SuperMap倶楽部・セミナー資料（31）

資料2　無料データの紹介（５）

　・国土地理院（数値地図）
　・空中写真（順次公開している）
　・その他（国土数値情報）

〔国土数値情報〕
http://nlftp.mlit.go.jp/ksj/

●国土数値情報について
　全国総合開発計画、国土利用計画など国土計画の策定の基礎となるデータを整備する
ため、昭和49年の国土庁発足に伴い、国土に関する基礎的な情報の整備、利用等を行う
国土情報整備事業が開始されました。
　国土数値情報は、この国土情報整備事業により整備している情報で、地形、土地利
用、公共施設、道路、鉄道等国土に関する様々な地理的情報を数値化したものです。国
土数値情報はメッシュ化したデータが多く、人口統計など他の統計情報と合わせて分析
することが可能です。
国土数値情報の整備状況について
国土数値情報のデータ形式について

●国土数値情報ダウンロードサービスについて
　国土数値情報は、上述のとおり、国土計画の策定や実施の支援のために整備されたも
のです。各分野で広く利用されるように、これまで、公的機関（政府機関、地方公共団
体、大学）には無料で貸出を行ってきましたが、さらに広く一般に利用していただくた
め、平成13年4月からインターネットによる無償提供を行っています。
国土数値情報ダウンロードサービスの詳細について
国土数値情報利用約款
（ご利用に当たっては以下の注意事項をご確認ください。）

●国土数値情報のご利用に当たっての注意事項
　ご利用になられる際は、以下の注意点及び「国土数値情報利用約款」を十分お読みい
ただくとともに、国土数値情報の各ファイルのメタデータを十分ご確認いただいた上で
ご利用下さるようお願いします。
（注意点）
国土数値情報は国土計画策定のためのデータであり、詳細な分析等には適さない場合
がありますので、データ内容等を十分確認してご利用ください。
古い年代に作成したデータもありますので、ご利用の際にはデータ作成年次を十分確
認してご利用ください。
本サービスではＣＧＩの実行をサーバ上以外から行えないようにしています。
「Forbidden　実行できるフォーム以外からのアクセスを検知しました。」というメッ
セージが表示された場合はブラウザのキャッシュをクリアした上で再実行してください

●整備状況（主なデータ）
・指定区域：都市計画区域、自然公園、自然環境保全区域、農業地域、森林地域、鳥獣
保護区域、指定地域メッシュ、三大都市圏計画区域、森林・国公有地メッシュ、リ
ゾート法指定地域

・沿岸域：潮汐・海洋施設、港湾、沿岸地域ライン、沿岸海岸メッシュ、波向・海霧・
自然漁場２次メッシュ、沿岸陸域ライン、海岸施設・感潮限界、高潮・津波デーブル

・自然：自然地形メッシュ、気候値メッシュ
・国土骨格：道路、鉄道、行政界・海岸線、道路密度・道路延長メッシュ
・施設、産業統計、水文など



 



