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１．うべパーソナル GIS とは 

・うべパーソナル GIS について 

  うべパーソナル GIS とは 

 誰もがどこでも持ち運んで（Mobile）使用することができる簡易型（Mini）のＧＩＳアプリケーションです。 

 

  GIS とは 

 地理情報システム（GIS：Geographic Information System）は、地理的位置を手がかりに、位置に関す

る情報を持ったデータ（空間データ）を総合的に管理・加工し、視覚的に表示し、高度な分析や迅速

な判断を可能にする技術です。 

 

「現実社会の様々な位置や場所に関する情報を、コンピュータ上で扱えるようにデジタル化、データ

ベース化及び 関係付け（リンク）を行って、 コンピュータ上で仮想空間を表現させ、分析・加工・測定・

シミュレーション・保存・意志 疎通等を行えるシステム」です。 
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・うべパーソナル GIS で使用している用語の説明 

GIS（地理情報システム：Geographic Information System） 

うべパーソナル GIS（うべパーソナル・ジー・アイ・エス）： 

空間コンテンツ： 

属性情報： 

測地系（世界測地系）： 

測地系（日本測地系）： 

緯度・経度座標系： 

平面直角座標系： 

共通フォーム： 

拡張フォーム： 

レイヤ： 

 

ファイル 

mcf ファイル： 

mgc ファイル： 

mgf ファイル： 

shape ファイル： 

Exif 情報つき画像ファイル（jpg）： 

地図ファイル（gom）： 

住所データ（gad）： 

アイコンデータ(gip）： 

仮定ファイル（dummy.txt）： 

G-XML： 

 

オプション 

ActiveForm（アクティブフォーム）： 

MGC コンバータ： 

アイコン追加機能プラグイン： 

フォーム拡張機能プラグイン： 

GIS（地理情報システム：Geographic Information System）: 

 現実社会の様々な位置や場所に関する情報を、コンピュータ上で扱えるようにデジタル化、データベース化及び関係

付け（リンク）を行って、コンピュータ上で仮想空間を表現させ、分析・加工・測定・シミュレーション・保存・意志疎通等を

行えるシステムです。 

うべパーソナル GIS（うべパーソナル・ジー・アイ・エス）： 

 うべパーソナルＧＩＳサービス提供業務で導入したＧＩＳで、誰もが何処でも簡単に利用することが可能な簡易 GIS アプ

リケーションであり、スタンドアローンで動作可能なモバイル GIS です。  

空間コンテンツ： 

 図形情報（点・線・面・文字）で表現される属性情報をもった空間データに、写真などの添付ファイルを加えたもので、

その場所に何があるのか、どういう状態なのかなどをあらわすものです。 

属性情報： 

 地図上に作成するコンテンツを説明（タイトル、登録者、登録日など）するための情報です。 

 登録できる情報は、設定されているフォーム（共通フォーム、拡張フォーム）により異なります。   
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測地系（世界測地系）： 

 世界測地系(JGD2000)とは、地球の正確な形状と大きさに基づき、世界的な整合性を持たせて構築された測定の基

準で、国際的に定められている測地基準系です。 

 うべパーソナル GIS では、世界測地系または日本測地系の地図ファイル（gom）が使用できます。 

 現在使用している測地系は、画面左側操作パネル内の中心座標の「測地系：」欄に表示されています。   

測地系（日本測地系）： 

 日本測地系(TOKYO)とは、日本独自に構築した測定の基準で、地球上の位置を表わすための測地基準系です。 

 うべパーソナル GIS では、世界測地系または日本測地系の地図ファイル（gom）が使用できます。 

 現在使用している測地系は、画面左側操作パネル内の中心座標の「測地系：」欄に表示されています。  

緯度・経度座標系： 

 緯度・経度座標系とは、地球上の位置を北緯と東経で表現します。 

 うべパーソナル GIS では、緯度・経度座標系を使用した座標検索が可能です。  

平面直角座標系： 

 平面直角座標系とは、日本を１９のエリアに分割（１～１９系）し、それぞれのエリア基点からの距離を表示します。 

 うべパーソナル GIS では、エリア（系）をまたがる地図の表示はできません。 

 ※宇部市は 3 系です。 

 【参考】3 系（原点：北緯 36° 東経 132°10′）山口県、島根県、広島県 

共通フォーム： 

 コンテンツの属性情報を入力するために、あらかじめ準備されている基本的な入力フォームです。 

 メモ、添付ファイル、ホームページ、サマリー等が入力可能です。 

拡張フォーム： 

 コンテンツの属性情報を入力するために、ActiveForm を使用して作成された入力フォームです。 

 うべパーソナル GIS では拡張フォームを使用して、使用目的に合わせた入力フォームを登録する事ができます。 

 ActiveForm を使用するためには、別途 ActiveForm のインストールが必要です。 

レイヤ： 

  レイヤとは、OHP シートや透明フィルムのような層をデジタル地図上に重ね合わすものです。 

 うべパーソナル GIS では、利用者が必要に応じてレイヤを作成することができ、そのレイヤの目的にあわせてレイヤ上

に空間コンテンツを登録することができます。レイヤを使うことによって、複数のレイヤを重ね合わせて表示させたり、レイ

ヤ単位で空間コンテンツを交換・流通させることが可能となります。 

mcf ファイル： 

 ActiveForm を使用して作成される、拡張フォームを定義するためのファイルです。 

 うべパーソナル GIS に新しく拡張フォームを登録する場合、mcf ファイルを使用してフォームの追加を行います。 

mgc ファイル： 

 mgc ファイルは、うべパーソナル GIS でインポート／エクスポートされるデータフォーマットです。 

 mgc ファイルには、作成されたコンテンツの図形情報、属性情報び添付ファイルが保存されており、メールでの添付フ
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ァイルや CD-ROM などのメディアなどを使って、他の方と受け渡しをすることができます。 

 日本工業規格（JIS）で定められている G-XML 形式のデータフォーマットを採用しております。 

mgf ファイル： 

 mgf ファイルは、うべパーソナル GIS でインポート／エクスポートされるデータフォーマットです。 

 mgf ファイルには、拡張フォームを使用して作成されたコンテンツの図形情報、属性情報及び添付ファイルが保存され

ています。 

 mgc ファイルと同様にメールでの添付ファイルや CD-ROM などのメディアなどを使って、他の方と受け渡しをすること

ができます。 

 ただし、mgf ファイルをインポートするには、あらかじめ該当する mcf ファイルをインポートしておく必要があります。 

 mgf ファイルは、日本工業規格（JIS）で定められている G-XML 形式のデータフォーマットを採用しております。 

shape ファイル： 

 shape ファイルとは、図形情報と属性情報をもったデータファイルです。 

 米国 ESRI 社が提唱したもので、一般に広く公開されており、多くの GIS ソフトウェアで利用が可能です。 

 うべパーソナル GIS では、点・線・面・図形なしの図形情報をもつ shape ファイルのインポートが可能です。 

 shape ファイルは、メインファイル（*.shp）、インデックスファイル（*.shx）、属性ファイル（*.dbf）の３つのファイルで構成

されます。   

Exif 情報つき画像ファイル(jpg）： 

 Exif 情報つき画像ファイルとは、属性情報をもった画像ファイルです。 

地図ファイル(gom）： 

 地図ファイル（gom）は、うべパーソナル GIS で表示する地図ファイルです。 

 世界測地系または日本測地系の地図ファイルをインポートして使用する事ができます。   

住所データ(gad)： 

 うべパーソナル GIS で表示することのできる地域の住所（市町村名、町・大字名、郵便番号等）データです。  

アイコンデータ(gip)： 

 点コンテンツを地図上に表示する際に使用します。 

 ※うべパーソナル GIS インストール時は、基本的なアイコンのみ使用できます。  

仮定ファイル(dummy.txt)： 

 添付ファイル型項目（必須）を持つ拡張フォームに shape ファイルをインポートする場合に、その項目にシステムが自

動的に補完するファイルです。このファイルが添付されている場合は、適宜他のファイルに差し替える必要があります。 

G-XML： 

 G-XML は、地理情報を GIS エンジン等に左右されず自由にインターネット上を流通し、データの検索や加工等も容

易に行えるようにすることを目的としたデータ流通フォーマットです。 

 G-XML は、もともと拡張性と汎用性に富むマークアップ・ランゲージ（マーク付け言語）である XML（eXtensible 

Markup Language）を GIS 向けに特化し、GIS データの相互流通性を図るために開発されました。G-XML が GIS デー

タ流通のプロトコルとして普及することで、異なる GIS エンジン間であっても利用者が手軽に GIS コンテンツのやりとりを

行えるようになります。それによりインターネット上等で、空間データの相互利用や流通が促進され、社会の発展に大き
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く寄与できると期待されます。 

 うべパーソナル GIS は G-XML2.0 に準拠したデータフォーマットを採用しています。 

ActiveForm（アクティブフォーム）： 

 うべパーソナル GIS で用いられるフォームの定義ファイル（mcf ファイル）を作成・編集するツールです。 

 文字列型、数値型、リスト型、日付型、ファイル添付の属性項目を任意に作成する事ができます。 

 うべパーソナル GIS とは別にインストールする必要があります。 

 詳細は、ActiveForm のヘルプを参照して下さい。  

MGC コンバータ： 

 各種ファイル形式の変換を実施するツールです。 

 mgc 形式⇔csv 形式、mgc 形式⇔shape 形式の変換が可能です。 

 うべパーソナル GIS とは別にインストールする必要があります。 

 詳細は、MGC コンバータのヘルプを参照して下さい。  

アイコン追加機能プラグイン： 

 点コンテンツの登録に使用するアイコンの追加機能を追加するプラグインです。 

 インストールするとアイコンデータ(gip）のインポートが可能になります。  

フォーム拡張機能プラグイン： 

 フォーム機能を追加するためのプラグインです。 

 インストールすると、拡張フォームを使用した属性情報の作成等が可能になります。  
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・動作環境 

Windows 2000, XP シリーズ 

 CPU： Pentium II 500MHz 以上  
 メモリ： 256MＢ以上  
 HDD： 600MB～2GB（使用する地図によって必要容量が変わります） 

 (うべパーソナル GIS アプリケーション 約 62MB、地図）  
 画面サイズ： 1024*768 ドット以上のディスプレイ装置  
 OS：Microsoft Windows 2000 Professional SP4 以上 

   Microsoft Windows XP Home Edition SP1 以上 

   Microsoft Windows XP Professional SP1 以上 
 Internet Explorer 6.0 以上 

 

Windows Vista シリーズ 

 CPU： 1GHz 以上の 32 ビット(x86)プロセッサまたは、64 ビット（x64）プロセッサ  
 メモリ： 1GＢ以上  
 HDD： 600MB～2GB（使用する地図によって必要容量が変わります） 

 (うべパーソナル GIS アプリケーション 約 62MB、地図）  
 GPU： DirectX 9 対応の GPU  
 画面サイズ： 1024*768 ドット以上のディスプレイ装置  
 OS：Microsoft Windows Vista Home Basic(32bit), Premium(32bit) 

   Microsoft Windows Vista Business(32bit) 

   Microsoft Windows Vista Enterprise(32bit) 

   Microsoft Windows Vista Ultimate(32bit) 
 Internet Explorer 7.0 以上 

 

Windows7 シリーズ 

 CPU： 1GHz 以上の 32 ビット(x86)プロセッサまたは、64 ビット（x64）プロセッサ  
 メモリ： 1GＢ以上  
 HDD： 600MB～2GB（使用する地図によって必要容量が変わります） 

 (うべパーソナル GIS アプリケーション 約 62MB、地図）  
 GPU： DirectX 9 対応の GPU  
 画面サイズ： 1024*768 ドット以上のディスプレイ装置  
 OS：Microsoft Windows7 Starter 

   Microsoft Windows7 Home Premium(32bit) 

   Microsoft Windows7 Professional(32bit) 

   Microsoft Windows7 Ultimate(32bit) 
 Internet Explorer 8.0 以上 
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２．うべパーソナル GIS の基本機能 

・うべパーソナル GIS のインストール 

 インストールをする前には、その他アプリケーションを閉じてください。 

 うべパーソナル GIS をインストールするには管理者権限が必要です。 

 

 セットアップファイルをダブルクリックするとウィザードが起動します。次へボタン【①】をクリックします。 

 

 うべパーソナル GIS ソフトウェアの利用規約が表示されます。 

 利用規約【①】をよく読み、規約内容に同意できる場合は、はいボタン【②】をクリックして先に進みます。利用規約に

同意できない場合は、いいえボタン【③】をクリックしてうべパーソナル GIS のインストールを終了してください。 

 

 うべパーソナル GIS アプリケーションをインストールする場所を選択します。 

 通常はそのままの状態を推奨しますが、参照ボタン【①】をクリックするとインストール先を変更することができます。 

 インストール先を決定したら、次へボタン【②】をクリックして先に進みます。 



8 

  

 うべパーソナル GIS のデータを保存する場所を選択します。 

 通常はそのままの状態を推奨しますが、参照ボタン【①】をクリックするとデータフォルダを変更することが出来ます。 

 データフォルダを決定したら、次へボタン【②】をクリックして先に進みます。 

 （データフォルダとは、利用される空間コンテンツなどを保存しておくフォルダのことをいいます。） 

  

 プログラムグループを選択します。 

 ここで入力したプログラムグループ名で、スタートメニューのプログラム内にうべパーソナル GIS のショートカットが作成

されます。プログラムフォルダ【①】に任意のプログラム名を入力するか（デフォルトはうべパーソナル GIS）、既存のフォ

ルダ【②】から選択します。プログラムグループを選択したら、次へボタン【③】をクリックして先に進みます。 
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 これまでに設定されたインストール情報の確認画面が表示されます。 

 インストール先【①】、データフォルダ【②】、プログラムグループ【③】を確認し、問題がなければ次へボタン【④】をクリ

ックします。 

 インストール先、データフォルダ、プログラムグループを変更する場合は戻るボタン【⑤】をクリックして、再入力します。 

 

 次へボタンをクリックするとインストールが開始され、インストールの進行状況が表示されます。 

 

 ディスクフォーマットに NTFS をご使用の場合は、以下の画面が表示されます。通常は設定の必要がありませんので、

OK ボタン【①】をクリックします。 

     

 インストール完了画面が表示されますので、完了ボタン【①】をクリックして、インストールを完了してください。 

操作マニュアルを表示する場合は、操作マニュアルを表示する【②】をチェックしてから完了ボタン【①】をクリックします。 

操作マニュアルはインストール後、ヘルプとしていつでもご覧になることができます。 
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 インストールが完了するとデスクトップとスタートメニュー/プログラム/うべパーソナル GIS に、うべパーソナル GIS ショ

ートカットが作成されます。 

 ※注：プログラムグループの選択でうべパーソナル GIS 以外のフォルダを指定した場合は、指定したフォルダにショー

トカットが作成されます。 

 インストール後は再起動が必要になる場合があります。 
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・うべパーソナル GIS のアンインストール 

 うべパーソナル GIS が不要になった場合、あるいは新しいバージョンのうべパーソナル GIS をインストールする場合に

は、うべパーソナル GIS を削除（アンインストール）します。 

 新しいバージョンのうべパーソナル GIS をインストールするときには、あらかじめ空間コンテンツのエクスポートを行い

バックアップしておく必要があります。詳しくは空間コンテンツエクスポートをご覧ください。 

 「Windows のスタート」→「すべてのプログラム」→「うべパーソナル GIS」→「アンインストール」を選択します。 

 

 うべパーソナル GIS のアンインストール確認画面が表示されます。地図や空間コンテンツ等のデータを全て削除した

い場合は、データフォルダを削除する【①】にチェックをいれます。うべパーソナル GIS のアンインストールを実行する場

合は、次へボタン【②】をクリックします。 

 キャンセルボタン【③】をクリックすると、アンインストールを中止します。 

  ※アンインストールにはしばらく時間がかかりますので、完了画面が出るまでしばらくお待ち下さい。 

 

 OK ボタンを押すとアンインストールが開始されます。アンインストールが完了したら、完了ボタン【①】をクリックして終

了します。 

 

 ※データフォルダ（デフォルト設定は C:\Program Files\うべパーソナル GIS\DATA）を削除せずにうべパーソナル

GIS のアンインストールした場合、再度同じバージョンのうべパーソナル GIS をインストールし、同じデータフォルダを指

定することによって、以前利用していたデータをそのまま利用することができます。 

 新しいバージョンのうべパーソナル GIS をインストールする時、または空間コンテンツをバックアップする時には空間コ

ンテンツをエクスポートして保存しておく必要があります。詳しくは空間コンテンツエクスポートをご確認ください。 
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・うべパーソナル GIS の起動方法 

 うべパーソナル GIS をインストールした後、デスクトップ上に作成されたアイコンをダブルクリックするか、 

 「スタート」→「すべてのプログラム」→「うべパーソナル GIS」を起動します。 

 ※うべパーソナル GIS の二重起動はできません。 

  

 起動時に、前バージョンのユーザ情報が存在する場合、ユーザ情報の移行を確認するメッセージが表示されます。移

行するボタン【①】をクリックすると、前バージョンのユーザ情報を新しいうべパーソナル GIS へ移行して、メイン画面を起

動します。移行しないボタン【②】をクリックすると、ユーザ情報を移行しないでユーザ登録処理を継続します。 

 ※移行されるの情報は、ユーザ情報及び空間コンテンツ情報です。 

 ※住所データは移行されませんので、再度、必要な住所データを追加してください。 

 

  

全項目を入力後登録すると、次のメッセージを表示します。 

 ※初回起動時のみ  

初めてうべパーソナル GIS をインストールした場合。または、現在の測地系と異なる地図がインポートされていない場合。 

 OK ボタン【①】をクリックすると、うべパーソナル GIS が起動します。 

 ※現在の測地系と異なる地図が、"c:\Program Files\うべパーソナル GIS\DATA"以外にインポートされている場合も

この画面を表示します。 

 

現在の測地系と異なる地図がインポートされている場合。 

 はい【①】をクリックすると、地図メンテナンスを起動します。 

 地図のメンテナンス画面を終了すると、うべパーソナル GIS が起動します。 

 いいえ【②】をクリックすると、不要な地図は削除されません。 
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 上記画面で、いいえ【②】をクリックした場合に、下記画面を表示します。 

 OK ボタン【①】をクリックすると、うべパーソナル GIS が起動します。 

 

 最初は地図がインポートされていないため、地図の追加で地図をインポートします。 
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・うべパーソナル GIS の画面構成について 

 ここでは、うべパーソナル GIS アプリケーションの画面構成をご説明します。 

 メイン画面の左側に操作パネル【①】を配置し、メイン画面の上部には各機能のメニュー【②～⑩】があります。 

 

 うべパーソナル GIS には以下のような機能があります。 

 ≪①操作パネル≫ 

 地図のスクロール機能 
 地図のドラッグスクロール 
 中心点移動 
 属性表示 
 住所検索(ボタン) 
 住所検索(入力) 
 空間コンテンツ作成（点） 
 空間コンテンツ作成（線） 
 空間コンテンツ作成（面） 
 空間コンテンツ作成（文字） 
 表示範囲(プルダウン) 
 表示範囲(スケール) 
 マウスホイール 
 地図の印刷 
 中心座標表示 
 中心住所表示 
 ミニ地図 
 レイヤ管理 
 終了 

 ≪メニュー≫ 

  ②ファイルメニュー 

 空間コンテンツエクスポート 
 空間コンテンツインポート 
 住所でマッチング 
 座標でマッチング 
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 Exif でマッチング 
 地図の印刷 
 地図画像の保存 
 アイコンデータの追加 

※「アイコン追加機能プラグイン」インストール後に表示されます 
 地図の追加 
 住所データの追加 
 終了 

  ③空間コンテンツメニュー 

 属性表示 
 空間コンテンツ作成（点） 
 空間コンテンツ作成（線） 
 空間コンテンツ作成（面） 
 空間コンテンツ作成（文字） 
 空間コンテンツ一覧表示 
 レイヤ管理 
 属性編集 
 空間コンテンツ複製 
 空間コンテンツ削除 
 図形編集（点） 
 図形編集（線） 
 図形編集（面） 
 図形編集（文字） 
 図形移動 

  ④検索メニュー 

 住所検索 
 座標検索 
 空間コンテンツ検索 
 エリア指定検索（円） 
 エリア指定検索（多角形） 

 ポリゴン検索 

 住所マッチング結果検索 

  ⑤表示範囲メニュー 

 表示範囲（拡大/縮小/10m/25m/50m/100m/200m/500m/1000m/2500m/5000m） 

  ⑥計算メニュー 

 計算（距離計算）     ・計算（面積計算） 

  ⑦表示メニュー 

 中心点の表示 

 ラバーバンド 

 ラベルの表示 

 ツールチップの表示 

 重複アイコンの表示 

 ラベル設定 

 ラベル移動 
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  ⑧オプションメニュー 

 ユーザ情報 

 地図の削除 

 地図のバージョン選択 

 地図のメンテナンス 

 詳細な表示範囲を有効にする 

  ⑨フォームメニュー 

 フォームの作成 

 フォームの追加 

 レイヤとの関連付け 

 フォームの確認 

 フォームの削除 

 属性の変換定義 

  ⑩ヘルプメニュー 

 うべパーソナル GIS ヘルプ 

 バージョン情報 
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・うべパーソナル GIS の終了 

 うべパーソナル GIS を終了するにはファイルメニュー【①】から終了【②】を選択します。または、操作パネルの終了ボ

タン【③】や、ウィンドウの右上の×ボタン【④】で終了することも可能です。 

 

 終了を確認する画面が表示されます。はいボタン【①】をクリックすると、うべパーソナル GIS のメイン画面が閉じて、う

べパーソナル GIS が終了します｡いいえボタン【②】をクリックすると、うべパーソナル GIS を終了せずにうべパーソナル

GIS のメイン画面に戻ります。 

 