導入セミナー・演習資料

演習（入門編）　目次

・ワークスペースの作成　　　　（１）

・データセットの作成

　　新規データセットの作成　　（３）

　　画像データのインポート　　（５）

・マップの作成　　　　　　　　（９）

・レイアウトの作成　　　　　　（11）

資料

　メニューツリー

　ツールバー一覧



系番号 原点の緯経度 適用区域

B = 33°0′0″.0000

L = 129°300″.0000

B = 33°0°0′.0000

L = 131°0′0″.0000 

B = 36°0°0′.0000

L = 132°10′0″.0000 

B = 33°0°0′.0000

L = 133°30′0″.0000 

B = 36°0°0′.0000

L = 134°20′0″.0000 

B = 36°0°0′.0000

L = 136°20′0″.0000 

B = 36°0°0′.0000

L = 137°10′0″.0000 

B = 36°0°0′.0000

L = 138°30′0″.0000 

B = 36°0°0′.0000

L = 139°50′0″.0000 

B = 40°0°0′.0000

L = 140°50′0″.0000 

B = 44°0°0′.0000

L = 140°15′0″.0000 

B = 44°0°0′.0000

L = 142°15′0″.0000 

B = 44°0°0′.0000

L = 144°15′0″.0000 

B = 26°0°0′.0000

L = 142°0′0″.0000 

B = 26°0°0′.0000

L = 127°30′0″.0000 

B = 26°0°0′.0000

L = 124°0′0″.0000 

B = 26°0°0′.0000

L = 131°00′0″.0000 

B = 20°0°0′.0000

L = 136°00′0″.0000 

B = 26°0°0′.0000

L = 154°00′0″.0000 

※ 財団法人　日本地図センター『地理情報データハンドブック』より

　平面直角座標系（19系）は、日本固有の座標系です。全国を19の区域に分割して、それぞれの地域に座標原点を設け、その
原点を通る子午線をX軸に、これと直交する方向をY軸としています。従って、各区域によって座標系が異なりますので、各区
域の座標系番号を確認してください。以下の表は、平面直角座標系（19系）における各区域の系番号と原点の緯度経度と適用
区域です。

平面直角座標系（１９系）

ⅩⅥ 

ⅩⅦ 

ⅩⅧ 

ⅩⅨ 

ⅩⅡ 

ⅩⅢ 

ⅩⅣ 

ⅩⅤ 

Ⅷ 

Ⅸ 

Ⅹ 

ⅩⅠ 

 沖縄県のうち東経130°から東である区域

 東京都のうち北緯28°から南であり、かつ東経140°30′から西である区域

 東京都のうち北緯28°から南であり、かつ東経143°から東である区域

Ⅰ

Ⅱ 

Ⅲ 

Ⅳ 

Ⅴ 

Ⅵ 

Ⅶ 

 北見市、帯広市、釧路市、網走市、根室市、根室支庁管内、釧路支庁管内、網走支庁管内（紋別郡を除
く。）十勝支庁管内

 東京都のうち北緯28°から南であり、かつ東経140°30′から東であり東経143°から西である区域

 沖縄県のうち東経126°から東であり、かつ東経130°から西である区域

 沖縄県のうち東経126°から西である区域

 東京都（ⅩⅣ系、ⅩⅧ系及びⅩⅨ系に規定する区域を除く。）福島県、栃木県、茨城県、埼玉県、千葉
県、群馬県、神奈川県

 青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県

 小樽市、函館市、伊達市、胆振支庁管内のうち有珠郡及び虻田郡、檜山支庁管内、後支庁管内、渡島支
庁管内

 札幌市、旭川市、稚内市、留萌市、美唄市、夕張市、岩見沢市、苫小牧市、室蘭市、士別市、名寄市、
芦別市、赤平氏、三笠市、滝川市、砂川市、江別市、千歳市、歌志内市、深川市、紋別市、富良野市、
登別市、恵庭市、石狩支庁管内、網走支庁管内のうち紋別郡、上川支庁管内、宗谷支庁管内、日高支庁
管内、胆振支庁管内（有珠郡及び虻田郡を除く。）空知支庁管内、留萌支庁管内

 兵庫県、鳥取県、岡山県

 京都府、大阪府、福井県、滋賀県、三重県、奈良県、和歌山県

 石川県、富山県、岐阜県、愛知県

 新潟県、長野県、山梨県、静岡県

 長崎県及び北方北緯32°、南方北緯27°、西方東経128°18′、東方東経130°を境界線とする区域内
（奄美群島は東経130°13′まで含む。）にある鹿児島県所属のすべての島、小島、環礁及び岩礁を含
む。

 福岡県、佐賀県、熊本県、大分県、宮崎県及び第1系の区域内を除く鹿児島県

 山口県、島根県、広島県

 香川県、愛媛県、徳島県、高知県
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１．プロジェクト用のフォルダーを作成
　　例：GIS東京港
　・ワークスペースのファイル
　・データソースのファイル
　□その他のファイル用フォルダー
　　ex.□シェイプファイル
　　　 □画像ファイル
　　　 □・・・

２．SuperMapを立上げる

３．新規データソースを作成する→４種類の操作方法があります：

・ウィザードを起動し､新しいデータソースを作成します。（ウィザードは、メ
ニューバーから「ツール」－「オプション」を選択し、「その他」タブで設定し
て起動できます。）

・メニューバーから「ファイル」－「新規データソース」を選択します。

・標準ツールバーの「新規データソース（Ctrl+N）」ボタンをクリックします。

・ワークスペースウィンドウまたはワークスペースマネージャで、データソース名
の上で右クリックし、表示されたショートカットメニューから「新規データソー
ス」を選択します。

４．ワークスペースに名前をつけて、保存する

ワークスペース（プロジェクト環境）の作成(1/2)

　①準備：プロジェクト用のフォルダーを作成
　②手順：SuperMapの立上げ → データソースの作成・座標系の設定・保存
　　　　　　　　　　　　　 → ワークスペースの保存

１．プロジェクト用のファイル（GISの関連ファイ
ル）を保存するためのフォルダーを作成する

　・GISは多くのファイルが生成されるため関連
ファイルの散逸を防ぎ、ファイル管理を容易
にする必要がある

２．SuperMapを立上げる
（ワークスペース）（凡例）（ワークスペースマ
ネージャ）（解析レポート）の４つのウインドウ
が開かれる
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ワークスペース（プロジェクト環境）の作成(2/2)

　データソースの作成
　・座標系の設定
　　　・・・・・・　→　ワークスペースの保存

３．データソースの作成
　ワークスペース 内のデータソースを右クリッ
ク・新規データソースを選択

新規データソースのファイル名を入力(work.sdb)
保存する場所を決める → 【投影作成】をクリッ
ク

座標系の設定：３つの中から選ぶ(例として投影座
標系を選定) → 定義済みの座標系 →【次へ】を
選ぶ

【平面直交座標 IX系(世界測地系)の設定 例】
メインカテゴリ：Japan Cordinete Systems
サブカテゴリ　：Japan Plate Caree JGD2000
　　　　　　　　Zorn IX　【完了】

新規データソースの画面に戻る → ファイル名と
保存場所を確認して【保存】

　→　データソース work が作成される

メニュー：ファイルを選ぶ
　・ワークスペースに名前を付けて保存を選ぶ
　　保存場所を確認してファイル名を入力して
　　・保存をクリック
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・データセットの種類

　ポリゴン

　ライン

　ポイント

・属性の設定

データセットの作成（１）1/2

手順：①新規データセットの作成
　　　②属性の作成

１．データセットの作成（新規作成）
・〔データセット〕〔新規データセット〕

２．データセットの作成ウインドウの操作
・データタイプの選定
・データセット名の設定
・保存先データソースの選定

３．データセットの作成ウインドウ（拡大画面）
・データタイプの選定（ポリゴン）
・データセット名の設定（New_Region）
・保存先データソース名の選定（49_07）〔OK〕

４．データセットの作成完了画面
・データセット "work_Region" の新規作成に成功
しました。合計1個のデータセットを作成。その
うち0個が失敗、1個が成功。

５．データセットの属性を設定
・データセット右クリック、属性

６．属性ウィンドウ
・ベクタデータセット
・属性表の構成
・データセットの属性
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　・属性の設定

データセットの作成（１）2/2

手順：①新規データセットの作成
　　　②属性の作成

７．[属性表の構成]を選定 ８．属性表の構成ウィンドウ
・必要な属性フィールドを作成する
　〔フィールド作成〕をクリック

９．属性フィールドの追加
・フィールド名（CODE）
・フィールド型（テキスト型）
・フィールドサイズ（12）　　　〔OK〕

10．属性フィールドの追加結果
・必要に応じて属性を追加する
・属性の操作は、データセットがマップに表示さ
れている場合はできない

11．データの作成
・新規作成データセットにデータを追加する
・データセットをダブルクリックして新規マップ
を作成
・編集可能にする

12．データの作成、属性の入力
・オブジェクト描画のツールを使ってデータを作
成

・作成データ（オブジェクト）をダブルクリック
して属性ウインドウを表示、属性を入力
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データセットの作成（２）1/2