 

 次回、うべパーソナル GIS を起動させた時は、終了時と同じ場所が同じ縮尺で表示されます。 
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３・スクロール機能 

・矢印ボタンによるスクロール 

 画面に表示されている地図を好きな方向にスクロールさせることができます。 

 矢印ボタン【①】をクリックすることにより地図を 8 方向にスクロールすることが可能です。また、矢印ボタンを押しつづ

けると連続してスクロールします。 

 

・ドラッグスクロール 

 地図上でクリックしたままマウスを移動する（ドラッグ）ことにより、地図をスクロールさせることができます。 

 

 地図上でドラッグすると、マウスカーソル（手のマーク）が変わりますので、マウスカーソルが変わった状態（クリックした

状態）【①】のまま、マウスを移動させることによって地図を好きな方向にスクロール（ドラッグスクロール）することができま

す。 
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 ・中心点移動 

 地図上に表示されている見たい場所を中心に表示させることができます。 

 

 スクロールボタンの中心にある丸印ボタン【①】をクリックしたあと、見たい場所【②】をクリックします。 

 

  

 クリックした場所が地図の中心に表示されます。 
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・右クリックメニューからの中心点移動（地図上） 

 中心に表示したい場所を地図上で右クリック【①】して、右クリックメニューから中心点移動【②】を選択します。 

 

  

 クリックした場所が地図の中心に表示されます【①】。 
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・右クリックメニューからの中心点移動（空間コンテンツ上） 

 空間コンテンツ上で右クリック【①】して、右クリックメニューから中心点移動【②】を選択します。 

 

 クリックした空間コンテンツを中心に地図が表示されます【①】。 

 



22 

４．表示範囲変更機能 

・プルダウンによる表示範囲変更 

 左側の操作パネルにあるプルダウン【①】から表示範囲を変更することができます。 

 表示範囲は 10m、25m、50m、100m、200m、500m、1000m、2500m、5000m の 9 種類から選択できます。地図の右下

にスケール【②】が表示され、その長さがそれぞれ 10m、25m、50m、100m、200m、500m、1000m、2500m、5000m に対

応します。 

 ※設定により、選択できる表示範囲が異なる場合があります。 

 ※地図上の距離は現況との差異がありますので、参考として利用ください。 

 

・スケールによる表示範囲変更 

 左側の操作パネルにあるスケールバー【①】を動かして表示範囲を変更することができます。 

 表示範囲は 10m、25m、50m、100m、200m、500m、1000m、2500m、5000m の 9 種類から選択できます。地図の右下

にスケール【②】が表示され、その長さがそれぞれ 10m、25m、50m、100m、200m、500m、1000m、2500m、5000m に対

応します。 

 スケールバーのつまみを左側に動かすと詳細、右側に動かすと広域が表示されます。つまみの左右をクリックすると、

1 段階詳細あるいは広域が表示されます。 

  ※設定により、選択できる表示範囲が異なる場合があります。 

  ※地図上の距離は現況との差異がありますので、参考として利用ください。  
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・メニューからの表示範囲変更 

 メニューの表示範囲メニューから表示範囲を変更することができます。 

 拡大、縮小【①】を選択するとそれぞれ 1 段階詳細あるいは広域が表示されます。 

 （またはショートカットキー拡大／詳細：PageUp、縮小／広域：PageDown ） 

 また、表示範囲の 10m、25m、50m、100m、200m、500m、1000m、2500m、5000m【②】のいずれかをクリックするとその

表示範囲の地図が表示されます。 

  地図の右下にスケール【③】が表示され、その長さがそれぞれ 10m、25m、50m、100m、200m、500m、1000m、2500m、

5000m に対応します。 

  ※設定により、選択できる表示範囲が異なる場合があります。 

  ※地図上の距離は現況との差異がありますので、参考として利用ください。  

 

・右クリックメニューからの表示範囲変更 

 地図上で右クリックして、メニューから拡大/縮小【①】を選択すると、地図が拡大あるいは縮小されます。  
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・マウスホイールによる表示範囲変更 

 左側の操作パネルにあるマウスホイール【①】にチェックを入れると、マウスホイールにて表示範囲を変更することがで

きます。  

 下⇒上スクールでは、表示スケールを 5000→2500→1000→500→200→100→50→25→10 というように変更すること

ができます。 

 上⇒下スクールでは、表示スケールを 10→25→50→100→200→500→1000→2500→5000 というように変更すること

ができます。 

  ※設定により、選択できる表示範囲が異なる場合があります。 

  ※チェックを入れない場合は、地図上でのマウスホイールは無効となります。 

  ※地図上の距離は現況との差異がありますので、参考として利用ください。  

 

≪参考≫ ｍ表示と縮尺の関係 

【表示範囲一覧表】 

番号  表 示 縮 尺（相当） 

① ５，０００ｍ １／２５０，０００ 

② ２，５００ｍ １／１２５，０００ 

③ １，０００ｍ １／５０，０００ 

④ ５００ｍ １／２５，０００ 

⑤ ２００ｍ １／１０，０００ 

⑥ １００ｍ １／５，０００ 

⑦ ５０ｍ １／２，５００ 

⑧ ２５ｍ １／１，２５０ 

⑨ １０ｍ １／５００ 
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５．ファイル操作 

・空間コンテンツインポート 

 空間コンテンツのインポート機能を使うことにより、他のパソコンで作成されたうべパーソナル GIS データを自分のパソ

コンに取り込むことができます。 

 うべパーソナル GIS での交換ファイルは「mgc ファイル（*.mgc）」「mgf ファイル（*.mgf）」となっており、このファイルをイ

ンポート／エクスポートすることになります。 

 また、「点・線・面・図形なし」の図形情報を持つ「shape ファイル（*.shp）」のインポートも可能です。 

 ※mgf ファイルをインポートするには、mgf ファイルで使用しているフォームファイル(mcf)を追加しておく必要があります。 

 ※フォームの追加についてはフォームの追加をご覧ください。 

 ※世界測地系及び日本測地系のコンテンツファイルのインポートが可能です。測地系が異なる場合は自動的に変換

してインポートします。 

 ※このプログラムには、国土地理院長の承認を得て、同院の技術資料 H･1-No.2「測地成果２０００のための座標変換

ソフトウェア TKY2JGD」を使用しています。（承認番号 国地企調発第 732 号 平成 16 年 1 月 20 日） 

 空間コンテンツのインポートは、下記の方法があります。 

 【mgc、mgf の場合】 

   ① ファイルメニューからの選択による実行 

   ② うべパーソナル GIS のショートカットへのドラッグ＆ドロップによる実行 

   ③ 地図上へのドラッグ＆ドロップによる実行 

   ④ ファイルのダブルクリックによる実行 

   ⑤ 右クリックメニューの送るによる実行 

 【shape の場合】 

   ⑥ ファイルメニューからの選択による実行 

 【csv の場合】 

   ⑦ ファイルメニューからの選択による実行 

 ※空間コンテンツインポート中に、空間コンテンツのインポートあるいはうべパーソナル GIS を起動することはできませ

ん。 

 ※うべパーソナル GIS が起動しているときは、「② うべパーソナル GIS のショートカットへのドラッグ＆ドロップによる実

行」、「④ ファイルのダブルクリックによる実行」、「⑤ 右クリックメニューの送るによる実行」はできません。うべパーソナル

GIS 起動中は、「ファイルメニューからの選択による実行」によりインポートしてください。 

【mgc、mgf の場合】 

① メニューからの選択による実行 

 ファイルメニュー【①】から空間コンテンツインポート【②】（またはショートカットキーCtrl+Shift+I）を選択します。  
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 インポートする mgc ファイルまたは mgf ファイルを選択【①】し、開くボタン【②】をクリックします。 

 

 ※このあとの手順は、共通になります。 

② うべパーソナル GIS のショートカットへのドラッグ＆ドロップによる実行 

 インポートする mgc ファイルまたは mgf ファイルを選択し、うべパーソナル GIS のショートカットへドラッグ＆ドロップしま

す（図はドラッグのイメージです）。  

 

 ※このあと mgc ファイルと mgf ファイルの場合の手順は、共通になります。 

③ 地図上へのドラッグ＆ドロップによる実行 

 インポートする mgc ファイルまたは mgf ファイルを選択して、うべパーソナル GIS の地図上へドラッグ＆ドロップします

（図はドラッグのイメージです）。  

 

 ※このあとの手順は、共通になります。 
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④ ファイルダブルクリックによる実行 

 インポートする mgc ファイルまたは mgf ファイルを選択し、ダブルクリックします。  

  

 ※このあとの手順は、共通になります。 

⑤ 右クリックメニューの送るによる実行 

 インポートする mgc ファイルまたは mgf ファイルを選択し、右クリックメニューから「送る」→「うべパーソナル GIS」を選

択します。  

  

 ※このあとの手順は、共通になります。 

 空間コンテンツファイルにパスワードが設定されている場合は、パスワード入力画面が表示されます。（パスワードが設

定されていない場合は表示されません。） 

 パスワード【①】を入力し、OK ボタン【②】をクリックします。 

 ※注：入力したパスワードの文字はすべてアスタリスク(*)で表示されます。 

 

   

 インポート対象のレイヤの情報が表示されます。 

 

 インポートするファイルにレイヤが複数あった場合は、インポートしたいレイヤの選択【①】にチェックを入れます。 
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 （「すべて選択」ボタンをクリックすると、すべてのレイヤが選択されます。「すべて解除」ボタンをクリックすると、すべて

のレイヤの選択が解除されます）。 

 

 インポートするレイヤの名前を変更する場合は、「うべパーソナル GIS のレイヤ名」の入力欄【②】に直接入力するか、

または、うべパーソナル GIS にすでに存在しているレイヤから選択します。 

 

 インポートボタン【③】をクリックしてインポートを開始します。 

 ※以下の空間コンテンツインポート画面の詳細については、空間コンテンツのインポート設定をご覧ください。 

 ※mgf ファイルをインポートする場合は、該当の mgf ファイルで使用している拡張フォームと、「うべパーソナル GIS の

レイヤ名」欄【②】で選択したレイヤが自動的に関連付けられます。 

  ただし、「うべパーソナル GIS のレイヤ名」欄【②】で選択したレイヤが既に異なるフォームと関連付けられている場合

はインポートできませんので、他のレイヤを指定して下さい。 

 

   

 タイトル、レイヤ、ユーザ ID、登録者、図形情報が同じコンテンツがすでに登録されている場合、コンテンツデータを

上書きすることが出来ます。 

上書きせずにすべてのデータを新規に登録する場合やすでに登録されているコンテンツデータ以外の差分データの

みをインポートする場合はいいえボタン【②】をクリックします。 

コンテンツデータを上書きする場合ははいボタン【①】をクリックします。コンテンツのインポートを中止する場合はキャン

セルボタン【③】をクリックします。 

 ※異なる測地系（世界測地系以外）のデータに変換してインポートやエクスポートを実行する場合、図形情報（座標情

報）に微小なズレが発生します。そのため、修正後のコンテンツデータをインポートする場合、上書きインポート機能や

差分インポート機能が利用できません。 

 

 上書き確認画面でいいえボタンがクリックされた場合には、重複インポートの方法を確認する画面が表示されます。上

書きしないで全てのコンテンツを新規に登録する場合には、新規インポートボタン【①】をクリックします。 

すでに登録されているコンテンツデータ以外の差分データのみをインポートする場合は、差分インポートボタン【②】をク
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リックします。 

コンテンツのインポートを中止する場合はキャンセルボタン【③】をクリックします。 

 

 空間コンテンツのインポートが開始されます。 

インポートの進行状況（インポートした空間コンテンツの数と、インポートする全空間コンテンツの数）が表示されます。 

 

   

 空間コンテンツのインポートが完了すると、完了メッセージが表示されますので、OK ボタン【①】をクリックします。 

 ※インポート結果の詳細については、空間コンテンツのインポート結果をご覧ください。 

 

【shape の場合】 

⑥ メニューからの選択による実行 

ファイルメニュー【①】から空間コンテンツインポート【②】（またはショートカットキーCtrl+Shift+I）を選択します。  
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 インポートする shp ファイルを選択【①】し、開くボタン【②】をクリックします。 

 

 次に、インポート先のレイヤを選択【①】し、次へボタン【②】をクリックします。既存のレイヤではなく新規のレイヤにイン

ポートしたい場合は、新規作成ボタン【③】をクリックして表示されるレイヤ作成画面でレイヤを作成します。 

  

 レイヤを選択すると、shape ファイルのインポートに関する設定画面が表示されます。この画面で、【変換元の shape】と

【変換後のコンテンツ】の関連付けを行います。 

 

  以前の設定読込み【①】で、以前に保存していた関連付けファイル（*.s2m）を読み込む事ができます。 

  スタイル設定【②】で、うべパーソナル GIS に登録するコンテンツのスタイル（アイコン、線の色、網掛け、透過など）を

設定します。 

 

   ※表示するスタイル設定画面は、shape のコンテンツ種別（点、線、面）毎に異なります。また、図形なしコンテンツ

の場合は表示されません。 

 

  属性項目のドロップダウン【③】で、shape に登録されている項目が表示されますので、任意の項目を選択します。 

 

   ※直接属性を入力するには、該当の BOX に直接入力して下さい。直接入力した項目は、BOX の背景が黄色に

かわります。 

   ※メモの項目数は、設定により異なる場合があります。 

 

  座標系情報の取得【④】で、shape ファイルの座標系を選択します。座標系が不明な場合は、shape ファイル提供元

にご確認下さい。 
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   ※座標系は、以下の選択が可能です。 

     ・世界測地系 経緯度座標系（WGS84） 

     ・世界測地系 平面直角座標系 

     ・日本測地系 経緯度座標系 

     ・日本測地系 平面直角座標系 

   ※単位は、以下の選択が可能です。 

     ・度/分/秒 （経緯度座標系の場合） 

     ・km/m/mm （平面直角座標系の場合） 

   

  この設定保存【⑤】で、関連付けを行った情報をファイル（*.s2m）に保存する事ができます。再度同様の関連付け設

定で shape ファイルをインポートする場合には、以前の設定読込み【①】から保存したファイルを読み込む事ができます。 

  クリア【⑥】で、設定した関連付け情報を全てクリアします。 

  OK【⑦】で関連付け設定を終了し、インポートを開始します。 

  キャンセル【⑧】で、shape のインポート処理を中止します。 

 

 タイトル、レイヤ、座標列が同じコンテンツがすでに登録されている場合、コンテンツデータを上書きすることが出来ま

す。 

上書きせずにすべてのデータを新規に登録する場合やすでに登録されているコンテンツデータ以外の差分データの

みをインポートする場合はいいえボタン【②】をクリックします。 

コンテンツデータを上書きする場合ははいボタン【①】をクリックします。コンテンツのインポートを中止する場合はキャン

セルボタン【③】をクリックします。 
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 ※異なる測地系（世界測地系以外）のデータに変換してインポートやエクスポートを実行する場合、図形情報（座標情

報）に微小なズレが発生します。そのため、修正後のコンテンツデータをインポートする場合、上書きインポート機能や

差分インポート機能が利用できません。 

 

 上書き確認画面でいいえボタンがクリックされた場合には、重複インポートの方法を確認する画面が表示されます。上

書きしないで全てのコンテンツを新規に登録する場合には、新規インポートボタン【①】をクリックします。 

すでに登録されているコンテンツデータ以外の差分データのみをインポートする場合は、差分インポートボタン【②】をク

リックします。 

コンテンツのインポートを中止する場合はキャンセルボタン【③】をクリックします。 

 

 空間コンテンツのインポートが完了すると、完了メッセージが表示されますので、OK ボタン【①】をクリックします。 

 

 拡張フォームにインポートする場合は、拡張フォームに対応した設定画面が表示されます。 
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  リスト型の項目の場合は、リストボタン【①】が入力補助として表示されます。リストボタンをクリックすると、リストの候補

がコンボボックスで表示されます。 

 

  日付型の項目の場合は、カレンダボタン【②】が入力補助として表示されます。カレンダボタンをクリックすると、日付

を入力するためのカレンダーが表示されます。 

 

  演算型または添付ファイル型の項目の場合は、その内容について設定はできません。添付ファイル型が任意項目

の場合は、その値は空になります。必須項目の場合は、ダミーファイルで自動的に補完します。 

【csv の場合】 

⑦ メニューからの選択による実行 

ファイルメニュー【①】から空間コンテンツインポート【②】（またはショートカットキーCtrl+Shift+I）を選択します。  
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 インポートする csv ファイルを選択【①】し、開くボタン【②】をクリックします。 

 ※複数の csv ファイルを同時にインポートする事はできません。 

 

 空間コンテンツインポート画面が表示されます。インポートする空間コンテンツの内容について確認し、インポートボタ

ン【①】をクリックします。 

 csv ファイルに複数のレイヤ情報が含まれている場合は、【②】のチェックボックスのオン/オフにより、インポートするレ

イヤを選択することができます。 

 また、座標系設定ボタン【③】をクリックして表示される座標系設定画面で、csv ファイルが基づく座標系および単位を

設定することができます。 

 

 

   ※座標系は、以下の選択が可能です。 

     ・世界測地系 経緯度座標系（WGS84） 

     ・世界測地系 平面直角座標系 

     ・日本測地系 経緯度座標系 

     ・日本測地系 平面直角座標系 
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※単位は、以下の選択が可能です。 

     ・度(DEG) dddd.dddd/度分(DMM) dddmm.mmmm/度分秒(DMS) dddmmss.sss （経緯度座標系の場合） 

     ・km/m/mm （平面直角座標系の場合） 

 タイトル、レイヤ、図形情報が同じコンテンツがすでに登録されている場合、コンテンツデータを上書きすることが出来

ます。 

上書きせずにすべてのデータを新規に登録する場合やすでに登録されているコンテンツデータ以外の差分データの

みをインポートする場合はいいえボタン【②】をクリックします。 

コンテンツデータを上書きする場合ははいボタン【①】をクリックします。コンテンツのインポートを中止する場合はキャン

セルボタン【③】をクリックします。 

 ※異なる測地系（世界測地系以外）のデータに変換してインポートやエクスポートを実行する場合、図形情報（座標情

報）に微小なズレが発生します。そのため、修正後のコンテンツデータをインポートする場合、上書きインポート機能や

差分インポート機能が利用できません。 

 

 上書き確認画面でいいえボタンがクリックされた場合には、重複インポートの方法を確認する画面が表示されます。上

書きしないで全てのコンテンツを新規に登録する場合には、新規インポートボタン【①】をクリックします。 

すでに登録されているコンテンツデータ以外の差分データのみをインポートする場合は、差分インポートボタン【②】をク

リックします。 

コンテンツのインポートを中止する場合はキャンセルボタン【③】をクリックします。 

 

 属性情報のインポートが完了すると、完了メッセージが表示されます。OK ボタン【①】をクリックします。 

 インポートしたコンテンツ一覧の表示ボタン【②】をクリックすると、インポートしたコンテンツが一覧表示されます。 
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・空間コンテンツインポート設定 

 空間コンテンツをインポートする際に、インポートするファイルの情報を確認したり、インポートするレイヤを選択したり

することができます。 

 空間コンテンツをインポートするときに、次のダイアログが表示されます。 

 

項目 内容 

①空間コンテンツファイル名 インポート対象の空間コンテンツファイル名が表示されます。 

②項目 空間コンテンツファイルに設定されている情報の項目です。 

③内容 ①で選択した空間コンテンツファイルの、②で選択した項目の内容が表示されます。 

④選択 インポートしたいレイヤにチェックします。 

⑤空間コンテンツファイルのレ

イヤ名 
空間コンテンツファイルに設定されてるレイヤの名前です。 

⑥共有型 GIS のレイヤ名 
うべパーソナル GIS にインポートする場合のレイヤの名前です。レイヤの名前を変更し

たい場合はここに入力することができます。また、うべパーソナル GIS にすでに登録さ

れているレイヤを選択すると、指定したレイヤに追加されます。 

⑦すべて選択 すべてのレイヤをインポートします。 

⑧すべて解除 すべてのレイヤをインポートしません。 

⑨インポート インポートを開始します。 

⑩キャンセル インポートをキャンセルします。 
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・空間コンテンツのインポート結果 

 空間コンテンツのインポートが完了すると、インポート結果が表示されます。 

 

インポート結果に表示される項目には、以下のようなものがあります。 

メッセージ 内容 

処理件数 処理した空間コンテンツの総件数です。 

取り込み件数 実際にインポートできた空間コンテンツの件数です。 

未取り込み件数 インポートできなかった空間コンテンツの件数です。 

入力必須の項目が空欄です 
入力必須の項目が設定されていないため、内容を補った空間コンテンツの件数

です（インポート自体は問題なく行われています）。 

使用できない文字が含まれています 
使用できない文字が含まれていたため、その文字を全角に変換した空間コンテ

ンツの件数です（インポート自体は問題なく行われています）。 

使用できる文字数を超えています 
使用できる文字数を超えたため、制限値で文字列を切り詰めた空間コンテンツの

件数です（インポート自体は行われていますが、一部の内容が途中で切れてしま

っています）。 

添付ファイルが見つかりません 
添付されたファイルが見つからないため、添付ファイルの項目をクリアした空間コ

ンテンツの件数です。 

フォーマットが異なる値があります 

数値型の項目に文字がデータとして登録されている等、項目の型とデータとの間

で整合性が取れないため、問題のない値を設定した空間コンテンツの件数です

（インポート自体は行われていますが、想定した内容が入っていない可能性があ

ります）。 

2 重インポート 
すでに登録されているコンテンツと同じため、取り込めなかった空間コンテンツの

件数です（インポートされていません）。 

入力必須項目エラー 
入力必須の項目(ユーザ ID)が設定されていないため、取り込めなかった空間コ

ンテンツの件数です（インポートされていません）。 

フォーマットエラー 
電話番号のフォーマットが規定のフォーマットと異なるため、取り込めなかった空

間コンテンツの件数です（インポートされていません）。 

ログファイル 
インポートログのファイル名を表示します。 

インポート結果の詳細は、ここに表示されたファイルを参照してください。 
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・空間コンテンツエクスポート 