手順：①画像データのインポート（画像データ：都市計画図面）
　　　②レジスタ処理（参照データの作成）

１．データセットのインポート
〔データセット〕〔データセットのインポート〕
　を選定

２．データインポートウインドウ
・ファイルの追加を選ぶ
　（インポート画像の選定）
・インポート先：データセットの設定
・データセット名の設定　〔インポート〕

３．インポート完了画面 ４．ピラミッド画像の生成
　画像データ（ラスタデータ）は、表示に時間が
かかるため〔データセット〕〔ピラミッド画像の
生成〕を行う（データセット右クリックでも生成
を実行できる）

５．インポートデータの確認
・インポートデータセットをダブルクリックして
マップウインドウにデータを表示させる

６．インポートデータの座標付与に進む
・画像データは、インポート後にレジスタ処理が
必要となる
・なお、座標情報が予め付与された画像データも
ある（GeoTiff等）
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レジスタ処理の前処理

GIS基盤図を都市計画図から作成する

・画像データ（都市計画図）のインポート

　　　⇩

・レジスタ処理のための参照データの作成

　　　⇩

・レジスタ処理

データセットの作成（２）2/2

手順：①画像データのインポート（画像データ：都市計画図面）
　　　②レジスタ処理（参照データの作成）

７．作業の流れ ８．インポートした都市計画図の図画・座標値を
確認（現在多くの都市計画図は、日本測地系
のままである）

９．レジスタ処理用の参照ポリゴン作成する。　
まず、任意に長方形のポリゴンを作成する。
次に、作成ポリゴンを右クリック・属性を選
定。

10．属性ダイヤグラムの空間情報画面を選び、レ
ジスタ処理用の参照ポリゴンの大きさを１の
都市計画図と同じに変更する。

11．位置を空間情報ダイヤグラムで参照ポリゴン
の四隅の座標を入力・修正する。

12．参照ポリゴンの座標設定（１の都市計画図の
四隅の座標と参照ポリゴンの四隅の座標が同
じに設定されている）
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GIS基盤図を都市計画図から作成する

・画像データ（都市計画図）のインポート

・レジスタ処理のための参照データの作成

・レジスタ処理

データセットの作成（３）1/2

手順：①画像データのインポート（画像データ：都市計画図面）
　　　②レジスタ処理（参照データの作成）
　　　③レジスタ処理（参照データを用いて都市計画図に正しい座標値を設定する）

１．レジスタ処理
　　〔ツール〕〔レジスタ処理〕
　　〔新規レジスタウインドウ〕の順に選定

２．設定ウインドウにしたがってレジスタデータ
の設定を行う。

・レジスタレイヤー、参照レイヤー、結果データ
を設定

３．新規レジスタウインドウ
　・左画面：レジスタレイヤー
　・右画面：参照レイヤー
　・〔表示〕〔ツールバー〕〔レジスタ処理〕で
操作ツールを表示する

４．操作ツールの移動、拡大ツールなどを用いて
レジスタレイヤー（都市計画図）の四隅と参
照レイヤーの四隅を選定する。選定は、操作
ツールの左端のツールを用いる

５．四隅（座標がわかっている箇所）の設定が終
了した状況

６．操作ツールの右から２番目のツールをクリッ
クして、誤差の計算を実行する。
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・レジスタ処理の実行

データセットの作成（３）2/2

手順：①画像データのインポート（画像データ：都市計画図面）
　　　②レジスタ処理（参照データの作成）
　　　③レジスタ処理（参照データを用いて都市計画図に正しい座標値を設定する）

７．レジスタ操作ツールの右端をクリックしてレ
ジスタ処理を実行する

８．レジスタ処理が終了した画面

９．結果の確認
　　マップには、レジスタ後の都市計画図と参照
データが表示されている。

　　・参照レイヤーが選択されている

10．余白の処理
　都市計画図の余白（図面タイトル等）部分を取
り除く（隣の図画と接合させるため）
　〔マップ〕〔クリッピング〕〔選択ポリゴン〕

11．マップクリッピングのウインドウでクリッピ
ングされるレイヤーとクリッピング後の名称
を設定する

12．クリッピング後の画面
　・以上の操作を繰り返して隣の図画の都市計画
図をレジスタ処理する。（基盤図の完成）
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マップの作成基本（1/2）
手順：①スタイル設定
　　　②主題図の作成（主題図ウイザードの操作）

１．マップの操作（主題図の作成）
・レイヤー毎にスタイルを設定する
　レイヤーを右クリック・スタイル設定

２．フィルスタイルの設定ウインドウ
・ポリゴンの塗りつぶし設定
・色の設定、透明設定　　〔OK〕

３．ラインスタイルの選択ウインドウ
・フィルスタイルの設定ウインドウ
〔ラインスタイル〕スタイル、色、幅を設定
　〔OK〕

４．主題図の作成
・レイヤーを右クリック、
・主題図ウイザードを選択

５．主題図タイプの選択
・ラベル主題図を選択

６．ラベルの設定
・表示する属性の設定
・ラベルの設定
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マップの作成基本（2/2）

手順：①スタイル設定
　　　②主題図の作成（主題図ウイザードの操作）

７．ラベルの設定結果
・凡例ウインドウのレイヤー名の下にラベル主題
図の凡例が作成される

８．個別主題図の作成
・主題図タイプの選定で個別主題図を選択

９．個別主題図の設定ウインドウ
・フィールド表現式：該当属性を選ぶ
〔すべて追加〕
・属性CODEのすべての値に対して個別に色が割り
当てられる　　　〔完了〕

10．設定完了後の画面
・work2のレイヤーが属性CODEの値毎に色分けされ
た。凡例ウインドウのwork2レイヤーに「個別主
題図」の凡例が追加されている

11．主題図の変更
・凡例ウインドウのwork2レイヤーの個別主題図を
クリックして、個別の凡例を表示し、該当するナ
ンバーをダブルクリック
・スタイル設定ウインドウで変更　〔OK〕

12．主題図の完成
・主題図に名前をつけて保存する
　〔マップ〕〔マップ保存〕



SuperMap倶楽部・演習資料（11）

レイアウト（印刷画面）の作成・基本（1/2）

手順：①ワークスペースウインドウ・【レイアウト】右クリック・新規レイアウト
　　　②【マップ追加】【方位】【スケール】【凡例】

１．レイアウト（印刷画面）の作成
・ワークスペースウインドウのレイアウトを右ク
リック、新規レイアウトを選択

２．新規レイアウトウインドウ
　新規レイアウトウインドウ（デフォルトではＡ
４縦の用紙が設定されている）

３．レイアウトの設定
・〔表示〕〔ツールバー〕からレイアウト関係の
ツールバーを表示させる
・レイアウトウインドウを右クリックして「レイ
アウト設定」を選択

４．レイアウトの属性設定ウインドウ
・タイプ：用紙の大きさを設定（A４、縦）
・列数、行数：用紙の枚数を設定
（設定は何時でも変更可能）　　〔OK〕

５．マップの追加
・レイアウトウインドウにマップを追加する　
　レイアウトドローツールの「マップ追加」をク
リックし、ウインドウにマップの表示枠を描く

６．マップの設定
・マップ属性ウインドウで表示マップの設定を行
う
・マップとスケールを設定　　〔OK〕
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レイアウト（印刷画面）の作成・基本（2/2）

手順：①ワークスペースウインドウ・【レイアウト】右クリック・新規レイアウト
　　　②【マップ追加】【方位】【スケール】【凡例】

７．レイアウト（印刷画面）の作成
・ワークスペースウインドウのレイアウトを右ク
リック、新規レイアウトを選択

８．レイアウトの操作
・レイアウト操作ツールで、画面の拡大・縮小、
マップ内の表示範囲（鍵マーク）などを設定す
る

９．レイアウトの設定２（スケールの追加）
・マップを選択して、レイアウトドロー・ツー
ル・スケール追加を選択
・マップ内にスケールを描き、各種設定を行う

10．レイアウト設定３（方位の追加）
・マップを選択して、レイアウトドロー・ツー
ル・方位の追加を選択、設定、表示
・同様に、凡例を追加できる

11．凡例の追加
・マップを選択して、レイアウトドロー・ツー
ル・凡例の追加を選択

・追加された凡例は必要に応じて修正・編集を行
う（凡例選択・レイアウトフォーマット・グ
ループ解除）

12．レイアウト作成例
・一画面の中に、縮尺の異なるマップを配置でき
る
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