 空間コンテンツのエクスポート機能を使うことにより、うべパーソナル GIS で作成した空間コンテンツをレイヤ単位で

mgc ファイル（または mgf ファイル、shape ファイル）として保存することができます。 

 

 保存した mgc ファイル（または mgf ファイル、shape ファイル、csv ファイル）は、メールに添付して他の人に送ったり、

バックアップとして保存しておくことができます。 

 

 ※拡張フォームで作成したコンテンツは、レイヤ名を、フォーム名（mcf ファイル名）に置き換えてエクスポートします。 

  例）イベント.mcf で作成したレイヤ（TEST）のコンテンツをエクスポートした場合 

    レイヤ名：”TEST” → ”イベント” に置き換え 

 ファイルメニュー【①】から空間コンテンツエクスポート【②】（またはショートカットキーCtrl+Shift+E）を選択します。 

 

 エクスポートしたいレイヤ【①】をクリックして選択します。コントロールキー又はシフトキーを押しながらクリックすることに

より、複数のレイヤを同時に選択することができます。 

 オプションボタン【②】をクリックして、点コンテンツのエクスポート形式を選択することができます。 

 エクスポートするレイヤを選択したら、次へボタン【③】をクリックします。 

 キャンセルボタン【④】をクリックすると空間コンテンツのエクスポートを中止します。 

 ※空間コンテンツが存在しないレイヤはエクスポートすることはできません。 
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 エクスポート形式選択メッセージが表示されます 

 ドロップダウン【①】で、エクスポート形式(mgc、mgf、csv、shape)を選択し、OK ボタン【②】をクリックします。 

 キャンセルボタン【③】をクリックすると、エクスポート処理を中断します。 

 ※共通フォームと拡張フォームのレイヤを同時に選択した場合は、”mgc、mgf”を選択する事ができます。 

  この場合は、共通フォームのレイヤは mgc で、拡張フォームのレイヤは mgf でエクスポートします。 

 

  

 ※csv を選択した場合にはこのあとの手順が異なります。 

 ※shape を選択した場合にはこのあとの手順が異なります。 

【mgc、mgf の場合】 

 「編集権限変更」のドロップダウン【①】で、権限の種類（変更しない、編集を許す、編集を許さない）を選択し、OK ボタ

ン【②】をクリックします。 

キャンセルボタン【③】をクリックすると、エクスポート処理を中止します。 

 ※他人が作成したコンテンツで、編集が許可されていないものは権限を変更しないでエクスポートします。  

  

 エクスポートするファイルの保存先フォルダ等【①】を指定し、エクスポートするファイル名【②】を指定し、保存ボタン

【③】をクリックします。 

 ファイル名には先に選択したレイヤ名が設定されていますので、必要に応じて変更してください。 

 

 空間コンテンツファイルにパスワードを設定することができます。 

 パスワードを設定する場合は、はいボタン【①】をクリックし、パスワード入力画面でパスワード【③】を入力し、OK ボタ

ン【④】をクリックします。パスワードを設定しない場合は確認画面でいいえボタン【②】をクリックします。 

 ※注：入力したパスワードの文字はすべてアスタリスク(*)で表示されます。 

 ※注：パスワードを忘れてしまうと、空間コンテンツファイルを開くことができなくなりますので、ご注意ください。 
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 空間コンテンツのエクスポートが完了すると、完了メッセージが表示されます。OK ボタン【①】をクリックします。 

 

 出力対象の空間コンテンツ内に複数の形状（点・線・面・文字・図形なし）が存在する場合、形状ごとにエクスポートし

ます。 

 ※出力するファイル名は，ファイル名の後ろに（点）（線）（面）（文字）（図形なし）が付きます。 

 ※ドーナツポリゴンは面としてエクスポートします。 

【shape の場合】 

 shape ファイルのエクスポートに関する設定画面が表示されます。この画面で、【変換元のコンテンツ】と【変換先の

shape】の関連付けを行います。 

 

  shape ファイルの座標系を選択します。座標系が不明な場合は、shape ファイル提供元にご確認下さい。 

 

   ※座標系は、以下の選択が可能です。 

     ・世界測地系 経緯度座標系（WGS84） 

     ・世界測地系 平面直角座標系 

     ・日本測地系 経緯度座標系 

     ・日本測地系 平面直角座標系 

   ※単位は、以下の選択が可能です。 

     ・度/分/秒 （経緯度座標系の場合） 

     ・km/m/mm （平面直角座標系の場合） 
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 詳細設定ボタンを押すと、属性項目に関する詳細な関連付けができます。 

  以前の設定読込み【①】で、以前に保存していた関連付けファイル（*.m2s）を読み込む事ができます。 

  属性項目のドロップダウン【②】で、shape の属性名称の候補が表示されますので、任意の項目を選択します。 

   ※直接名称を入力するには、該当の BOX に直接入して下さい。直接入力した項目は、BOX の背景が黄色にか 

 わります。 

   ※メモの項目数は、設定により異なる場合があります。 

 

  データ型のドロップダウン【③】で、shape の属性のデータ型の候補が表示されますので、任意の項目を選択します。 

  この設定保存【④】で、関連付けを行った情報をファイル（*.m2s）に保存する事ができます。再度同様の関連付け設

定で shape ファイルをエクスポートする場合には、以前の設定読込み【①】から保存したファイルを読み込む事ができま

す。 

  クリア【⑤】で、設定した関連付け情報を全てクリアします。 

  OK【⑥】で関連付け設定を終了し、エクスポートを開始します。 

  キャンセル【⑦】で、shape のエクスポート処理を中止します。 
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 空間コンテンツのエクスポートが完了すると、完了メッセージが表示されますので、OK ボタン【①】をクリックします。 

 

  

拡張フォームにインポートする場合は、拡張フォームに対応した設定画面が表示されます。 

 

 添付ファイル型【①】の項目の場合は、その内容について設定はできません。もしも添付ファイルが含まれている場合

は、その旨を表すメッセージが表示されます。 
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【csv の場合】 

 csv ファイルの座標系選択画面が開きます。座標系【①】と単位【②】を選択して、OK ボタン【③】をクリックします。 

 キャンセルボタン【④】をクリックすると属性情報 CSV のエクスポートを中止します。 

 

   

 ※座標系は、以下の選択が可能です。 

     ・世界測地系 経緯度座標系（WGS84） 

     ・世界測地系 平面直角座標系 

     ・日本測地系 経緯度座標系 

     ・日本測地系 平面直角座標系 

   ※単位は、以下の選択が可能です。 

     ・度/分/秒 （経緯度座標系の場合） 

     ・km/m/mm （平面直角座標系の場合） 

 エクスポートする csv ファイルの保存先フォルダ等【①】を指定し、エクスポートするファイル名【②】を指定し、保存ボタ

ン【③】をクリックします。 

 キャンセルボタン【④】をクリックすると属性情報 CSV のエクスポートを中止します。 

 ファイル名には先に選択したレイヤ名が設定されていますので、必要に応じて変更してください。 

 

 属性情報のエクスポートが完了すると、完了メッセージが表示されます。OK ボタン【①】をクリックします。 

 

 

 

 

 

 



44 

・住所でマッチング 

 住所マッチングの CSV インポート機能を使うことにより、住所情報を記載した CSV ファイルをインポートし、 地図上に

コンテンツとして登録することができます。 

ファイルメニュー【①】から住所マッチング【②】を選択します。 

 

 インポートする住所情報 csv ファイル【①】選択します（複数選択不可）。 

 インポートする csv ファイルを選択したら、開くボタン【②】をクリックします。 

csv ファイルのフォーマットについては、住所マッチング用 CSV ファイルのフォーマットについてを参照してください。 

 キャンセルボタン【③】をクリックすると住所情報 CSV のインポートを中止します。 

 

 インポートするレイヤ【①】を指定し、OK ボタン【②】をクリックします。 

 一覧にないレイヤを指定した場合は、新規にレイヤが作成され、そのレイヤにインポートされます。 

 キャンセルボタン【③】をクリックすると住所情報 CSV のエクスポートを中止します。 
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 タイトル、レイヤ、住所情報が同じコンテンツがすでに登録されている場合、コンテンツデータを上書きすることが出来

ます。 

上書きせずにすべてのデータを新規に登録する場合やすでに登録されているコンテンツデータ以外の差分データの

みをインポートする場合は「いいえ」ボタン【②】をクリックします。 

コンテンツデータを上書きする場合は「はい」ボタン【①】をクリックします。コンテンツのインポートを中止する場合はキャ

ンセルボタン【③】をクリックします。 

 ※異なる測地系（世界測地系以外）のデータに変換してインポートやエクスポートを実行する場合、図形情報（座標情

報）に微小なズレが発生します。そのため、修正後のコンテンツデータをインポートする場合、上書きインポート機能や

差分インポート機能が利用できません。 

 

 上書き確認画面でいいえボタンがクリックされた場合には、重複インポートの方法を確認する画面が表示されます。上

書きしないで全てのコンテンツを新規に登録する場合には、新規インポートボタン【①】をクリックします。 

すでに登録されているコンテンツデータ以外の差分データのみをインポートする場合は、差分インポートボタン【②】をク

リックします。 

コンテンツのインポートを中止する場合はキャンセルボタン【③】をクリックします。 

 

 住所情報のインポートが完了すると、住所マッチング結果が表示されます。 

正常にインポートが完了した場合は、以下のように処理概要が表示されます。 

処理を完了するには、OK ボタン【①】をクリックします。 

ヘルプを表示したい場合は、ヘルプボタン【②】をクリックします。 

 

インポート時にエラー等が発生した場合は、その概要が表示されます。 

処理を完了するには、OK ボタン【①】をクリックします。 

ヘルプを表示したい場合は、ヘルプボタン【②】をクリックします。 
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 住所マッチングしたコンテンツは、共通フォームのコンテンツとしてインポートされます。以下の項目には自動でデータ

が登録されます。また、住所マッチング結果検索を利用することで、住所マッチングしたコンテンツの検索が可能です。 

項目 内容 

メモタイトル 11 "インポートファイル"（固定文字列） 

メモタイトル 12 "マッチング結果"（固定文字列） 

メモタイトル 13 "CSV 住所データ"（固定文字列） 

メモ内容 11 インポートした住所情報 csv ファイル名 

メモ内容 12 

住所マッチングのレベル 

  大字までマッチングした場合・・・"大字までマッチング" 

  番地 1 までマッチングした場合・・・"番地 1 までマッチング" 

  番地 2 までマッチングした場合・・・"番地 2 までマッチング" 

  番地 3 までマッチングした場合・・・"番地 3 までマッチング" 

メモ内容 13 
住所情報 csv ファイルに記入してある住所データ(大字・番地 1～3)を半角スペースで

連結した文字列 

 住所マッチング結果に表示される項目には、以下のようなものがあります。 

メッセージ 内容 

処理件数 処理した空間コンテンツの総件数です。 

取り込み件数 実際にインポートできた空間コンテンツの件数です。 

未取り込み件数 インポートできなかった空間コンテンツの件数です。 

入力必須の項目が空欄です 
共通フォームとしての入力必須の項目が設定されていないため、内容を補った空

間コンテンツの件数です（インポート自体は問題なく行われています）。 

使用できる文字数を超えています 
使用できる文字数を超えたため、制限値で文字列を切り詰めた空間コンテンツの

件数です（インポート自体は行われていますが、一部の内容が途中で切れてしまっ

ています）。 

フォーマットが異なる値があります 

数値型の項目に文字がデータとして登録されている等、項目の型とデータとの間

で整合性が取れないため、問題のない値を設定した空間コンテンツの件数です

（インポート自体は行われていますが、想定した内容が入っていない可能性があり

ます）。 

2 重インポート 
すでに登録されているコンテンツと同じため、取り込めなかった空間コンテンツの件

数です（インポートされていません）。 

通番重複 
通番が重複していたため、取り込めなかった空間コンテンツの件数です（インポー

トされていません）。 

入力必須項目エラー 
住所マッチングにおける入力必須の項目が設定されていないため、取り込めなか

った空間コンテンツの件数です（インポートされていません）。 

フォーマットエラー 
通番及び電話番号のフォーマットが規定のフォーマットと異なるため、取り込めな

かった空間コンテンツの件数です（インポートされていません）。 

住所不一致エラー 
住所マッチングができなかったため、取り込めなかった空間コンテンツの件数です

（インポートされていません）。 

データ解析エラー 
データの解析に失敗したため、取り込めなかった空間コンテンツの件数です（イン

ポートされていません）。 

ログファイル 
インポートログのファイル名を表示します。 

インポート結果の詳細は、ここに表示されたファイルを参照してください。 
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・座標でマッチング 

 座標マッチングの CSV インポート機能を使うことにより、座標情報を記載した CSV ファイルをインポートし、 地図上に

コンテンツとして登録することができます。 

 ファイルメニュー【①】から座標マッチング【②】を選択します。 

 

 インポートする座標情報 csv ファイル【①】を選択します（複数選択不可）。 

 インポートする csv ファイルを選択したら、開くボタン【②】をクリックします。 

 キャンセルボタン【③】をクリックすると座標情報 CSV のインポートを中止します。 

  

 次に、インポート先のレイヤ【①】を選択し、次へボタン【②】をクリックします。 
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 レイヤを選択すると、座標情報 csv のインポートに関する設定画面が表示されます。この画面で、【変換元の csv】と

【変換後のコンテンツ】の関連付けを行います。 

 

  以前の設定読込み【①】で、以前に保存していた関連付けファイル（*.c2m）を読み込む事ができます。 

 

  初期値に戻す【②】で、デフォルトで保存されている関連付けに戻します。 

 

  csv のデータ開始行【③】で、csv ファイルのどの行から参照するかを設定します。 

 

  属性項目のドロップダウン【④】で、csv のフィールド順が項目として表示されますので、任意の項目を選択します。 

 

   ※直接属性を入力するには、該当の BOX に直接入力して下さい。直接入力した項目は、BOX の背景が黄色に

かわります。 

   ※複数の BOX において同じ列（カラム）を指定した場合は、その背景が赤にかわります。 

   ※メモの項目数は、設定により異なる場合があります。 

 

  インポートする csv のコンテンツ形状【⑤】を設定します。csv に形状が保存されている場合は、属性項目のドロップ

ダウンから該当する項目を選択します。 

 

  インポートする csv の座標系【⑥】を設定します。「ヘッダ情報から取得」、「座標系情報の取得」、「CSV の列（カラム）

から取得」のいずれかより 1 つ選択してください。 

1. ヘッダ情報から取得 

「ヘッダ情報から取得」を選択した場合は、単位設定ボタンにて単位を設定します。 

2. 座標系情報の取得 

「座標系情報の取得」を選択した場合は、座標系情報の設定ボタンにて座標系を設定します。 

3. CSV の列（カラム）から取得 

「CSV の列（カラム）から取得」を選択した場合は、CSV の列（カラム）を選択し、さらに単位設定ボタンにて単位

を設定します。 

  クリア【⑦】で、設定した関連付け情報を全てクリアします。 

 

  OK【⑧】で関連付け設定を終了し、インポートを開始します。 

 

  キャンセル【⑨】で、csv のインポート処理を中止します。 
 



49 

 

 タイトル、レイヤ、座標列が同じコンテンツがすでに登録されている場合、コンテンツデータを上書きすることが出来ま

す。 

上書きせずにすべてのデータを新規に登録する場合やすでに登録されているコンテンツデータ以外の差分データの

みをインポートする場合は「いいえ」ボタン【②】をクリックします。 

コンテンツデータを上書きする場合は「はい」ボタン【①】をクリックします。コンテンツのインポートを中止する場合はキャ

ンセルボタン【③】をクリックします。 

 ※異なる測地系（世界測地系以外）のデータに変換してインポートやエクスポートを実行する場合、図形情報（座標情

報）に微小なズレが発生します。そのため、修正後のコンテンツデータをインポートする場合、上書きインポート機能や

差分インポート機能が利用できません。 
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 上書き確認画面でいいえボタンがクリックされた場合には、重複インポートの方法を確認する画面が表示されます。上

書きしないで全てのコンテンツを新規に登録する場合には、新規インポートボタン【①】をクリックします。 

すでに登録されているコンテンツデータ以外の差分データのみをインポートする場合は、差分インポートボタン【②】をク

リックします。 

コンテンツのインポートを中止する場合はキャンセルボタン【③】をクリックします。 

 

  点コンテンツ設定ボタンをクリックすると、シンボル設定画面が表示されます。 

うべパーソナル GIS で表示したいアイコンを、コンボボックスから選択してください（このアイコンはすべてのコンテンツに

設定されます）。 

 

  線コンテンツ設定ボタンをクリックすると、ライン設定画面が表示されます。 

  うべパーソナル GIS で表示したい色・線種・線幅を、各コンボボックスから選択してください。 

 

  面コンテンツ設定ボタンをクリックすると、ポリゴン設定画面が表示されます。 

  うべパーソナル GIS で表示したい線色・線種・線幅・面色・塗りつぶしパターンを、各コンボボックスから選択してくだ

さい。また、半透過の有無をチェックボックスで設定することができます。 



51 

 

  文字コンテンツ設定ボタンをクリックすると、テキスト設定画面が表示されます。 

  うべパーソナル GIS で表示したい文字列・文字角度・フォント・文字サイズ・文字色・背景色を設定してください。また、

半透過の有無をチェックボックスで選択することができます。 

 

  単位設定ボタンを押すと、単位設定画面が表示されます。 

 

   ※単位は、以下の選択が可能です。 

     ・度(DEG) dddd.dddd/度分(DMM) dddmm.mmmm/度分秒(DMS) dddmmss.sss （経緯度座標系の場合） 

     ・km/m/mm （平面直角座標系の場合） 

  座標系情報の設定ボタンを押すと、座標系の設定画面が表示されます。 
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   ※測地系は、以下の選択が可能です。 

     ・世界測地系（日本測地成果 2000) 

     ・世界測地系（WGS－84） 

     ・日本測地系 

   ※座標系は、以下の選択が可能です。 

     ・経緯度座標系 

     ・平面直角座標系 

   ※系番号は、1 系から 19 系までの選択が可能です。 

   ※単位は、以下の選択が可能です。 

     ・度(DEG) dddd.dddd/度分(DMM) dddmm.mmmm/度分秒(DMS) dddmmss.sss （経緯度座標系の場合） 

     ・km/m/mm （平面直角座標系の場合） 
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・Exif でマッチング（空間コンテンツインポート） 

 Exif 情報つき画像ファイルのインポートは、下記の方法があります。 

  ① ファイルメニューからの選択による実行 

  ② 地図上へのドラッグ＆ドロップによる実行 

① ファイルメニューから選択によるインポート 

 ファイルメニュー【①】から Exif でマッチング【②】を選択します。 

 

 インポートする Exif 情報つき画像ファイル【①】選択します（複数選択可）。 

 インポートする jpg ファイルを選択したら、開くボタン【②】をクリックします。 

 キャンセルボタン【③】をクリックすると Exif 情報つき jpg のインポート、及び CSV 変換を中止します。 

 

 ※このあとの手順は、共通になります。 
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② 地図上へのドラッグ＆ドロップによるインポート 

 インポートする jpg ファイルを選択して、うべパーソナル GIS の地図上へドラッグ＆ドロップします（図はドラッグのイメ

ージです）。  

 

 ※このあとの手順は、共通になります。 

 処理の内容を確認するメッセージが表示されます。 

 Exif 情報つき画像ファイルを空間コンテンツとしてインポートする場合には、はいボタン【①】をクリックします。 

 キャンセルボタン【③】をクリックすると処理を中止します。 

 

 次に、インポート先のレイヤを選択【①】し、次へボタン【②】をクリックします。既存のレイヤではなく新規のレイヤにイン

ポートしたい場合は、新規作成ボタン【③】をクリックして表示されるレイヤ作成画面でレイヤを作成します。なお、添付フ

ァイル型の項目を持たないレイヤには、Exif マッチングはできません。 
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 レイヤを選択すると、jpg ファイルのインポートに関する設定画面が表示されます。この画面で【変換元の jpg】と【変換

後のコンテンツ】の関連付けを行います。共通フォームの場合は、添付ファイル１の項目（画面非表示）に、インポートす

る jpg ファイルが自動的に添付されます。 

  以前の設定読込み【①】で、以前に保存していた関連付けファイル（*.e2m）を読み込む事ができます。 

  スタイル設定【②】で、うべパーソナル GIS に登録する点コンテンツのスタイル（アイコン）を設定します。 

 

  属性項目のドロップダウン【③】で、Exif 情報の項目が表示されますので、任意の項目を選択します。 

 

   ※直接属性を入力するには、該当の BOX に直接入力して下さい。直接入力した項目は、BOX の背景が黄色に

かわります。 

   ※メモの項目数は、設定により異なる場合があります。 

 

  この設定保存【④】で、関連付けを行った情報をファイル（*.e2m）に保存する事ができます。再度同様の関連付け設

定で jpg ファイルをインポートする場合には、以前の設定読込み【①】から保存したファイルを読み込む事ができます。 

  クリア【⑤】で、設定した関連付け情報を全てクリアします。 

  OK【⑥】で関連付け設定を終了し、インポートを開始します。 

  キャンセル【⑦】で、jpg のインポート処理を中止します。 

 

 タイトル、レイヤ、座標値が同じコンテンツがすでに登録されている場合、コンテンツデータを上書きすることが出来ま

す。 

上書きせずにすべてのデータを新規に登録する場合やすでに登録されているコンテンツデータ以外の差分データの
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みをインポートする場合はいいえボタン【②】をクリックします。 

コンテンツデータを上書きする場合ははいボタン【①】をクリックします。コンテンツのインポートを中止する場合はキャン

セルボタン【③】をクリックします。 

※異なる測地系（世界測地系以外）のデータに変換してインポートやエクスポートを実行する場合、図形情報（座標情

報）に微小なズレが発生します。そのため、修正後のコンテンツデータをインポートする場合、上書きインポート機能や

差分インポート機能が利用できません。 

 

 上書き確認画面でいいえボタンがクリックされた場合には、重複インポートの方法を確認する画面が表示されます。上

書きしないで全てのコンテンツを新規に登録する場合には、新規インポートボタン【①】をクリックします。 

すでに登録されているコンテンツデータ以外の差分データのみをインポートする場合は、差分インポートボタン【②】をク

リックします。 

コンテンツのインポートを中止する場合はキャンセルボタン【③】をクリックします。 

 

Exif 情報つき画像ファイルのインポートが完了すると、空間コンテンツインポート結果が表示されます。 

  正常にインポートが完了した場合は、以下のように処理概要が表示されます。 

  処理を完了するには、OK ボタン【①】をクリックします。 

  ヘルプを表示したい場合は、ヘルプボタン【②】をクリックします。 

 

 

  

インポート時にエラー等が発生した場合は、その概要が表示されます。 

処理を完了するには、OK ボタン【①】をクリックします。 

ヘルプを表示したい場合は、ヘルプボタン【②】をクリックします。 
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 拡張フォームにインポートする場合は、拡張フォームに対応した設定画面が表示されます。そのうちの添付ファイル型

の項目に、インポートする jpg ファイルが自動的に添付されます。 
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  リスト型の項目の場合は、リストボタン【①】が入力補助として表示されます。リストボタンをクリックすると、リストの候補

がコンボボックスで表示されます。 

 

  日付型の項目の場合は、カレンダボタン【②】が入力補助として表示されます。カレンダボタンをクリックすると、日付

を入力するためのカレンダーが表示されます。 

 

  演算型または添付ファイル型の項目の場合は、その内容について設定はできません。添付ファイル型が任意項目

の場合は、その値は空になります。 
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・Exif でマッチング（CSV 変換） 

 Exif 情報つき画像ファイルの CSV 変換は、下記の方法があります。 

  ① ファイルメニューからの選択による実行 

  ② 地図上へのドラッグ＆ドロップによる実行 

① ファイルメニューから選択による CSV 変換 

 ファイルメニュー【①】から Exif でマッチング【②】を選択します。 

 

  

 インポートする Exif 情報つき画像ファイル【①】選択します（複数選択可）。 

 インポートする jpg ファイルを選択したら、開くボタン【②】をクリックします。 

 キャンセルボタン【③】をクリックすると Exif 情報つき jpg のインポート、及び CSV 変換を中止します。 

 

 ※このあとの手順は、共通になります。 
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② 地図上へのドラッグ＆ドロップによる CSV 変換 

 インポートする jpg ファイルを選択して、うべパーソナル GIS の地図上へドラッグ＆ドロップします（図はドラッグのイメ

ージです）。  

 

 ※このあとの手順は、共通になります。 

 処理の内容を確認するメッセージが表示されます。 

 Exif 情報つき画像ファイルを CSV に変換する場合にはいいえボタン【②】をクリックします。 

 キャンセルボタン【③】をクリックすると処理を中止します。 

 

 次に、インポート先のレイヤを選択【①】し、次へボタン【②】をクリックします。既存のレイヤではなく新規のレイヤにイン

ポートしたい場合は、新規作成ボタン【③】をクリックして表示されるレイヤ作成画面でレイヤを作成します。 

 

 レイヤを選択すると、jpg ファイルのインポートに関する設定画面が表示されます。この画面で【変換元の jpg】と【変換

後のコンテンツ】の関連付けを行います。 



61 

  以前の設定読込み【①】で、以前に保存していた関連付けファイル（*.e2m）を読み込む事ができます。 

  スタイル設定【②】で、共有型 GIS に登録する点コンテンツのスタイル（アイコン）を設定します。 

  属性項目のドロップダウン【③】で、Exif 情報の項目が表示されますので、任意の項目を選択します。 

   ※直接属性を入力するには、該当の BOX に直接入力して下さい。直接入力した項目は、BOX の背景が黄色に

かわります。 

   ※メモの項目数は、設定により異なる場合があります。 

  この設定保存【④】で、関連付けを行った情報をファイル（*.e2m）に保存する事ができます。再度同様の関連付け設

定で jpg ファイルをインポートする場合には、以前の設定読込み【①】から保存したファイルを読み込む事ができます。 

  クリア【⑤】で、設定した関連付け情報を全てクリアします。 

  OK【⑥】で関連付け設定を終了し、インポートを開始します。 

  キャンセル【⑦】で、jpg のインポート処理を中止します。 

 

 出力先フォルダ【①】を指定し、ファイル名【②】を指定して保存ボタン【③】をクリックします。 

キャンセルボタン【④】をクリックすると csv 変換を中止します。 

 

 csv 変換の出力が完了すると、完了メッセージが表示されます。OK ボタン【①】をクリックします。 
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・地図の印刷 

 うべパーソナル GIS に表示している地図を印刷することができます。また、空間コンテンツを選択してから印刷すると、

選択した空間コンテンツの属性情報をあわせて印刷できます。 

 

※印刷機能はインターネット閲覧ソフトであるブラウザの印刷機能を利用していますので、詳細設定はブラウザの印刷

設定で調節してください。 

 属性情報をあわせて印刷したい空間コンテンツを選択【①】して、ファイルメニュー【②】から地図の印刷【③】（またはシ

ョートカットキーCtrl+P）を選択します。（空間コンテンツを選択せずに印刷すると、地図のみが印刷されます。） 

 

  

 地図印刷画面が開きますので、メモ欄【①】に注釈として記載したい内容を入力（最初は地図のバージョンが記載され

ています）します。 

 用紙サイズ【②】を A4 縦、A4 横、A3 縦、A3 横の 4 種類から選択します。 

 印刷【③】をクリックすると印刷画面が開きます。 

 プレビュー【④】をクリックするとブラウザが開き、地図の印刷イメージを確認できます。 

 キャンセル【⑤】をクリックすると地図印刷画面を閉じ、印刷を中止します。 

 

 ※注：印刷用のメモ欄は 1,000 文字まで入力できます。 

 

 印刷画面の例です（以下の画面は標準のブラウザを Internet Explorer6 に設定している場合の例です。他のブラウザ

を標準のブラウザに設定している場合は異なります）。 
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印刷ボタン【①】をクリックすると印刷が開始されます。 

 ※ご利用の端末に設定されているプリンタが表示されます。 

 

 ※左右の余白の推奨サイズは 20mm です。 

 ※注：印刷画面で詳細設定ボタンをクリックし、地図印刷画面で選択した用紙を設定してください。 

 ※注： Internet Explorer5.01 を使用している場合、ページの右端が欠けて印刷される場合があります｡印刷設定で余

白を調整するか、Internet Explorer のバージョンアップ（5.5 以上）をする必要があります｡ 

 

 ブラウザでの地図印刷のプレビューです。（以下の画面は標準のブラウザを Internet Explorer6 に設定している場合

の例です。他のブラウザを標準のブラウザに設定している場合は異なります。） 

 

 プレビュー画面から、ブラウザの印刷機能を利用して印刷することができます。  
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・地図画像の保存 

 うべパーソナル GIS で表示している地図を画像ファイル（ＪＰＥＧ形式）に保存することができます。保存したファイルは、

ワープロソフトなどに貼り付けたり、ホームページで利用したりすることが可能です。 

 ファイルメニュー【①】から地図画像の保存【②】を選択します。 

 

  

地図画像の保存ダイアログで地図の縮尺【①】と地図画像のサイズ【②】を選択したら、OK ボタン【③】をクリックします。

キャンセルボタン【④】をクリックすると地図画像の保存を中止します。 

 ※縮尺、地図サイズは下記の項目が選択できます。（設定により下記と異なる場合があります。） 

   縮尺（ｍ）：10、25、50、100、200、500、1000、2500、5000 

   画像サイズ：800×600、1024×768、1600×1200、3200×2400 
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 地図画像を保存するフォルダを選択し【①】、地図画像のファイル名【②】を入力したら、保存ボタン【③】をクリックしま

す。キャンセルボタン【④】をクリックすると地図画像の保存を中止します。 

 

地図画像の保存が完了すると、完了メッセージが表示されます。OK ボタン【①】をクリックします。 

地図画像は JPEG ファイル（*.jpg）の形式で保存されます。 
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・アイコンデータの追加 

 地図上に表示できるアイコンを追加するためには、うべパーソナル GIS で『アイコンの追加』を行うことにより使用でき

るようになります。 

  ※うべパーソナル GIS インストール時には、基本的なアイコンのみ使用できます。 

  アイコン追加には、下記の方法があります。 

   ① メニューからの選択 

   ② アイコンデータ（*.gip）のダブルクリック  

 追加したアイコンは点コンテンツの登録・編集画面で使用することが可能です。詳細は、アイコンの選択をご覧くださ

い。 

① メニューからの選択による実行 

 ファイルメニュー【①】からアイコンの追加【②】を選択します。 

 

追加するアイコンデータ（*.gip）【①】を選択し、開くボタン【②】をクリックします。 

 

※このあとの手順は共通になります。 
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② ファイルのダブルクリックによる実行 

 アイコンデータ（*.gip）をダブルクリックします。  

 

※このあとの手順は共通になります。 

 アイコンインポートが実行されます。 

 インポートしたアイコンのファイル数【①】と、インポートするアイコンの全ファイル数【②】が表示されます。 

 

  

 アイコンの追加が完了すると、完了メッセージが表示されので、OK ボタン【①】をクリックします。 

 

 ※以上の操作でアイコンはうべパーソナル GIS に取り込まれましたので、追加したアイコンデータ（*.gip）は、削除して

しまって構いません。 
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・アイコンの選択 

 点コンテンツ作図・編集時のアイコン選択する方法は、「基本アイコン」リストから選択する方法と、「最近使ったアイコ

ン」「カテゴリーから選ぶ」「番号から選ぶ」から選択する方法が追加されます。ここでは、３つの選択方法について説明

します。 

 

最近使ったアイコンから選択する 

  最近使ったアイコンボタン【①】をクリックし、履歴からアイコンを選択します【②】。 

  ※履歴は最大 10 件まで保存します。  

 

 カテゴリーから選ぶ 

  カテゴリーから選ぶボタン【①】をクリックします。 
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  アイコン選択画面が開きます。カテゴリー【①】を選択すると、カテゴリーに分類されたアイコンが右枠に表示されま

す。右枠からアイコンを選択して【②】、OK ボタン【③】をクリックします。 

   

 

番号から選択する 

 番号から選ぶボタン【①】をクリックします。  

 

 アイコン選択画面が開きます。 

 アイコン番号【①】を選択してプレビュー【②】表示を確認し、OK ボタン【③】をクリックしてアイコンを確定します。  
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・地図の追加 

 うべパーソナル GIS で地図を表示するためには、追加する地図ファイル（*.gom）を準備します。 

 地図ファイル（*.gom）は、うべパーソナル GIS で『地図の追加』を行うことにより使用できるようになります。 

  ※うべパーソナル GIS の設定と測地系や系番号が異なる地図ファイルのインポートはできません。 

 

 地図の追加には、下記の方法があります。 

   ① メニューからの選択 

   ② 地図ファイル（*.gom）のダブルクリック  

 ※地図を LAN 上で共有する場合については、『地図の追加』は必要ありません。詳細は地図のバージョン選択をご

覧ください。 

① メニューからの選択による地図追加 

 ファイルメニュー【①】から地図の追加【②】を選択します。 

 

 追加する地図ファイル（*.gom）【①】を選択し、開くボタン【②】をクリックします。 

 

※このあとの手順は、共通になります。 
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② 地図ファイル（*.gom）のダブルクリックによる地図追加 

 追加する地図ファイル（*.gom）をダブルクリックします。  

 

※このあとの手順は、共通になります。 

 地図インポートが実行されます。 

 インポートした地図のファイル数【①】と、インポートする地図の全ファイル数【②】が表示されます。 

 

  

 地図の追加が完了すると、完了メッセージが表示されので、OK ボタン【①】をクリックします。 

 

 ※以上の操作で地図はうべパーソナル GIS に取り込まれましたので、追加した地図ファイル（*.gom）は、削除してしま

って構いません。 
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・住所データの追加 

 住所検索で利用する住所情報が地名変更等により変更があった場合は、住所データファイル（*.gad）を更新すること

により新たな住所名での検索ができるようになります。 

 

     住所データの追加には、下記の方法があります。 

   ① メニューからの選択による実行 

   ② ファイルのダブルクリックによる実行 

※住所データ追加中に、住所データの追加あるいはうべパーソナル GIS を起動することはできません。 

①メニューからの選択による実行 

 ファイルメニュー【①】から住所データの追加【②】を選択します。  

  

 新しい住所データファイル（*.gad）を指定し【①】、開くボタン【②】をクリックします。キャンセルボタン【③】をクリックする

と、住所データの追加を中止します。 

 

 ※このあとの手順は、共通になります。 
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②ファイルのダブルクリックによる実行 

 追加するファイルを選択し【①】、ダブルクリックします。  

 

 ※このあとの手順は、共通になります。 

 住所データの追加が開始されます。 

 

 住所データの追加が完了すると、完了メッセージが表示されます。OK ボタン【①】をクリックします。 

 

※以上の操作で住所データはうべパーソナル GIS に取り込まれましたので、ダウンロードした住所データファイル

（*.gad）は、削除してしまって構いません。 
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６．空間コンテンツの操作 

・空間コンテンツの選択 

 空間コンテンツに対して操作（属性の表示・編集など）を行う場合は、操作したい空間コンテンツをあらかじめ選択する

必要があります。地図上に表示されている空間コンテンツ（点（アイコン）、線、面、文字のコンテンツ）をクリックすること

により、選択することができます。 

 ・点コンテンツ 
   点の空間コンテンツ（アイコン）をクリックすると、選択状態になります。選択状態ではアイコンのまわりに赤い枠が表

示されます。 

    ※アイコンの種類によっては赤枠が表示されない場合もあります。  

 

 

未選択時 選択時 

 ・線コンテンツ 
   線の空間コンテンツ（折れ線）の線上をクリックすると、選択状態になります。選択状態では線の色が赤色に変わり、

線の幅も太く表示されます。  

 
 

未選択時 選択時 

 ・面コンテンツ 
   面の空間コンテンツ（多角形）の多角形の線上または内部をクリックすると、選択状態になります。選択状態では外

枠の線の色が赤色に変わり、線の幅も太く表示されます。  

 
 

未選択時 選択時 

 ・文字コンテンツ 
   文字の空間コンテンツをクリックすると、選択状態になります。選択状態では文字ラベルのまわりに赤い枠が表示さ

れます。  

 

 

未選択時 選択時 
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 空間コンテンツが重なっている場合【①】は、クリックすると空間コンテンツ選択ダイアログが表示され、重なっている空

間コンテンツが複数表示されます。 

 リストから該当する空間コンテンツを選択【②】して OK ボタン【③】をクリックします。 

 

 

・属性表示（共通フォーム） 

 空間コンテンツに登録された属性情報を参照することができます。 

 空間コンテンツの属性情報を表示したい場合は、空間コンテンツをダブルクリックするか、空間コンテンツを選択【①】

してから、空間コンテンツメニュー【②】から属性表示【③】を選択します。（またはショートカットキーCtrl+Enter）。 
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 空間コンテンツが重なっている場合【①】は、クリックすると空間コンテンツ選択ダイアログが表示され、重なっている空

間コンテンツが複数表示されます。 

 リストから該当する空間コンテンツを選択【②】して OK ボタン【③】をクリックします。 

 

  

 空間コンテンツ属性表示画面が開きます。各属性項目の詳細は属性情報の概要をご覧ください｡また、拡張フォーム

で作成した空間コンテンツ属性表示画面については、属性表示（拡張）をご覧ください｡ 

  

 

 【①】のメールボタンをクリックすると、メールソフトが起動し、連絡先のメールアドレスにメールを送信できます。（インタ

ーネットに接続している場合に限ります。） 

 【②】の連絡先ホームページの開くボタンをクリックすると、ブラウザが起動し、連絡先のホームページを開くことができ
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ます。（インターネットに接続している場合に限ります。） 

 【③】の添付ファイルの開くボタンをクリックすると、添付されたファイルを開くことができます。（添付ファイルを開くため

のアプリケーションがお使いのパソコンにインストールされていないと、開くことができない場合があります。また、添付フ

ァイルには、パソコンに悪影響を与える可能性があるものが含まれている場合があります。安全かどうか確認したい場合

は、一旦保存してからウィルスチェックなどをされることをお勧めします。） 

 【④】関連 HP の開くボタンをクリックすると、ブラウザが起動し、関連するホームページを開くことができます。（インター

ネットに接続している場合に限ります。） 

 【⑤】の編集するボタンをクリックすると、空間コンテンツ属性編集画面が開いて、空間コンテンツの属性を編集すること

ができます。（他の人が作成した空間コンテンツで、編集が許可されていない場合にはクリックすることができません。） 

 【⑥】削除するボタンをクリックすると、空間コンテンツを削除することができます。（その空間コンテンツのみ削除されま

す。レイヤは削除されません。） 

 【⑦】キャンセルボタンをクリックすると、空間コンテンツ属性表示画面が閉じます。 
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・属性表示（拡張フォーム） 

 空間コンテンツに登録された属性情報を参照することができます。 

 空間コンテンツの属性情報を表示したい場合は、空間コンテンツをダブルクリックするか、空間コンテンツを選択【①】

してから、空間コンテンツメニュー【②】から属性表示【③】を選択します（またはショートカットキーCtrl+Enter）。 

 

  

 空間コンテンツ属性表示画面が開きます。各属性項目の詳細は属性情報の概要(拡張)をご覧ください｡ 

 ※表示される属性項目は、拡張フォームの種類により異なります。 
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 【①】のメールボタンをクリックすると、メールソフトが起動し、連絡先のメールアドレスにメールを送信できます。（インタ

ーネットに接続している場合に限ります。） 

 【②】の連絡先ホームページの開くボタンをクリックすると、ブラウザが起動し、連絡先のホームページを開くことができ

ます。（インターネットに接続している場合に限ります。） 

 【③】の添付ファイルの参照ボタンをクリックすると、添付されたファイルを開くことができます。（添付ファイルを開くため

のアプリケーションがお使いのパソコンにインストールされていないと、開くことができない場合があります。また、添付フ

ァイルには、パソコンに悪影響を与える可能性があるものが含まれている場合があります。安全かどうか確認したい場合

は、一旦保存してからウィルスチェックなどをされることをお勧めします。） 

 【④】の編集するボタンをクリックすると、空間コンテンツ属性編集画面が開いて、空間コンテンツの属性を編集すること

ができます。（他の人が作成した空間コンテンツで、編集が許可されていない場合にはクリックすることができません。） 

 【⑤】の削除するボタンをクリックすると、空間コンテンツを削除することができます。（その空間コンテンツのみ削除され

ます。レイヤは削除されません。） 

 【⑥】の閉じるをクリックすると、空間コンテンツ属性表示画面が閉じます。 
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・空間コンテンツ作成（点） 

 うべパーソナル GIS では、点（アイコン）であらわされる空間コンテンツを作成することができます。 

 点の空間コンテンツの登録方法は、「アイコンの指定」⇒「位置の指定」⇒「属性情報の入力」の順に操作を行います。 

 左側にある操作パネルの旗アイコンの空間コンテンツ作成（点）ボタン【①】をクリックします。 

 

  

または、空間コンテンツメニュー【①】から空間コンテンツ作成（点）【②】を選択します。 
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アイコンリスト【①】で使用するアイコンを選択し、空間コンテンツを作成する場所【②】をクリックします。キャンセルボタン

【③】をクリックすると、点の作図がキャンセルされます。 

 アイコン選択の詳細については、アイコンの選択を参照してください。 

 

  ※アイコンは、「カテゴリーから選ぶ」、「番号で選ぶ」からも選択できます。（詳細はアイコンの選択参照） 

カテゴリーから選んだ場合 
 

 

番号から選んだ場合 

 

 

  クリックした位置にアイコン【①】が表示され、位置の確定を確認するダイアログが表示されます。はいボタン【②】をク

リックすると、図形情報を確定して空間コンテンツ属性画面が表示されます。いいえボタン【③】をクリックすると、アイコン

の選択、作成位置の指定に戻ります。 

 

 ※空間コンテンツの属性入力については、「空間コンテンツ作成（属性情報の入力）」をご覧ください。 
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・空間コンテンツ作成（線） 

 うべパーソナル GIS では、線（折れ線）であらわされる空間コンテンツを作成することができます。 

 線の空間コンテンツの登録方法は、「線の色、種類、太さの指定」⇒「図形の作図」⇒「属性情報の入力」の順に操作

を行います。 

 左側にある操作パネルの線アイコンの空間コンテンツ作成（線）ボタン【①】をクリックします。 

 

 

 または、空間コンテンツメニュー【①】から空間コンテンツ作成（線）【②】を選択します。 
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 色ボタン【①】をクリックして線の色を選択します。使用する線種【②】、線の太さ【③】、をリストから選択し、地図上で折

れ線の頂点【⑥】～【⑩】をクリックして折れ線を作図します。 

 作図完了ボタン【④】をクリックして作図を完了します。最後の点【⑩】でダブルクリックすることによって作図を終えるこ

ともできます。 

 キャンセルボタン【⑤】をクリックすると、作図を中止します。 

  

 

 ※注：ラバーバンドを表示する設定にしていると、マウスの動きにあわせてラバーバンドが表示されます。 

 ※注：頂点数の制限はありません。 

 ※注：BackSpace キーを使用して、直前に入力した頂点を削除する事ができます。 

 ※注：コンテンツ登録後は、図形を編集にて修正する事ができます。 

 図形の確定を確認するダイアログが表示されます。はいボタン【①】をクリックすると、図形情報を確定して空間コンテ

ンツ属性入力画面が表示されます。いいえボタン【②】をクリックすると、色、種類、太さの選択、折れ線の作図に戻りま

す。 

 

 ※空間コンテンツの属性入力については、「空間コンテンツ作成（属性情報の入力）」をご覧ください。 
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・空間コンテンツ作成（面） 

 うべパーソナル GIS では、面（多角形）であらわされる空間コンテンツを作成することができます。 

 面の空間コンテンツの登録方法は、「縁取り線の色・線の種類・太さ・網掛の色・種類・半透過の指定」⇒「図形の作図」

⇒「属性の入力」の順に作業を行います。 

 左側にある操作パネルから、多角形アイコンの空間コンテンツ作成（面）ボタン【①】をクリックします。 

 

 または、空間コンテンツメニュー【①】から空間コンテンツ作成（面）【②】を選択します。 
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 色ボタン【①】をクリックして線の色を選択します。使用する線の種類【②】、線の太さ【③】をリストから選択します。色ボ

タン【④】をクリックして網掛の色を選択します。網掛の種類【⑤】をリストから選択し、地図上で多角形の頂点【⑨】～【⑫】

をクリックして多角形を作図します。作図完了ボタン【⑦】をクリックして作図を完了します。最後の点【⑫】でダブルクリッ

クすることによって作図を完了することもできます。半透過ボックス【⑥】をチェックすると、図形が半透過になります。キャ

ンセルボタン【⑧】をクリックすると、作図を中止します。 

 

 ※注：ラバーバンドを表示する設定にしていると、マウスの動きにあわせてラバーバンドが表示されます。 

 ※注：頂点数の制限はありません。 

 ※注：BackSpace キーを使用して、直前に入力した頂点を削除することができます。 

 図形の確定を確認するダイアログが表示されます。はいボタン【①】をクリックすると、図形情報を確定して空間コンテ

ンツ属性入力画面が表示されます。いいえボタン【②】をクリックすると、縁取り線の色・種類・太さ・網掛の色・種類の指

定、図形の作図に戻ります。 

 

 ※空間コンテンツの属性入力については、「空間コンテンツ作成（属性情報の入力）」をご覧ください。 
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・空間コンテンツ作成（文字） 

 うべパーソナル GIS では、文字空間コンテンツを作成することができます。 

 文字の空間コンテンツの登録方法は、「文字列・フォント・文字色・背景色・透過の指定」⇒「図形の作図」⇒「属性の

入力」の順に作業を行います。 

 空間コンテンツメニュー【①】から空間コンテンツ作成（文字）【②】を選択します。 

 

 または、左側にある操作パネルから、文字アイコンの空間コンテンツ作成（文字）ボタン【①】をクリックします。 
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文字列入力欄【①】に、文字コンテンツとして表示する文字列を入力します。 

 フォントリスト【②】から、文字コンテンツのフォントを選択します。 

 文字色ボタン【③】をクリックして文字の色を選択します。 

 背景色ボタン【④】をクリックして文字の背景色を選択します。 

 透過ボックス【⑤】をチェックすると、背景ラベルが透過になります。 

 地図上の任意の場所をクリックしコンテンツの基点（左下ポイント）を決定します。マウス操作によりコンテンツの表示角

度やサイズの調節をします。 

 【⑦】でクリックし、作図完了ボタン【⑥】をクリックして作図を完了します。 

   ※【⑦】でダブルクリックすることによって作図を完了することもできます。 

 キャンセルボタン【⑧】をクリックすると、作図を中止します。 

 

 ※フォント【②】について、フォント名の最初に＠があるフォントを選択すると、文字コンテンツは縦書きで表示されます。 

 ※文字列欄には 50 文字まで入力できます。また、空の場合には描画することができません。 

 

 図形の確定を確認するダイアログが表示されます。はいボタン【①】をクリックすると、図形情報を確定して空間コンテ

ンツ属性入力画面が表示されます。いいえボタン【②】をクリックすると、文字列・フォント・文字色・背景色・透過の指定、

図形の作図に戻ります。 

 

 ※空間コンテンツの属性入力については、「空間コンテンツ作成（属性情報の入力）」をご覧ください。 
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・空間コンテンツ作成（属性情報の入力：共通フォーム） 

 空間コンテンツ属性入力画面では、空間コンテンツの属性情報を入力します。（属性情報とは、点・線・面・文字で表さ

れる図形情報の属性に関する内容のことです。） 

 各属性項目の詳細は属性情報の概要をご覧ください｡ 

 属性情報入力欄では、タイトル等「※」が記載されている項目が入力必須になっておりますので、必ず登録することが

必要です。 

 既に登録されているレイヤを使用する場合は、ドロップダウンにて選択できます。 

 新規ボタン【①】をクリックすると、新規レイヤダイアログが開き、新しいレイヤを作成することができます。 

 レイヤ確定ボタン【②】は、共通フォーム以外のフォームに関連付いているレイヤを選択した場合に有効になります。こ

のボタンをクリックして、レイヤの変更を確定します。 

 添付ファイルの参照ボタン【③】をクリックすると、ファイル選択ダイアログが開き、添付するファイルを選択することがで

きます。 

 入力欄にマウスカーソルを合わせると、入力欄のデータ型がツールチップで表示【④】されます。 

 保存するボタン【⑤】をクリックすると、空間コンテンツ属性画面を閉じて、空間コンテンツを保存します。保存を確認す

るメッセージが表示されるので、「はい」ボタンをクリックします。「いいえ」ボタンをクリックすると空間コンテンツ属性入力

画面に戻ります。 

  ※必須項目に記入漏れがある場合は警告が表示され、空間コンテンツ属性入力画面に戻ります。 

 キャンセルボタン【⑥】をクリックすると、空間コンテンツの作成をキャンセルします。キャンセルを確認する画面が表示

されるので、「はい」ボタン又は「いいえ」ボタンをクリックします。「いいえ」ボタンをクリックすると空間コンテンツ属性入力

画面に戻ります。 

 キャンセルを確認する画面で「はい」ボタンをクリックすると、入力した属性と図形情報（点・線・面・文字の情報）は削

除されます。  

 ※現在のフォーム名はタイトルバー上の画面名称の後ろに「／フォーム名」の形式で表示されます。  

 

空間コンテンツの保存が完了すると、完了メッセージが表示されます。OK ボタン【①】をクリックします。 
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・空間コンテンツ作成（属性情報の入力：拡張フォーム） 

 空間コンテンツ属性入力画面では、空間コンテンツの属性情報を入力します。（属性情報とは、点・線・面・文字で表さ

れる図形情報の内容を表す情報のことです。） 

 各属性項目の詳細は属性情報の概要をご覧ください｡ 

 属性情報入力欄では、タイトル等「※」が記載されている項目が入力必須になっておりますので、必ず登録することが

必要です。 

 新規ボタン【①】をクリックすると、新規レイヤダイアログが開き、新しいレイヤを作成することができます。 

 レイヤ確定ボタン【②】は、別のフォームに関連付いているレイヤを選択すると有効になります。このボタンをクリックし

て、レイヤの変更を確定します。 

 参照ボタン【④】をクリックすると、ファイル選択ダイアログが開き、添付するファイルを選択することができます。既に添

付ファイルを設定している場合は、クリアボタン【⑤】が表示されます。クリックすると登録している添付ファイルをクリアし

ます。 

 入力欄にマウスカーソルを合わせると、入力欄のデータ型がツールチップで表示【⑥】されます。 

 更新／再計算ボタン【⑦】をクリックすると、計算結果の項目【③】の内容の更新を行います。（属性に演算設定を行っ

ている場合に限ります。） 

 保存するボタン【⑧】をクリックすると、空間コンテンツを保存して、空間コンテンツ属性入力画面を閉じます。保存を確

認するメッセージが表示されるので、はいボタンをクリックします。いいえボタンをクリックすると空間コンテンツ属性入力

画面に戻ります。 

 キャンセルボタン【⑨】をクリックすると、空間コンテンツの作成をキャンセルします。キャンセルを確認する画面が表示

されるので、「はい」ボタン又は「いいえ」ボタンをクリックします。「いいえ」ボタンをクリックすると空間コンテンツ属性入力

画面に戻ります。 

 キャンセルを確認する画面で「はい」ボタンをクリックすると、入力した属性と図形情報（点・線・面・文字の情報）は削

除されます。  

 

 ※選択したレイヤに関連づいているフォームが表示されます。 

 ※現在のフォーム名はタイトルバー上の画面名称の後ろに「／フォーム名」の形式で表示されます。 

 

空間コンテンツの保存が完了すると、完了メッセージが表示されます。OK ボタン【①】をクリックします。 
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・空間コンテンツ一覧 

 うべパーソナル GIS に登録されている空間コンテンツの一覧を表示することができます。 

 空間コンテンツメニュー【①】から空間コンテンツ一覧表示【②】を選択します（またはショートカットキーCtrl+1）。 

 

 空間コンテンツの一覧が表示されます。空間コンテンツ一覧【①】には、うべパーソナル GIS に登録されているすべて

の空間コンテンツが表示されます。 

 ※レイヤ管理で空間コンテンツまたはレイヤを非表示に設定している空間コンテンツは一覧に表示されません。 

 レイヤ名【②】を選択すると、選択したレイヤ上の空間コンテンツだけを一覧に表示します。 

 閉じるボタン【③】をクリックすると空間コンテンツ一覧画面を閉じます。 

 

 ※空間コンテンツ一覧画面には、並び替え/図形の一括変換/図形の登録/空間コンテンツ削除/地図表示/属性表

示/プレビュー/エクスポートの機能があります。 

 詳細については空間コンテンツ一覧・検索結果の基本操作をご覧ください。 
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・空間コンテンツ一覧・検索結果の基本操作 

 空間コンテンツ一覧画面、空間コンテンツ検索結果画面、空間コンテンツ選択画面には、いくつかの共通機能があり

ます。以下にそれらの機能を説明します。 

 ※説明には空間コンテンツ一覧画面を使用します。 

 ※この画面には、非表示の空間コンテンツは表示されません。 

 ※この画面から、空間コンテンツの表示・非表示を切り替えることはできません。 

機能一覧と対応表 

  空間コンテンツ一覧 空間コンテンツ検索結果 空間コンテンツ選択 

並び替え ○ ○ ○ 

図形の一括変換 ○ ○ - 

図形の登録 ○ ○ - 

空間コンテンツの削除 ○ ○ - 

地図表示 ○ ○ - 

属性表示 ○ ○ - 

プレビュー ○ ○ - 

エクスポート ○ ○ - 

並び替え 

 並べ替えをする列の項目行【①】をクリックすると、クリックした列を基準に昇順（小さいものから順番）で並び替えが行

われます。 

 ※図形の列は、点（アイコン順）、線、面、文字、図形なしの順に並び替えます。 

 

 再度、同じ列【①】をクリックして並べ替えをすると、クリックした列を基準に降順（大きいものから順番）で並び替えが行

われます。 

 ※別の列をクリックした場合は、昇順で並び替えが行われます。 

 ※表示選択チェックは初期状態（全て選択された状態）に戻ります。 
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図形の一括変換（空間コンテンツ選択画面を除く） 

 空間コンテンツの一覧【①】から、同一形状の空間コンテンツを選択し、図形一括変換【②】ボタンをクリックします。 

 ※同一形状（図形なしを除く）の空間コンテンツを選択した場合にのみ、図形の一括変換が可能になります。 

  

空間コンテンツの編集と同様にアイコンや線の色などを設定【①】します。（以下の画面は、点の空間コンテンツの編集

の画面です。） 

 

 図形の編集が完了すると、一覧に反映されます。 

 ※表示選択チェックは初期状態（全て選択された状態）に戻ります。 
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図形なし空間コンテンツの登録（空間コンテンツ選択画面を除く） 

 空間コンテンツの一覧【①】から、図形なし（－）の空間コンテンツを選択し、図形の登録（点【②】、線【③】、面【④】、文

字【⑤】）ボタンをクリックします。 
 ※図形なしの空間コンテンツを選択した場合にのみ、図形の登録が可能になります。 

  

空間コンテンツの作成と同様にアイコンや線の色などを設定し【①】、地図上に作図します【②】。（以下の画面は、点の

空間コンテンツの作図の画面です。） 

 

 図形の登録が完了すると、一覧に反映されます。 

 ※表示選択チェックは初期状態（全て選択された状態）に戻ります。 
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空間コンテンツの削除（空間コンテンツ選択画面を除く） 

 削除する空間コンテンツにチェックを入れ【①】、削除する【②】ボタンをクリックします。 

  

 削除内容を確認するメッセージが表示されます。 

 空間コンテンツの図形情報と属性情報の両方を完全に削除する場合には、図形と属性の削除ボタン【①】を、空間コ

ンテンツの図形情報のみを削除する場合には、図形のみ削除ボタン【②】をクリックします。 

 ※図形情報のみを削除した場合、図形なしコンテンツとして保存されます。 図形なしコンテンツは、空間コンテンツ一

覧から属性情報を確認、図形情報の登録を行うことができます。詳細は、空間コンテンツ一覧・検索結果の基本操作を

参照してください。 

 キャンセルボタン【③】をクリックすると削除を中止します。 

 

 図形情報と属性情報の削除あるいは図形情報のみ削除を選択すると、確認メッセージが表示されますので、「はい」

ボタン【①】をクリックします。「いいえ」ボタン【②】をクリックすると削除を中止します。 

  

 空間コンテンツの削除が完了すると、完了メッセージが表示されますので、OK ボタン【①】をクリックします。 

  

 

 

 



95 

空間コンテンツを中心とした地図の表示（空間コンテンツ選択画面を除く） 

 空間コンテンツの一覧から、中心に表示したい空間コンテンツ【②】を選択し（地図上では【①】の位置）、地図を表示

するボタン【③】をクリックします。 

 ※図形なしの空間コンテンツを選択した場合には、この機能は使用できません。 

 

 

選択した空間コンテンツ【①】を中心に地図が表示されます。 
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属性情報の表示（空間コンテンツ選択画面を除く） 

 空間コンテンツの一覧【①】から属性を表示したい空間コンテンツを選択し、属性を表示するボタン【②】をクリックしま

す。 

 

 選択した空間コンテンツの属性が表示されます。 

 ※空間コンテンツまたは図形の削除、属性情報の編集を行った場合、空間コンテンツの一覧の表示選択チェックは初

期状態（全て選択された状態）に戻ります。 
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プレビュー（空間コンテンツ選択画面を除く） 

 非表示にする空間コンテンツのチェックを外し【①】、プレビューボタン【②】をクリックします。 

 

 チェックのない空間コンテンツが非表示になります。解除ボタン【③】をクリックすると、プレビュー状態が解除されます。 

 ※次の画像はプレビュー状態を表示しています。 

 ※プレビューを解除すると、表示選択チェックは初期状態（全て選択された状態）に戻ります。 

 

エクスポート（空間コンテンツ選択画面を除く） 

 エクスポート対象の空間コンテンツをチェックして【①】、エクスポートボタン【②】をクリックすると、チェックした空間コン

テンツが全てエクスポートされます。 
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・レイヤ管理 

 レイヤ管理では下記の操作を行う事ができます。 

  ① レイヤの追加 

  ② レイヤとフォームへの関連付け 

  ③ レイヤの削除 

  ④ レイヤの表示／非表示 

  ⑤ レイヤの表示順序変更 

  ⑥ 空間コンテンツの表示／非表示 

  ⑦ 空間コンテンツの表示順序変更 

 空間コンテンツメニュー【①】からレイヤ管理【②】を選択します。 

 または、操作パネルのレイヤ管理ボタン【①】をクリックします。 

 

 レイヤ管理画面が表示されます。 
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①レイヤの追加 

 レイヤを追加したいときは、レイヤを追加するボタン【①】をクリックします。 

 

 新規レイヤダイアログが開きます。レイヤ名を入力【①】して OK ボタン【②】をクリックするとレイヤが追加されます。キャ

ンセルボタン【③】をクリックすると、レイヤの追加処理を中断してレイヤ管理画面に戻ります。 

 ※フォームが登録されている場合には、拡張版の新規レイヤダイアログが開きます。詳細は、レイヤの追加（拡張フォ

ーム登録済み）を参照してください。 

 ※注：レイヤ名は最大 50 文字まで入力可能です｡ 

  

②レイヤの追加（拡張フォーム登録済み） 

 レイヤを追加したいときは、レイヤを追加するボタン【①】をクリックします。 
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 新規レイヤダイアログ（拡張）が開きます。レイヤ名を入力【①】して、OK ボタン【②】をクリックします。キャンセルボタン

【③】をクリックすると、レイヤの追加処理を中断してレイヤ管理画面に戻ります。レイヤ名を入力【①】して、関連付け設

定へボタン【④】をクリックすると、レイヤとフォームの関連付け画面が表示されます。詳細はレイヤとフォームの関連付け

（詳細）を参照してください。 

 ※注：レイヤ名は最大 50 文字まで入力可能です｡ 

  

 レイヤの追加確認メッセージが表示されます。はいボタン【①】をクリックするとレイヤが追加されます。いいえボタン【②】

をクリックすると、レイヤ選択に戻ります。 

 

③レイヤの削除 

 レイヤを削除したいときは、レイヤを削除するボタン【①】をクリックします。 

 削除したいレイヤの選択画面が開きます。 

 

 レイヤの一覧【①】で削除するレイヤを選択し、削除ボタン【②】をクリックします。キャンセルボタン【③】をクリックすると

レイヤ選択画面に戻ります。 

 コントロールキー、シフトキーを押しながらクリックすることにより、一度に複数のレイヤを選択することもできます。 

 

 ※レイヤを削除すると、レイヤ上の空間コンテンツもすべて削除されますので、必要な空間コンテンツは空間コンテン

ツのエクスポートで空間コンテンツファイルにバックアップしてから削除を行なってください。 
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 ※ベースレイヤを選択した場合は、レイヤ上の空間コンテンツのみが削除されます。 

 

 選択したレイヤに図形の登録されていない空間コンテンツが含まれている場合は、次のようなレイヤの削除確認メッセ

ージが表示されますので、はいボタン【①】をクリックして選択したレイヤを削除します。いいえボタン【②】をクリックすると、

レイヤ選択に戻ります。 

 

  また、選択したレイヤに図形の登録されていない空間コンテンツが含まれていない場合は、次のようなレイヤの削除

確認メッセージが表示されますので、同様に はいボタン【①】をクリックして選択したレイヤを削除します。いいえボタン

【②】をクリックすると、レイヤ選択に戻ります。 

 

 レイヤの削除が完了すると、完了メッセージが表示されます。OK ボタン【①】をクリックしレイヤ管理画面に戻ります。 

 

 レイヤが削除され、レイヤ一覧表示が更新されます【①】。 
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④ レイヤの表示／非表示 

 レイヤ一覧のチェックボックス【①】をチェックして、プレビューボタン【②】をクリックすると、そのレイヤに登録されている

空間コンテンツが地図上に表示されます。チェックを外してプレビューを行うと、そのレイヤに登録されている空間コンテ

ンツは全て表示されなくなります。また、解除ボタン【③】をクリックすると、プレビューを終了して表示を元の状態に戻し

ます。全て選択するボタン【④】をクリックすると、全てのレイヤがチェックされます。選択を解除するボタン【⑤】をクリック

すると、全てのレイヤからチェックが外れます。キャンセルボタン【⑥】をクリックすると、表示の設定をキャンセルしてレイ

ヤ管理画面を閉じます。OK ボタン【⑦】をクリックすると、表示の設定を地図上に反映してレイヤ管理画面を閉じます。 

 ※レイヤ一覧のチェックボックスがチェックされていても、空間コンテンツのチェックが外れている場合は表示されませ

ん。 

 ※非表示コンテンツの存在するレイヤ名は赤色表示されます。 

 

⑤レイヤの表示順序 

 空間コンテンツ表示は、レイヤ一覧の順番に従って地図上に表示されます（一覧で上になっているものほど上に重な

って表示されます）。地図上の表示順序（重なり）を変更するには、レイヤ一覧で対象となるレイヤ【①】を選択して、レイ

ヤ一覧右側のボタンをクリックします。 

 最前面へボタン【②】をクリックすると、選択したレイヤが一番上に表示されます。 

 前面へボタン【③】をクリックすると、選択したレイヤの表示順序がひとつ上のレイヤと入れ替わります。 

 背面へボタン【④】をクリックすると、選択したレイヤの表示順序がひとつ下のレイヤと入れ替わります。 

 最背面へボタン【⑤】をクリックすると、選択したレイヤが一番下に表示されます。 
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 ⑥空間コンテンツの表示／非表示 

 レイヤ一覧【①】でレイヤを選択すると、レイヤ上の空間コンテンツの一覧が下側に表示されます。空間コンテンツのチ

ェックボックス【②】をチェックしてプレビューボタン【③】をクリックすると、空間コンテンツが地図上に表示されます。チェ

ックを外してプレビューを行うと、空間コンテンツが表示されなくなります。また、解除ボタン【④】をクリックすると、プレビ

ューを終了して表示を元の状態に戻します。全て選択するボタン【⑤】をクリックすると、表示されている全ての空間コン

テンツがチェックされます。選択を解除するボタン【⑥】をクリックすると、表示されている全ての空間コンテンツからチェッ

クが外れます。キャンセルボタン【⑦】をクリックすると、表示の設定をキャンセルしてレイヤ管理画面を閉じます。OK ボ

タン【⑧】をクリックすると、表示の設定を地図上に反映してレイヤ管理画面を閉じます。 

 ※空間コンテンツのチェックボックスがチェックされていても、その空間コンテンツを含むレイヤのチェックが外れている

場合には表示されません。 

 

⑦空間コンテンツの表示順序 

 空間コンテンツはレイヤ上の空間コンテンツ一覧の順番で地図上に表示されます。地図上の表示順序（重なり）を変

更するには、一覧で対象となる空間コンテンツ【①】を選択して、画面右側のボタンをクリックします。 

 最前面へボタン【②】をクリックすると、選択した空間コンテンツがレイヤ内で一番上に表示されます。 

 前面へボタン【③】をクリックすると、選択した空間コンテンツの表示順序が、ひとつ上の空間コンテンツと入れ替わりま

す。 

 背面へボタン【④】をクリックすると、選択した空間コンテンツの表示順序が、ひとつ下の空間コンテンツと入れ替わりま

す。 

 最背面へボタン【⑤】をクリックすると、選択した空間コンテンツがレイヤ内で一番下に表示されます。 

 コンテンツ一覧が複数ページ存在する場合は、ページ選択【⑥】又は、前項【⑦】次項【⑧】などを使用して改ページ

することができます。 
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・属性編集（共通フォーム） 

 空間コンテンツの属性情報を変更することができます。 

 ※他人が作成したコンテンツで、編集が許可されていないものは編集することができません。 

 属性情報を編集したい空間コンテンツを選択【①】して、空間コンテンツメニュー【②】から属性編集【③】（またはショー

トカットキーCtrl+E）を選択します。 

 または、属性表示画面から編集ボタンをクリックして編集することができます。 

 

 空間コンテンツ属性編集画面で属性を編集します。各属性項目の詳細（文字数制限等）は属性情報の概要をご覧く

ださい｡ 

 レイヤ選択のドロップダウンには、登録されているレイヤの一覧が表示されます。一覧からレイヤを選択し、使用するレ

イヤを変更する事ができます。また、新規ボタン【①】をクリックすると、新規レイヤダイアログで新しいレイヤを作成して移

行することができます。 

 レイヤ確定ボタン【②】は、レイヤを変更すると有効になります。ただし、フォームが同じ場合は有効になりません。レイ

ヤを変更した場合には、このボタンをクリックしてレイヤを確定させてください。 

 添付ファイルの参照ボタン【③】をクリックすると、ファイル名選択ダイアログで添付するファイルを新たに追加すること

ができます。また、既に登録済みの場合は「クリア」に表示が変わりますので、クリックする事で添付ファイルをクリアする

事ができます。 

 

 保存するボタン【④】をクリックすると、空間コンテンツ属性編集画面を閉じて、空間コンテンツを保存します。保存を確

認するメッセージが表示されますので、「はい」ボタンをクリックします。「いいえ」ボタンをクリックすると空間コンテンツ属

性編集画面に戻ります。 

 キャンセルボタン【⑤】をクリックすると、キャンセルを確認するメッセージが表示されます。「いいえ」ボタンをクリックす

ると空間コンテンツ属性編集画面に戻ります。「はい」ボタンをクリックすると属性編集がキャンセルされます。この場合は、

空間コンテンツの属性情報は変更されません。 
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 ※異なるフォームに関連付いているレイヤへ変更した場合や、現在と異なるフォームでレイヤを新規に作成した場合

は、基本情報のみを引き継ぐことができます。 

 ※属性編集をする前から添付されている添付ファイルのパス名は直接編集できません。添付ファイルを変更する場合

は、一旦クリアボタンをクリックしてから（一度添付ファイルをクリアすると元に戻せません）参照ボタンをクリックしてファイ

ルを選択してください。 

 ※入力欄にマウスカーソルを合わせると、入力欄のデータ型がツールチップで表示【⑥】されます。 

 

 空間コンテンツの保存が完了すると、完了メッセージが表示されます。OK ボタン【①】をクリックします。 
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・属性編集（拡張フォーム） 

 空間コンテンツの属性情報を変更することができます。 

 ※他人が作成したコンテンツで、編集が許可されていないものは編集することができません。 

 属性情報を編集したい空間コンテンツを選択【①】して、空間コンテンツメニュー【②】から属性編集【③】（またはショー

トカットキーCtrl+E）を選択します。 

 または、属性表示画面から編集ボタンをクリックして編集することができます。 

  

 空間コンテンツ属性編集画面で属性を編集します。各属性項目の詳細（文字数制限等）は属性情報の概要（拡張）を

ご覧ください｡ 

 レイヤ選択のドロップダウンには、登録されているレイヤの一覧が表示されます。一覧からレイヤを選択し、使用するレ

イヤを変更することができます。また、新規ボタン【①】をクリックすると、新規レイヤダイアログで新しいレイヤを作成して

移行することができます。 

 レイヤを別フォームに関連付けられたレイヤに変更すると、レイヤの確定ボタン【②】が有効になります。このボタンをク

リックしてレイヤの変更を確定します。 

 添付ファイルの参照ボタン【③】をクリックすると、ファイル名選択ダイアログで添付するファイルを新たに追加すること

ができます。また、既に登録済みの場合は「クリア」に表示が変わりますので、クリックする事で添付ファイルをクリアする

事ができます。  

 更新／再計算ボタン【④】をクリックすると、演算設定が定義されている項目を再計算します。 

 保存するボタン【⑤】をクリックすると、空間コンテンツ属性の編集画面を閉じて、空間コンテンツを保存します。保存を

確認するメッセージが表示されますので、「はい」ボタンをクリックします。「いいえ」ボタンをクリックすると空間コンテンツ

属性編集画面に戻ります。 

 キャンセルボタン【⑥】をクリックすると、キャンセルを確認するメッセージが表示されるので、「いいえ」ボタンをクリック

すると空間コンテンツ属性編集画面に戻ります。「はい」ボタンをクリックすると属性編集がキャンセルされます。この場合

は、空間コンテンツの属性情報は変更されません。 
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 ※レイヤを変更しても、フォームが同じであればレイヤ確定ボタン【②】は有効になりません。 

 ※異なるフォームに関連付いているレイヤへ変更した場合や、現在と異なるフォームでレイヤを新規に作成した場合

は、基本情報のみを引き継ぐことができます。 

 ※属性編集をする前から添付されている添付ファイルのパス名は直接編集できません。添付ファイルを変更する場合

は、一旦クリアボタンをクリックしてから（一度添付ファイルをクリアすると元に戻せません）参照ボタンをクリックしてファイ

ルを選択してください。 

 ※更新／再計算ボタン【④】は、演算設定のある拡張フォームにのみ表示されます。 

 ※入力欄にマウスカーソルを合わせると、入力欄のデータ型がツールチップで表示【⑦】されます。  

 

 空間コンテンツの保存が完了すると、完了メッセージが表示されます。OK ボタン【①】をクリックします。 
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・空間コンテンツ複製 

 すでに登録されている空間コンテンツを複製（コピー）することできます。（属性情報、図形情報が似た空間コンテンツ

を作成する場合は、空間コンテンツの複製を利用すると便利です。） 

 ※他人が作成した空間コンテンツで、編集が許可されていないものは複製することができません。 

 複製元となる空間コンテンツを選択【①】して、空間コンテンツメニュー【②】から空間コンテンツ複製【③】（ショートカッ

トキーCtrl+D、または対象コンテンツを右クリックし「空間コンテンツ複製」）を選択します。 

  

 空間コンテンツ複製の実行を確認するメッセージが表示されますので、「はい」ボタン【①】をクリックします。「いいえ」

ボタン【②】をクリックすると複製を中止します。 

 

 空間コンテンツの複製が完了すると、複製された空間コンテンツ【①】が地図上に表示されます。 

 複製された空間コンテンツは複製元の空間コンテンツのやや右下に表示され、タイトルも複製元のタイトルの先頭に

「コピー」の文字が加えられます。位置とタイトル以外の図形情報と属性情報は複製元の空間コンテンツと同じものにな

ります。 

 

 コンテンツ複製後、目的に応じて属性編集、図形編集を行ってください。 
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・空間コンテンツ削除 

 不要になった空間コンテンツを削除することができます。 

 削除したい空間コンテンツを選択【①】して、空間コンテンツメニュー【②】から空間コンテンツ削除【③】を選択（ショート

カットキーCtrl+Delete、または対象コンテンツを右クリックし「空間コンテンツ削除」）します。 

 

 削除の内容を確認するメッセージが表示されます。 

 空間コンテンツの図形情報と属性情報の両方を完全に削除する場合には、図形と属性の削除ボタン【①】を、空間コ

ンテンツの図形情報のみを削除する場合には、図形のみ削除ボタン【②】をクリックします。 

 ※図形情報のみを削除した場合、図形なしコンテンツとして保存されます。 図形なしコンテンツは、空間コンテンツ一

覧から属性情報を確認、図形情報の登録を行うことができます。詳細は、空間コンテンツ一覧・検索結果の基本操作を

参照してください。 

 キャンセルボタン【③】をクリックすると削除を中止します。 

 

 図形情報と属性情報の削除あるいは図形情報のみ削除を選択すると、確認メッセージが表示されますので、「はい」

ボタン【①】をクリックします。「いいえ」ボタン【②】をクリックすると削除を中止します。 

  

 空間コンテンツの削除が完了すると、完了メッセージが表示されますので、OK ボタン【①】をクリックします。 
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 ・図形編集（点） 

 点であらわされる空間コンテンツの図形情報（アイコン）を変更することができます。 

 ※他人が作成したコンテンツで、編集が許可されていないものは編集することができません。 

 ※属性情報は変更されません。属性情報を変更する場合は属性編集（共通フォーム）または属性編集（拡張フォーム）

を参照してください。 

 アイコンを変更したい点の空間コンテンツを選択【①】し、空間コンテンツメニュー【②】から図形編集【③】を選択します。 

 （または、対象コンテンツを右クリックし、「図形編集」を選択します。） 

 

 作図（点）ダイアログのアイコンリストから変更したいアイコン【①】を選択し、編集完了ボタン【②】をクリックします。キャ

ンセルボタン【③】をクリックすると、編集がキャンセルされます。 

 アイコン選択の詳細については、アイコンの選択を参照してください。 

 



111 

 図形（点）の更新を確認するダイアログが表示されます。「はい」ボタン【①】をクリックすると、図形を更新します。「いい

え」ボタン【②】をクリックすると、アイコンの選択に戻ります。 

 

 図形の更新が完了すると、完了メッセージが表示されます。OK ボタン【①】をクリックします。 
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・図形編集（線） 

 線であらわされる空間コンテンツの図形情報（線の色・種類・太さ・形）を変更することができます。 

 ※他人が作成したコンテンツで、編集が許可されていないものは編集することができません。 

 ※ドーナツポリゴン又は、複数パーツの図形は編集できません。 

 ※属性情報は変更されません。属性情報を変更する場合は属性編集（共通フォーム）または属性編集（拡張フォーム）

を参照してください。 

 変更したい線の空間コンテンツを選択【①】して、空間コンテンツメニュー【②】から図形編集【③】を選択します。 

 （または、対象コンテンツを右クリックし、「図形編集」を選択します。） 

 

 図形編集（線）ダイアログが表示され、選択した空間コンテンツの図形が編集状態（色は編集元の色に戻り、頂点が丸

く強調表示）になります。 

色の変更 

 色ボタン【①】をクリックすると線の色を変更することができます。線種【②】、線の太さ【③】はダイアログのリストから選

択して変更します。 

 ※注：線種【②】が点線や鎖線を選択した場合、線の太さ【③】は一番細い線しか選択できません。 
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頂点の追加 

 頂点を追加したい場合は、線分上をクリックすると、その位置に新たに赤丸で頂点が追加【①】されます。 

 ※注：頂点数の制限はありません。 

 

頂点の移動 

 移動したい頂点をクリックすると赤丸で表示され、マウスでドラッグすると、頂点を移動【①】することができます。 
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頂点の削除 

 頂点【①】をクリックして選択（赤丸状態になります）してから、Delete キーを押すと、頂点を削除することができます。 

 

 

 図形（線）の編集が完了したら、図形編集のダイアログ画面の編集完了【①】をクリックします。キャンセルボタン【②】を

クリックすると、編集がキャンセルされます。 
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 図形の更新を確認するダイアログが表示されます。「はい」ボタン【①】をクリックすると、図形を更新します。「いいえ」ボ

タン【②】をクリックすると、編集がキャンセルされます。 

 

 図形の編集が完了すると、完了メッセージが表示されますので、OK ボタン【①】をクリックします。 
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 ・図形編集（面） 

 面であらわされる空間コンテンツの図形情報（線の色・種類・太さ・網掛の色・種類・半透過・形）を変更することができ

ます。 

 ※他人が作成したコンテンツで、編集が許可されていないものは編集することができません。 

 ※ドーナツポリゴン又は、複数パーツの図形は編集できません。 

 ※属性情報は変更されません。属性情報を変更する場合は属性編集（共通フォーム）または属性編集（拡張フォーム）

を参照してください。 

 編集したい面の空間コンテンツを選択【①】して、空間コンテンツメニュー【②】から図形編集【③】を選択します。 

 （または、対象コンテンツを右クリックし、「図形編集」を選択します。） 

 

 図形編集（面）ダイアログが表示され、選択した空間コンテンツの図形が編集状態（色は編集元の色に戻り、頂点が丸

く強調表示）になります。 

色の変更 

 色ボタン【①】をクリックすると線の色を、色ボタン【④】をクリックすると網掛の色を変更することができます。線の種類

【②】、太さ【③】、網掛の種類【⑤】はダイアログのリストから選択して変更します。半透過ボックス【⑥】をチェックすると、

図形が半透過になります。 
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頂点の追加 

 頂点を追加したい場合は、外枠の辺上をクリックすると、その位置に新たに頂点が追加【①】されます。 

 ※注：頂点数の制限はありません。 

 

 頂点の移動 

 変更したい頂点をクリックすると赤丸で表示され、マウスでドラッグすると、頂点を移動【①】することができます。 
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頂点の削除 

 頂点【①】をクリックして選択（赤丸状態になります）してから、delete キーを押すと、頂点を削除することができます。 

 

 

 図形（面）の編集が完了したら、編集完了【①】をクリックします。キャンセルボタン【②】をクリックすると、編集がキャン

セルされます。 
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 図形の更新を確認するダイアログが表示されます。「はい」ボタン【①】をクリックすると、図形を更新します。「いいえ」ボ

タン【②】をクリックすると、編集がキャンセルされます。 

 

 図形の編集が完了すると、完了メッセージが表示されますので、OK ボタン【①】をクリックします。 
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・図形編集（文字） 

 文字であらわされる空間コンテンツの図形情報（文字列・フォント・文字色・背景色・透過）を変更することができます。 

 ※他人が作成したコンテンツで、編集が許可されていないものは編集することができません。 

 ※属性情報は変更されません。属性情報を変更する場合は属性編集（共通フォーム）または属性編集（拡張フォーム）

を参照してください。 

 編集したい文字の空間コンテンツを選択【①】して、空間コンテンツメニュー【②】から図形編集【③】を選択します。 

 （または、対象のコンテンツを右クリックし、「図形編集」を選択します。） 

 

 図形編集（文字）ダイアログが表示され、選択した空間コンテンツの図形が編集状態になります（見た目は変わりませ

ん）。 

フォント・色・透過の変更 

 文字列入力欄【①】を変更して、文字コンテンツの表示文字列を変更することができます。フォント【②】はダイアログの

リストから選択して変更します。文字色ボタン【③】をクリックすると文字の色を変更することができます。背景色ボタン【④】

をクリックすると背景色の色を変更することができます。透過ボックス【⑤】をチェックすると、背景ラベルが透過になりま

す。 

 ※フォント【②】について、フォント名の最初に＠があるフォントを選択すると、文字コンテンツは縦書きで表示されます。 

 注：文字列欄が空の場合には、図形を描画することはできません。 
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文字サイズ・角度の変更 

 地図上をクリックして、文字のサイズ、角度を変更することができます。図形の一点目を変更したい場合は、delete キ

ーを使用して既存の点を全て削除した後、一点目を再度描画します【①】。 

 注：文字列欄が空の場合には、図形を描画することはできません。 

 

 図形（文字）の編集が完了したら、編集完了【①】をクリックします。キャンセルボタン【②】をクリックすると、編集がキャ

ンセルされます。 

 

 図形の更新を確認するダイアログが表示されます。「はい」ボタン【①】をクリックすると、図形を更新します。「いいえ」ボ

タン【②】をクリックすると、編集がキャンセルされます。 

 

 図形の編集が完了すると、完了メッセージが表示されますので、OK ボタン【①】をクリックします。 
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・図形移動 

 空間コンテンツ（点・線・面・文字）の場所を移動することができます。 

 ※他人が作成した空間コンテンツで、編集が許可されていないものは移動することができません。 

 移動したい空間コンテンツを選択【①】して、空間コンテンツメニュー【②】から図形移動【③】を選択します。 

 （または、対象のコンテンツを右クリックし、「図形移動」を選択します。） 

 （以下からは、面の空間コンテンツの移動を例としています。点、線、文字の場合もほとんど同じ操作方法となります。）  

 

 選択された空間コンテンツを移動したい方向にドラッグして移動します。目的の場所まで移動【①】したらマウスのボタ

ンを離します。移動を確認するメッセージが表示されますので、「はい」ボタン【②】をクリックします。「いいえ」ボタン【③】

をクリックすると移動を中止し、空間コンテンツは元の位置に戻ります。 

 空間コンテンツを地図表示画面外にドラッグしていくと、その方向に地図が自動的にスクロールしていきます。 
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７．検索 

・住所検索（選択） 

 住所（市町村・大字（町名））または郵便番号を指定して、その場所の地図を表示させることができます。 

 検索メニュー【①】から住所検索【②】（またはショートカットキーCtrl+J）を選択します。 

 

 または、操作パネルの住所検索ボタン【①】をクリックします。 

・住所検索（入力） 

 操作パネルの住所検索欄に住所の一部または郵便番号(ハイフンを除く７桁)を入力して、その住所周辺の地図を表

示させることができます。 

 メイン画面の住所検索欄【①】に検索する住所の一部を入力し、検索ボタン【②】をクリックします。 
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 該当する住所リストが表示されます。住所リスト【①】から住所を選択し、地図を表示するボタン【②】をクリックします。キ

ャンセルボタン【③】をクリックすると簡易住所検索を中止します。 

 

 選択した住所を中心に地図が表示されます【①】。 
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・座標検索 

 緯度（北緯）と経度（東経）を入力して該当する箇所の地図を表示することができます。 

 ※測地系欄に記載されている測地系の緯度・経度で検索する事ができます。 

 検索メニュー【①】から座標検索【②】を選択します。 

 

 座標検索ダイアログが表示されます（北緯【①】と東経【②】には現在表示している地図の中心の座標が入っています）。 

 

表示したい場所の北緯【①】と東経【②】を入力します。北緯と東経は以下のフォーマットで入力します。 

≪北緯の入力形式≫ 

DDMMSS.sss 

DD：度 

MM：分 

SS：秒 

sss：秒の小数点以下（省略可能） 

例） 34 度 43 分 38 秒 218 の場合、344338.218 と入力 

 ≪東経の入力形式≫ 

DDDMMSS.sss 

DDD：度 

MM：分 
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SS：秒 

sss：秒の小数点以下（省略可能） 

例） 136 度 30 分 41 秒 665 の場合、1363041.665 と入力 

 地図を表示するボタン【①】をクリックすると、入力した位置の地図が表示されます。キャンセルボタン【②】をクリックす

ると座標検索を中止します。 
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・空間コンテンツ検索 

 条件を指定して、空間コンテンツを検索することができます。 

 検索メニュー【①】から空間コンテンツ検索【②】を選択します。 

  

空間コンテンツ検索画面で検索条件を入力して、検索するボタン【①】をクリックします。クリアボタン【②】をクリックすると

すべての検索条件をクリアします。閉じるボタン【③】をクリックすると空間コンテンツ検索を中止します。 

※フォームが登録されていると、フォーム選択リスト【④】が表示されます。フォームを選択すると、フォームごとの検索条

件入力欄が【⑤】に表示されます。 

 検索条件の詳細については空間コンテンツの検索条件をご覧ください。 

共通フォーム 拡張フォーム 
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 検索条件に一致する空間コンテンツが検索結果一覧【①】に表示されます。 

 ※レイヤ管理で空間コンテンツまたはレイヤを非表示に設定している空間コンテンツは検索結果に表示されません。 

 ※検索条件に何も入力せずに検索を行うと、全コンテンツが表示されます。 

 閉じるボタン【②】をクリックすると空間コンテンツ検索結果画面を閉じ、空間コンテンツ検索画面に戻ります。 

 

 ※空間コンテンツ検索結果画面には、並び替え/図形の一括変換/図形の登録/空間コンテンツの削除/地図表示/

属性表示/プレビュー/エクスポートの機能があります。詳細については空間コンテンツ一覧・検索結果の基本操作をご

覧ください。 
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・空間コンテンツの検索条件 

 検索条件が入力されている項目のみ、検索の対象となります。  
 複数の検索条件項目が指定されている場合は、すべての検索条件を満たしている空間コンテンツだけが検索

されます。 
 空間コンテンツの属性のデータ型により以下の条件で検索が行われます。 

データ型 詳細条件動作 

文字列 

【任意の文字列】：【任意の文字列】を含む項目（部分一致）を検索対象とします 

<>【任意の文字列】：【任意の文字列】を含まない項目を検索対象とします 

≠【任意の文字列】：同上 

=【任意の文字列】：【任意の文字列】に完全一致するものを検索対象とします 

=【任意の文字列】?：【任意の文字列】に完全一致し、かつ?は不特定の 1 文字をその検索対

象とします 

>,<,>=,<=,≧,≦は、文字とみなして検索を実施します 

整数・実数 

【任意の数値】：【任意の数値】と完全一致する項目を検索対象とします 

=【任意の数値】：同上 

<>【任意の数値】：【任意の数値】と一致しない項目を検索対象とします 

≠【任意の数値】：同上 

>【任意の数値】：【任意の数値】より大きい項目を検索対象とします 

<【任意の数値】：【任意の数値】より小さい項目を検索対象とします 

>=【任意の数値】，=>【任意の数値】：【任意の数値】以上の項目を検索対象とします 

≧【任意の数値】：同上 

<=【任意の数値】，=<【任意の数値】：【任意の数値】以下の項目を検索対象とします 

≦【任意の数値】：同上 

日付 

（フォームにより作成） 
登録された日付を検索対象とします 

日付 

（登録日・公開開始日・

有効期限） 

開始日および終了日が設定されている場合はその期間を検索対象とします 
開始日のみ指定されている場合は開始日以降の期間を検索対象とします 
終了日が指定されている場合は終了日以前の期間を検索対象とします  
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・エリア指定検索（円） 

 地図上における空間コンテンツの範囲検索を実行することができます。 

  ※検索対象の空間コンテンツは、点、線、面、文字です。 

  ※文字コンテンツの背景部分も検索対象に含まれます。 

 検索メニュー【①】からエリア指定検索【②】、円【③】を選択します。 

  

 エリア指定検索（円）ダイアログが表示されます。地図をクリックして円の中心点【①】を決定します。二点目【②】をクリ

ックして円の半径を決定します。エリア指定検索用の円を描画して、検索する【③】ボタンをクリックします。二点目【②】

でダブルクリックすることによって描画を完了することもできます 

  キャンセルボタン【④】をクリックするとエリア指定検索（円）ダイアログが閉じます。 

  図形描画中に地図をスクロールしたい場合は、操作パネル上のスクロールボタンをクリックします。  

 ※注：BackSpace キーを使用して、直前に入力した頂点を削除する事ができます。  
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 指定エリア内に存在する空間コンテンツが検索結果一覧【①】に表示されます。 

 ※レイヤ管理で空間コンテンツまたはレイヤを非表示に設定している空間コンテンツは検索結果に表示されません。 

 閉じるボタン【②】をクリックすると空間コンテンツ検索結果画面を閉じます。 

 

 ※空間コンテンツ検索結果画面には、並び替え/図形の一括変換/図形の登録/空間コンテンツの削除/地図表示/

属性表示/プレビュー/エクスポートの機能があります。詳細については空間コンテンツ一覧・検索結果の基本操作をご

覧ください。 
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・エリア指定検索（多角形） 

 地図上における空間コンテンツの範囲検索を実行することができます。 

  ※検索対象の空間コンテンツは、点、線、面、文字です。 

  ※文字コンテンツの背景部分も検索対象に含まれます。 

 検索メニュー【①】からエリア指定検索【②】、多角形【③】を選択します。 

 

 エリア指定検索（多角形）ダイアログが表示されます。多角形の頂点（【①】～【④】）をクリックしてエリア指定検索用の

多角形を描画し、検索する【⑤】ボタンをクリックします。最後の点【④】でダブルクリックすることによって描画を完了する

こともできます。 

  キャンセルボタン【⑥】をクリックするとエリア指定検索（多角形）ダイアログが閉じます。 

  図形描画中に地図をスクロールしたい場合は、操作パネル上のスクロールボタンをクリックします。  

 ※注：多角形の辺が交差すると正しい検索ができません。辺が交差しないようにしてください。 

 ※注：表示メニューでラバーバンドを表示する設定にしていると、マウスの動きにあわせてラバーバンドが表示されま

す。 

 ※注：BackSpace キーを使用して、直前に入力した頂点を削除する事ができます。  
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 検索条件に一致する空間コンテンツが検索結果一覧【①】に表示されます。 

 ※レイヤ管理で空間コンテンツまたはレイヤを非表示に設定している空間コンテンツは検索結果に表示されません。 

 ※検索条件に何も入力せずに検索を行うと、全コンテンツが表示されます。 

 閉じるボタン【②】をクリックすると空間コンテンツ検索結果画面を閉じます。 

 

 ※空間コンテンツ検索結果画面には、並び替え/図形の一括変換/図形の登録/空間コンテンツの削除/地図表示/

属性表示/プレビュー/エクスポートの機能があります。詳細については空間コンテンツ一覧・検索結果の基本操作をご

覧ください。 
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・ポリゴン検索 

 検索に使用する面の空間コンテンツ（以下、検索用ポリゴン）を選択【①】して、検索メニュー【②】からポリゴン検索【③】

を選択します。 

  （または、検索用ポリゴンを右クリックし「ポリゴン検索」を選択します。） 

  ※面の空間コンテンツを選択した場合のみ、ポリゴン検索メニューが使用可能になります。 

 

 ポリゴン検索の実行を確認するダイアログが表示されます。「はい」ボタン【①】をクリックすると、ポリゴン検索を実行し

ます。「いいえ」ボタン【②】をクリックすると、ポリゴン検索がキャンセルされます。 

 

 検索用ポリゴンと重なる空間コンテンツが検索結果一覧【①】に表示されます。 

  ※検索用ポリゴンに一部でも重なる空間コンテンツが検索の対象となります。 
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・右クリックメニューからのポリゴン検索 

 面の空間コンテンツ（以下、検索用ポリゴン）上で右クリック【①】して、右クリックメニューからポリゴン検索【②】を選択し

ます。 

  ※面の空間コンテンツを選択した場合のみ、ポリゴン検索メニューが使用可能になります。 

 

 検索用ポリゴンと重なる空間コンテンツが検索結果一覧【①】に表示されます。 

  ※検索用ポリゴンに一部でも重なる空間コンテンツが検索の対象となります。 
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・住所マッチング結果検索 

 条件を指定して、住所マッチングでインポートした点コンテンツを検索することができます。 

 検索メニュー【①】から住所マッチング結果検索【②】を選択します。 

 

住所マッチング結果検索画面で検索条件を入力します。 

マッチング結果【①】においては、大字までマッチング、番地 1 までマッチング、番地 2 までマッチング、番地 3 までマッ

チングのいずれかを選択します。 

クリアボタン【④】をクリックするとすべての検索条件をクリアします。閉じるボタン【⑤】をクリックすると住所マッチング結

果を中止します。 

検索条件を入力した後、検索するボタン【③】をクリックすると検索を開始します。 

※メモタイトル 11、メモ内容 11、メモタイトル 12、メモ内容 12、メモタイトル 13、メモ内容 13 については【②】、編集不可

となっています。 

※CSV 住所データには、「大字名」「番地 1」「番地 2」「番地 3」の各項目を、半角スペースで区切って入力してください。 

 

 検索条件の詳細については空間コンテンツの検索条件をご覧ください。 
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 検索条件に一致する空間コンテンツが検索結果【①】に表示されます。 

 ※レイヤ管理で空間コンテンツまたはレイヤを非表示に設定している空間コンテンツは検索結果に表示されません。 

 ※検索条件に何も入力せずに検索を行うと、全コンテンツが表示されます。 

 閉じるボタン【②】をクリックすると空間コンテンツ検索結果画面を閉じ、住所マッチング結果検索画面に戻ります。 

 

 ※空間コンテンツ検索結果画面には、並び替え/図形の登録/空間コンテンツの削除/地図表示/属性表示/プレビュ

ー/エクスポートの機能があります。詳細については空間コンテンツ一覧・検索結果の基本操作をご覧ください。 
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８．計算 

・距離計算 

 地図上で地点間の距離を計測することができます。 

 計算メニュー【①】から距離計算【②】を選択します（またはショートカットキーCtrl+K）。 

 

 計算（距離）ダイアログが表示されます。距離を計算する折れ線の頂点（【①】～【④】）をクリックします。頂点をクリック

するたびに計算（距離）ダイアログの距離【⑤】が更新されます。クリアボタン【⑥】をクリックすると、距離【⑤】がクリアされ、

描画した折れ線が削除されます。キャンセルボタン【⑦】をクリックすると計算（距離）ダイアログが閉じます。 

 距離計測中に地図をスクロールしたい場合は、操作パネル上のスクロールボタンをクリックします。 

 ※注：表示メニューでラバーバンドを表示する設定にしていると、マウスの動きにあわせてラバーバンドが表示されま

す。 

 ※注：BackSpace キーを使用して、直前に入力した頂点を削除する事ができます。  

 

 ※計測結果の正確性については保証されませんので、あくまで参考情報としてご利用ください。 
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・面積計算 

 地図上で面積を計測することができます。 

 計算メニュー【①】から面積計算【②】を選択します（またはショートカットキーCtrl+M）。 

 

 計算（面積）ダイアログが表示されます。面積を計算する多角形の頂点（【①】～【④】）をクリックします。頂点をクリック

するたびに計算（面積）ダイアログの面積【⑤】が更新されます。もう一度はじめから面積を計算する場合、クリアボタン

【⑥】をクリックすると面積【⑤】がクリアされ、描画した多角形が削除されます。キャンセルボタン【⑦】をクリックすると面積

計算を終了します。 

 面積計測中に地図をスクロールしたい場合は、操作パネル上のスクロールボタン【⑧】をクリックします。 

 ※注：多角形の辺が交差すると正しい面積が計算できません。辺が交差しないようにしてください。 

 ※注：表示メニューでラバーバンドを表示する設定にしていると、マウスの動きにあわせてラバーバンドが表示されま

す。 

 ※注：BackSpace キーを使用して、直前に入力した頂点を削除する事ができます。 

 

 ※計測結果の正確性については保証されませんので、あくまで参考情報としてご利用ください。 
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９．表示 

・中心点の表示 

 地図の中心に表示している赤色の中心点（＋）の表示／非表示を切り替えることができます。初めてうべパーソナル

GIS を起動したときには、中心点が表示される状態になっています。 

中心点を非表示にする 

 中心点【①】を表示している状態で、表示メニュー【②】から中心点の表示【③】（中心点の表示にチェックされています）

を選択します。 

 

 ①の中心点が表示されなくなります。 

中心点非表示 
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中心点を表示する 

 中心点を表示していない状態で、表示メニュー【①】から中心点の表示【②】（中心点の表示の左端にチェックされてい

ません）を選択します。 

 

 中心点【①】が表示されます。 

中心点表示（デフォルト） 
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・ラバーバンド 

 ラバーバンドとは、線と面と文字の空間コンテンツの作図と距離計算、面積計算を行うときに、次の頂点をクリックして

決定するまでに、マウスの動きにあわせて表示される線などの図形です。このラバーバンドの表示を切り替えることがで

きます。初めてうべパーソナル GIS を起動したときには、ラバーバンドが表示される状態になっています。 

ラバーバンドを非表示にする 

 ラバーバンドを表示している状態で、表示メニュー【①】からラバーバンド【②】（ラバーバンドの左端にチェックされてい

ます）を選択します。 

 

ラバーバンドを表示する 

 ラバーバンドを表示していない状態で、表示メニュー【①】からラバーバンド【②】（ラバーバンドの左端にチェックされて

いません）を選択します。 
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 ・ラベルの表示 

 地図上に表示されるラベルの表示を切り替えることができます。初めてうべパーソナル GIS を起動したときには、ラベ

ルは表示されない状態になっています。 

 ※ラベルの初期値は、フォント： MS ゴシック、10pt、黒 ／ 背景色：白 ／ ラベル種別：タイトル ／ ラベル文字数：15 

に設定されています。 

 ※表示するラベルの内容・書式は、ラベル設定で変更することができます。 

ラベルを表示する 

 ラベル【①】を表示していない状態で、表示メニュー【②】からラベルの表示【③】（ラベルの表示の左端にチェックされ

ていません）を選択します。（またはショートカットキーCtrl+L） 

 

 ラベル【①】が表示されます。 
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ラベルを非表示にする 

 ラベルを表示している状態で、表示メニュー【①】からラベルの表示【②】（ラベルの表示の左端にチェックされています）

を選択します。（またはショートカットキーCtrl+L） 

 

 

 ラベル【①】が表示されなくなります。 

 

 

 

 



145 

・ ツールチップの表示 

 空間コンテンツ上にマウスカーソルを置いた時に、空間コンテンツのタイトルを表示する（ツールチップ）機能を切り替

えることができます。初めてうべパーソナル GIS を起動したときには、ツールチップを表示する設定になっています。 

ツールチップを非表示にする 

 ツールチップを表示している状態で、表示メニュー【①】からツールチップの表示【②】（ツールチップの表示の左端に

チェックされています）を選択します。 

 

 ツールチップ【①】が表示されなくなります。 

 

ツールチップを表示する（デフォルト） 

 ツールチップを表示していない状態で、表示メニュー【①】からツールチップの表示【②】（ツールチップの表示の左端

にチェックされていません）を選択します。 
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 ツールチップ【①】が表示されます。 
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・地図の回転設定 

 地図を回転させて表示することができます。 

 表示メニュー【①】から地図の回転設定【②】を選択します。 

 

 地図の回転設定画面が表示されます。 

設定内容については、プレビュー画面で表示確認することができます。  

 

方位アイコンが表示されている場合は、地図の回転に合わせて方位アイコン【①】が表示されます。 

 

 ※地図の回転中は、地図の印刷及び地図画像の保存以外の操作は制限されます。 

 ※回転を元に戻す場合は、再度表示メニューより地図の回転設定を選択してください。 
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・方位の表示 

 方位アイコンの表示／非表示を切り替えることができます。 

方位アイコンを非表示にする 

 方位アイコン【①】を表示している状態で、表示メニュー【②】から方位の表示【③】（方位の表示にチェックされていま

す）を選択します。 

 

 方位アイコンが表示されなくなります。 

方位アイコン非表示（デフォルト） 
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方位アイコンを表示する 

 方位アイコンを表示していない状態で、表示メニュー【①】から方位の表示【②】（方位の表示の左端にチェックされて

いません）を選択します。 

 

 

 

 方位アイコン【①】が表示されます。 

方位アイコン表示 
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・重複アイコンの表示 

 同一座標に複数の点コンテンツが重なっているときに、その座標に重複アイコンが表示されます。この重複アイコンの

表示を切り替えることができます。 初めてうべパーソナル GIS を起動したときには、重複アイコンは表示されない状態に

なっています。 

重複アイコンを表示する 

 重複アイコンを表示していない状態で、表示メニュー【①】から重複アイコンの表示【②】（重複アイコンの表示の左端

にチェックされていません）を選択します。 

 

重複アイコンを非表示にする 

 重複アイコンを表示している状態で、表示メニュー【①】から重複アイコンの表示【②】（重複アイコンの表示の左端にチ

ェックされています）を選択します。 
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・ラベル設定 

 空間コンテンツのタイトルやメモ内容などを地図上にラベルとして表示することができます。 

 ラベルの書式として文字の色や大きさも設定することができます。 

 空間コンテンツメニュー【①】からラベル設定【②】を選択します。 

 

 地図上にラベルを表示するかどうかを選択します【①】。「する」を選択すると、ラベルが表示されます。 

 フォント【②】、文字の大きさ【③】、文字の色【④】、背景色【⑤】、ラベル表示項目【⑥】、ラベル表示文字数【⑦】を設定

します。画面右下のプレビュー【⑧】で設定内容を確認することができます。 

 ＯＫボタン【⑨】をクリックすると、ラベル設定画面を閉じて、ラベルの設定を地図上に反映します。キャンセルボタン

【⑩】をクリックすると変更は反映されません。 

 表示するラベルは、タイトル、バージョン、登録者、レイヤ、連絡先電話番号、連絡先メールアドレス、連絡先ホームペ

ージアドレス、登録日、公開開始日、有効期限等の共通項目及び、共通フォームやインポート済みの拡張フォームの属

性項目から選択することができます。 

 ※ラベル表示項目【⑥】で、共通フォームや拡張フォームの属性項目を指定した場合、該当する属性項目のないコン

テンツにはラベル表示されません。 
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・ラベル移動 

 地図上に表示されている空間コンテンツのラベルの位置を移動することができます。 

 （この機能は、ラベルが表示されている場合にのみ実行することができます。） 

 ※他人が作成した空間コンテンツで、編集が許可されていないものは移動することができません。 

 ラベルの移動をしたい空間コンテンツを選択【①】して、空間コンテンツメニュー【②】からラベル移動【③】を選択します。 

 

 移動させたい空間コンテンツのラベルをドラッグして移動します。目的の場所まで移動【①】したらマウスのボタンを離

します。移動を確認するメッセージが表示されますので、「はい」ボタン【②】をクリックします。「いいえ」ボタン【③】をクリ

ックすると移動を中止し、ラベルは元の位置に戻ります。 

 

 ※地図表示画面に空間コンテンツが表示されていないと、ラベルが表示されない場合があります。 
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・サムネイル管理 

 サムネイルの初期表示を設定することができます。 

 表示メニュー【①】からサムネイル管理【②】を選択します。 

 

 サムネイル管理画面が表示されます。初期表示サイズ【①】を入力し、引き出し線の表示【②】を選択した後、実行ボタ

ン【③】をクリックして設定します。なお、デフォルト値は 400×300 ピクセルです。 
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１０．オプション 

・ユーザ情報 

 うべパーソナル GIS に登録しているユーザ情報（名前、連絡先電話番号、連絡先メールアドレス、連絡先 URL）を変

更することができます。インストール時に入力したユーザ ID は変更することができません。 

 ※登録したユーザ情報は、コンテンツ作成時の初期値として使用されます。 

 オプションメニュー【①】からユーザ情報【②】を選択します。 

 

 ユーザ情報画面が表示されます。名前（利用者名）【①】、連絡先電話番号【②】、連絡先メールアドレス【③】、連絡先

URL【④】を編集します。名前と連絡先メールアドレスは必須項目です。 

 変更するボタン【⑤】をクリックするとユーザ情報を変更します。 

 キャンセルボタン【⑥】をクリックするとユーザ情報の変更を中止します。 

  

 ユーザ情報変更が完了すると、完了メッセージが表示されます。OK ボタン【①】をクリックします。 
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 ・地図の削除 

 画面に表示されている地図を指定して、地図を削除することが出来ます。 

 オプションメニュー【①】から地図の削除【②】を選択します。 

 

 以下のメッセージが表示されます。地図を削除する場合は OK ボタン【①】をクリックしてください。地図を削除しない

場合は、キャンセルボタン【②】をクリックして中止します。 

 

 削除する場所を地図上【①】でクリックすると、削除確認メッセージが表示されます。はいボタン【②】をクリックすると地

図が削除されます。いいえボタン【③】をクリックすると地図の削除を中止します。 
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 地図の削除が完了すると、以下のメッセージが表示されます。削除された地図はうべパーソナル GIS を再起動するか、

または、キャッシュされた地図が削除されるまで表示されます。すぐに地図の削除を反映する為、うべパーソナル GIS を

再起動するにははいボタン【①】をクリックしてください。うべパーソナル GIS を再起動しない場合は、いいえボタン【②】

をクリックしてください。 
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・地図のバージョン選択 

 複数のバージョンの地図を切り替えて使用することができます。また、使用する地図のフォルダを変更することにより、

ネットワークにつながった別のパソコンにインストールされた地図を使用することができます。 

 ※現在使用している地図のバージョンを確認する場合は、メイン画面より「ヘルプ」-「バージョン情報」の順に選択しま

す。 

 オプションメニュー【①】から地図のバージョン選択【②】を選択します。 

 

 地図のバージョン【①】を選択して、使用するボタン【②】をクリックすると、地図バージョンの変更と画面の更新の確認

メッセージが表示されます。 

 

「はい」ボタン【①】をクリックすると指定したバージョンの地図がすべて削除されます。「いいえ」ボタン【②】をクリックする

と地図の削除を中止し、地図バージョン選択画面に戻ります。 
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 地図のバージョン選択の削除するボタン【③】をクリックすると、削除確認メッセージが表示されます。 

 

 ※注：地図の削除を実行すると、選択したバージョンの地図と住所データがすべて削除されます。削除した地図は元

に戻せません。 

 地図の削除が完了すると、完了メッセージが表示されます。OK ボタン【①】をクリックします。 

 

ネットワーク上の地図を使用する 

 

 ネットワークにつながった別のパソコンにインストールされた地図を使用する場合は、地図がインストールされたネット

ワークドライブ【①】を選択し、地図がインストールされているフォルダ（年度ごとのフォルダが存在するフォルダ）【②】を

選択します。使用する地図のバージョン【③】を選択し、使用するボタン【④】をクリックします。地図バージョンの変更と

画面の更新確認メッセージが表示されます。はいボタンをクリックすると、選択した地図が表示されます。 

 ※注：うべパーソナル GIS は「map」というフォルダを地図フォルダとして認識します。ネットワークにつながったパソコン

の「map」というフォルダをネットワークドライブとして割り当ててしまうと、ネットワークドライブ内に「map]というフォルダを見

つけられないため、地図を使用することができません。ネットワークドライブを割り当てる場合は、「map」フォルダの存在

するフォルダを割り当ててください。 
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・地図のメンテナンス 

 異なる測地系の地図を選択して削除することができます。 

 ※現在の測地系の地図バージョンは表示されません。 

 オプションメニュー【①】から地図のメンテナンス【②】を選択します。 

 

 地図のメンテナンス画面が表示されます。地図のバージョン【①】を選択して、削除ボタン【②】をクリックすると確認メッ

セージが表示されます。確認メッセージの「はい」ボタン【③】をクリックすると選択した地図が削除されます。「いいえ」ボ

タン【④】をクリックすると地図メンテナンス画面に戻ります。 
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・詳細な表示範囲を有効にする 

 通常表示範囲(50m、100m、200m、500m、1000m、2500m、5000m)と、詳細表示範囲(10m、25m、50m、100m、200m、

500m、1000m、2500m、5000m)を切り替えて使用することができます。初めてうべパーソナル GIS を起動したときには、

詳細表示範囲を使用しない設定になっています。 

詳細な表示範囲を有効にする 

 オプションメニュー【①】から詳細な表示範囲を有効にする【②】（メニューの表示の左端にチェックされていません）を

選択します。 

 

 左側の操作パネルにある表示範囲のプルダウン、スケール、及び表示範囲メニューが詳細な表示範囲に切り替わりま

す。 
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詳細内表示範囲を無効にする 

 オプションメニュー【①】から詳細な表示範囲を有効にする【②】（メニューの表示の左端にチェックされています）を選

択します。 

 

 通常の表示範囲に切り替わります。 
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１１．フォーム 

・フォームの作成 

 フォームの作成機能を使用して、属性情報のフォーマットを自由に作成することができます。 

 作成したフォームを追加することで、拡張フォームを使用したコンテンツが登録できるようになります。 

 ※ActiveForm をインストールしていない場合は、「フォームの作成」メニューは表示されません。 

 ※フォームの追加方法はフォームの追加についてを参照してください。 

 フォームメニュー【①】からフォームの作成【②】を選択します。 

 

  

 フォーム作成画面が表示されます。 

 

  

 フォーム作成画面の詳細については、ActiveForm のヘルプを参照してください。 
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・フォームの追加について 

 うべパーソナル GIS でフォームを追加するためには、うべパーソナル GIS の『フォームの作成』機能（ActiveForm）を

使用して新規にフォームを作成するか、他人の作成したフォームファイル（*.mcf）をインポートする必要があります。 

 フォームファイル（*.mcf）は、うべパーソナル GIS で『フォームの追加』を行い、レイヤとの関連付けをすることにより使

用できるようになります。 

 ※フォームメニューを表示するには、フォーム拡張機能プラグインのインストールが必要です。 

 

 フォームの追加は、メニューからの選択により実行します。 

・フォームの追加 

 フォームメニュー【①】からフォームの追加【②】を選択します。 

 

 追加するフォームファイル（*.mcf）【①】を選択し、開くボタン【②】をクリックします。 

 

 フォームの追加を確認するダイアログが表示されます。「はい」ボタン【①】をクリックすると、フォームの追加を実行しま

す。「いいえ」ボタン【②】をクリックすると、フォームの追加をキャンセルします。 
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 フォームインポートが実行されます。 

 フォームの追加が完了すると、完了メッセージが表示されます。フォームの確認ボタン【②】をクリックして、追加したフ

ォームのレイアウトを確認することができます。OK ボタン【①】をクリックしてフォームの追加処理を完了します。 

 ※レイアウト表示画面の詳細は、フォームのレイアウト表示を参照してください。 

 

 ※追加が完了したフォームファイル(*.mcf)は、削除してしまって構いません。 
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・レイヤとの関連付け 

 うべパーソナル GIS に登録されているフォームとレイヤの関連付けを確認することができます。 

 フォームメニュー【①】からレイヤとの関連付け【②】を選択します。 

 

 レイヤとフォームの関連付け画面が表示されます。 

 レイヤ名列【①】には全てのレイヤが表示され、関連づいているフォーム列【②】にはそれぞれのレイヤに対応するフォ

ームが表示されます。 

 リストからフォームを選択して【③】フォームのプレビューを表示ボタン【⑤】をクリックすると、フォームのレイアウト画面を

表示します。 

 新規レイヤ作成ボタン【④】をクリックすると、新規レイヤ（拡張）画面が表示されます。 

 閉じるボタン【⑥】をクリックすると、レイヤとフォームの関連付け画面を閉じます。 

 ※レイヤとフォームの関連付け画面の詳細は、レイヤとフォームの関連付け（詳細）を参照してください。 

 ※レイアウト表示画面の詳細は、フォームのレイアウト表示を参照してください。 
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・レイヤとの関連付け（詳細） 

 レイヤとフォームを関連付けることにより、レイヤごとに属性情報を設定することができます。 

 レイヤの追加画面で関連付け設定へボタン【①】をクリックします。 

  

 レイヤとフォームの関連付け画面が表示されます。 

 

フォームのレイアウト表示 

 関連付けが設定されていないレイヤは、フォームリストからフォームを選択【①】して、フォームのプレビューの表示ボタ

ン【③】をクリックします。関連付けが設定されているレイヤのフォームをレイアウト表示する場合は、行を選択【②】して、

フォームのプレビューの表示ボタン【③】をクリックします。 

 

 レイアウト表示画面が表示されます。 

 



167 

レイヤとの関連付け 

 レイヤに関連付けるフォーム名をリストから選択【①】して、選択を確定するボタン【②】をクリックします。 

 

 関連付けの確認メッセージが表示されます。はいボタン【①】をクリックしてレイヤとフォームの関連付けを行います。い

いえボタン【②】をクリックすると、レイヤとフォームの関連付けをキャンセルします。 

 

 レイヤとフォームの関連付けが完了すると、完了メッセージが表示されます。OK ボタン【①】をクリックします。 

 

 レイヤとフォームの関連付けが終了したら、閉じるボタン【①】をクリックして画面を閉じます。 
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・フォームのレイアウト表示 

 フォームのレイアウト表示画面では、空間コンテンツ属性画面のレイアウト表示を確認することができます。 

 フォームの追加 

 フォームの関連付け 

 フォームの確認 

 フォームの削除 

 共通フォームのレイアウト表示です。閉じるボタン【①】をクリックして、レイアウト表示画面を閉じます。 

 ※メモ項目数は、実際の画面と異なる場合があります。 

 

 拡張フォームのレイアウト表示です。閉じるボタン【①】をクリックして、レイアウト表示画面を閉じます。 

 ※フォームの削除画面からレイアウト表示を行うと、閉じるボタンの左横にフォームの削除ボタンが表示されます。詳細

は、フォームの削除を参照してください。 
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・フォームの確認 

 フォームの確認画面では、登録済みのフォームと、フォームに関連付けられたレイヤの有無を確認することができます。 

 フォームメニュー【①】からフォームの確認【②】を選択します。 

 

 フォームの確認画面が表示されます。フォーム名列【②】には登録されているフォームの一覧が表示され、レイヤと関

連付けされているフォームの関連付け列【①】には「●」が表示されます。 

 一覧【③】からフォーム名を選択してレイアウト表示ボタン【④】をクリックすると、フォームのレイアウト画面が表示されま

す。 

 閉じるボタン【⑤】をクリックして、フォームの確認画面を閉じます。 

 ※レイアウト表示画面の詳細は、フォームのレイアウト表示を参照してください。 
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・フォームの削除 

 フォームの削除画面では、登録済みの拡張フォームを削除することができます。 

 フォームメニュー【①】からフォームの削除【②】を選択します。 

 

 フォームの削除画面が表示されます。フォーム名列【②】には登録されているフォームの一覧が表示され、レイヤと関

連付けされているフォームの関連付け列【①】には「●」が表示されます。 

 一覧【③】からフォーム名を選択して削除するボタン【④】をクリックします。 

 

 または、一覧からフォーム名を選択して【①】レイアウト表示ボタン【②】をクリックします。 
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 空間コンテンツのレイアウト表示画面が表示されたら、フォームを削除するボタン【①】をクリックします。閉じるボタン

【②】をクリックすると、削除を中止してフォームの削除画面に戻ります。 

 

 フォームの削除を確認するメッセージが表示されますので、「はい」ボタン【①】をクリックします。「いいえ」ボタン【②】を

クリックすると、削除を中止してフォームの削除画面に戻ります。 

 

 削除するフォームに対応する空間コンテンツが存在する場合には、空間コンテンツのエクスポートを確認するメッセー

ジが表示されます。 

 エクスポートするボタン【①】をクリックすると、空間コンテンツをエクスポートしてフォームを削除します。 

 エクスポートせずに削除するボタン【②】をクリックすると、空間コンテンツをエクスポートしないでフォームを削除します。 

 キャンセルボタン【③】をクリックすると、削除を中止してフォームの削除画面に戻ります。 

 ※空間コンテンツエクスポートの詳細については、空間コンテンツエクスポートをご覧ください。 

 

フォームの削除が完了すると、完了メッセージが表示されます。OK ボタン【①】をクリックします。 
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・フォームの出力 

 フォームの出力機能を使用して、属性情報のフォーマットを gf ファイルとして出力することができます。 

 フォームメニュー【①】からフォームの出力【②】を選択します。 

  

 フォームの選択画面が表示されます。フォーム名列【②】には登録されているフォームの一覧、フォーム番号列【③】に

は対応するフォーム番号が表示されます。レイヤと関連付けされているフォームの関連付け列【①】には「●」が表示さ

れます。 

 一覧【④】からフォーム名を選択してレイアウト表示ボタン【⑤】をクリックすると、フォームのレイアウト画面が表示されま

す。 

 一覧【④】からフォーム名を選択して出力ボタン【⑥】をクリックすると、フォームファイルの保存ダイアログが表示されま

す。 

 閉じるボタン【⑦】をクリックすると、フォームの出力を中止します。 

 ※レイアウト表示画面の詳細は、フォームのレイアウト表示を参照してください。 
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 エクスポートするファイルの保存先フォルダ等【①】を指定し、エクスポートするファイル名【②】を指定し、保存ボタン

【③】をクリックします。 

 

フォームの保存が完了すると、完了メッセージが表示されます。OK ボタン【①】をクリックします。 
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・属性の変換定義 

 拡張フォームの属性情報に含まれる各項目について、共通フォーム用に変換することができます。拡張フォーム上で

作成された空間コンテンツ（mgf ファイル）を共通フォームの空間コンテンツ（mgc ファイル）としてエクスポートする際に、

この変換定義を使用します。 

 フォームメニュー【①】から属性の変換定義【②】を選択します。 

 

 属性変換定義画面が表示されます。 

 フォーム選択ボックス【①】からフォームを選択し、各項目に拡張フォームの項目の対応付けを行います【②】。 

 対応付けが終了したら、保存するボタン【⑤】をクリックして属性の変換定義を保存します。クリアするボタン【⑥】をクリ

ックすると、最後に保存された状態に戻ります。解除するボタン【⑦】をクリックすると、保存されている属性の変換定義を

解除します。閉じるボタン【⑧】をクリックすると、属性変換定義画面が閉じます。 

 ※フォームファイル(mcf ファイル）に、変換定義が同梱されている場合もあります。その場合は、設定されている変換

定義をデフォルトで表示します。 

 ※メモの数は実際の画面と異なる場合があります。 

 ※ファイル１～３【③】の項目には、フォーム作成の項目設定で入力形式としてファイル添付を選んだ項目のみを設定

することができます。 

 ※関連ホームページ１～２【④】の項目に、拡張フォームの項目で URL を記載している項目を設定すると、共通フォー

ム上から該当の URL へリンクすることができます。 
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１２．データベース 

・データベース名を表示 

 現在接続しているデータベース名と場所をダイアログで確認することができます。 

 データベースメニュー【①】からデータベース名を表示する【②】を選択します。 

 

 現在のデータベースダイアログが表示されます。 

 閉じるボタン【①】をクリックすると現在のデータベースダイアログを終了します。 

 ※データベースの接続先を変更すると、画面上の表示が更新されます。 
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・共有データベースを選択する 

 データベースの選択機能を使用して、複数のデータベースを切り替えて使用することができます。 

 データベースメニュー【①】から共有データベースの選択【②】を選択します。 

 

 フォルダの参照ダイアログが表示されます。切り替え先のデータベース(アカウントフォルダ)を選択して【①】、OK ボタ

ン【②】をクリックします。 

 

 データベースの切り替え処理が完了すると、完了メッセージが表示されます。OK ボタン【①】をクリックします。 
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・個人のデータベースに切り替える 

 共有データベースを利用している場合、個人のデータベースに戻すことができます。 

 データベースメニュー【①】からデフォルトの個人データベースに戻す【②】を選択します。 

 

 個人データベースへの切り替え処理が完了すると、完了メッセージが表示されます。OK ボタン【①】をクリックします。 
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・共有データベースの同期 

 データベースの同期機能を使用して、他のユーザが追加した空間コンテンツを地図上に反映することができます。 

 データベースメニュー【①】から共有データベースの同期【②】を選択します 

 

 データベースの同期確認メッセージが表示されます。はいボタン【①】をクリックしてデータベースの同期を行います。

いいえボタン【②】をクリックすると、データベースの同期をキャンセルします。 

 

 データベースの同期が完了すると、完了メッセージが表示されます。OK ボタン【①】をクリックします。 
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・共有データベースの作成 

 共有データベースの作成機能を使用して、新規のデータベースを作成することができます。 

 ※作成したデータベースを使用するには、共有データベースを選択するを参照してください。 

 データベースメニュー【①】から共有データベースの作成【②】を選択します。 

 

 共有データベース名ダイアログが表示されます。共有データベース名を入力【①】して、次へボタン【②】をクリックし

ます。キャンセルボタン【③】をクリックすると、データベースの作成を中止します。 

 

 フォルダの参照ダイアログが表示されます。データベースを格納するフォルダ【①】を選択します（新しいフォルダの

作成ボタン【②】で作成したフォルダを選択することもできます）。OK ボタン【③】をクリックします。キャンセルボタン【④】

をクリックすると、データベースの作成を中止します。 
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 データベースの初期設定が実行されます。 

 

 データベースの作成が完了すると、完了メッセージが表示されます。OK ボタン【①】をクリックします。 
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・最近使った共有データベース 

 過去に使用した共有データベースの履歴から接続先データベースを選択することができます。 

 データベースメニュー【①】から最近使った共有データベース【②】メニューにカーソルを合わせると、過去に使用し

た共有データベースがサブメニューとして表示されます。接続したい共有データベースを選択【③】します。 

 ※選択可能な共有データベースの最大表示件数は 10 件です。 

 

 データベースの切り替え処理が完了すると、完了メッセージが表示されます。OK ボタン【①】をクリックします。 
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１３．その他 

・中心座標表示 

 表示されている地図の中心の座標（緯度・経度）、現在の測地系、中心の住所が、操作パネルの中心座標【①】に常

に表示されます。 

 

 ・中心住所表示 

 表示されている地図の中心付近の住所が、操作パネルの中心住所【①】に表示されます。 

 ※該当する住所がない場合には「該当なし」と表示されます。 

 ※システムでの処理上、実際の住所と異なる場合があります 
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・点コンテンツのエクスポート形式選択 

点コンテンツには、POI と Symbol という２種類のエクスポート形式があります。POI とは G-XML で利用されるもので、

Symbol は shape ファイル形式で利用されるものです。 

 Symbol を選択した場合は、点コンテンツを Symbol として認識する他の GIS との連携が可能になります。 

 ※統合型 GIS と連携する場合は、Symbol を選択して下さい。 

 

 POI を選択した場合は、点コンテンツを POI として認識する他の GIS との連携が可能となります。 

 初期表示では、Symbol 形式が選択されています。 

 ※うべパーソナル GIS では、POI、Symbol のどちらでもインポート可能です。 

 エクスポート形式を選択して【①】、保存するボタン【②】をクリックします。 

 

・ミニ地図 

 ミニ地図はうべパーソナル GIS で表示可能な全域を表示する小さな地図です。表示している地図の中心点をミニ地

図上にアイコンで表示します。現在表示している場所がどのあたりかが簡単にわかります。ミニ地図には大・小・詳細の

３種類から選択できます。 

 左側の操作パネルにあるミニ地図ボタン【①】をクリックします。 

 



184 

 ミニ地図【①】がメイン画面の左下に表示されます。 

 ※初期状態では「ミニ地図（小）」が表示されます。 

 

表示されている地図の中心の位置に赤いアイコン【①】が表示されます（詳細地図の場合は、赤枠【③】が表示されま

す）。 

 ミニ地図は、タイトルバーをドラッグして好きな場所に移動することができます。 

 ミニ地図を閉じる場合はタイトルウィンドウの×ボタン【②】をクリックします。  
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ミニ地図上でマウスを右クリックするとメニューが表示されます。メニューのミニ地図（小）【①】・ミニ地図（大）【②】・ミニ

地図（詳細）【③】を選択することにより、ミニ地図の大きさを切り替えることができます。 

    

【ミニ地図搭載例】 

 ミニ地図上をクリックすると【①】、クリックした場所が地図の中心に表示されます【②】。 
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・バージョン情報 

うべパーソナル GIS と地図のバージョン情報を確認することができます。 

 ヘルプメニュー【①】からバージョン情報【②】を選択します。 

 

 バージョン情報が表示されます。 

 

 ≪うべパーソナル GIS のバージョンについて≫ 

うべパーソナル GIS のバージョンは、上記ダイアログの「うべパーソナル GIS バージョン情報」【①】で確認できます。 

 ≪地図のバージョン≫ 

地図のバージョンは、上記ダイアログの「地図バージョン情報」【②】で確認できます。 

複数のバージョンの地図をうべパーソナル GIS に保存することが可能であり、バージョンを選択して利用することが可能

です。 

 詳しくは地図のバージョン選択をご覧ください。 

 住所データのバージョンについては、地図と同じですので、「地図バージョン情報」をご確認ください。 
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・属性情報の概要と文字数制限などについて（共通フォーム） 

属性項目名 説  明 必須 文字数 

タイトル 空間コンテンツのタイトルです。テキストで入力します。 ○ 50 文字 

レイヤ 空間コンテンツのレイヤです。リストから選択します。 ○ 50 文字 

登録者 
空間コンテンツの登録者です。テキストで入力します。  

うべパーソナル GIS のユーザ情報の名前がデフォルトで設定されます。  
○ 10 文字 

連絡先電話番号 

空間コンテンツの登録者の連絡先電話番号です。テキストで入力します。 

うべパーソナル GIS のユーザ情報の連絡先電話番号がデフォルトで設定され

ます。 

 

連絡先電話番号は以下の文字のみ使用可能です 

 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 （半角数字） 

 -  （半角マイナス） 

 +  （半角プラス） 

 (   （半角カッコ） 

 )   （半角カッコ） 

 #  （半角スクエア） 

 *  （半角アスタリスク） 

 ０，１，２，３，４，５，６，７，８，９ （全角数字) 

 － （全角マイナス） 

 ＋ （全角プラス） 

 （  （全角カッコ） 

 ）  （全角カッコ） 

 ＃ （全角スクエア） 

 ＊ （全角アスタリスク） 

  15 文字 

連絡先メールアドレス 

空間コンテンツの登録者の連絡先メールアドレスです。テキストで入力します。 

うべパーソナル GIS のユーザ情報の連絡先メールアドレスがデフォルトで設定

されます。  

○ 130 文字 

連絡先ホームページ 

空間コンテンツの登録者の連絡先となるホームページの URL です。テキストで

入力します。 

うべパーソナル GIS のユーザ情報の連絡先 URL がデフォルトで設定されま

す。  

  200 文字 

サマリー 空間コンテンツの概要です。テキストで入力します。   1000 文字 

メモタイトル 1～15 
空間コンテンツのメモのタイトルです。テキストで入力します。 

メモ内容と組み合わせて、好きな情報を登録することができます。 
  20 文字 

メモ内容 1～15 空間コンテンツのメモの内容です。テキストで入力します。   50 文字 

添付ファイル名 1～3 空間コンテンツの添付ファイル名です。テキストで入力します。   30 文字 

添付ファイル 1～3 
空間コンテンツの添付ファイルのパス名です。 

参照をクリックしてファイル名選択ダイアログで入力します。 
    

関連ホームページ 

タイトル 1～2 

空間コンテンツに関連するホームページのタイトルです。テキストで入力しま

す。 
  50 文字 

関連ホームページ 

URL1～2 
空間コンテンツに関連するホームページの URL です。テキストで入力します。   200 文字 

登録日 空間コンテンツの登録日です。共有型 GIS が自動的に設定します。 ○ －  

公開開始日 空間コンテンツの公開開始日を設定します。カレンダー画面で入力します。    －  

有効期限 空間コンテンツの有効期限を設定します。カレンダー画面で入力します。    －  

地図のバージョン 
空間コンテンツを作成、編集した時の地図のバージョンです。 

うべパーソナル GIS が自動的に設定します。 
○ － 

 

 



188 

・属性情報の概要と文字数制限などについて（拡張フォーム） 

属性項目名 説明 必須 文字数 

タイトル 空間コンテンツのタイトルです。テキストで入力します。 ○ 50 文字 

レイヤ 空間コンテンツのレイヤです。リストから選択します。 ○ 50 文字 

登録者 
空間コンテンツの登録者です。テキストで入力します。  

うべパーソナル GIS のユーザ情報の名前がデフォルトで設定されます。  
○ 10 文字 

連絡先電話番号 

空間コンテンツの登録者の連絡先電話番号です。テキストで入力します。  

うべパーソナル GIS のユーザ情報の連絡先電話番号がデフォルトで設定され

ます。 

連絡先電話番号は以下の文字のみ使用可能です 

 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 （半角数字） 

 -  （半角マイナス） 

 +  （半角プラス） 

 (   （半角カッコ） 

 )   （半角カッコ） 

 #  （半角スクエア） 

 *  （半角アスタリスク） 

 ０，１，２，３，４，５，６，７，８，９ （全角数字) 

 － （全角マイナス） 

 ＋ （全角プラス） 

 （  （全角カッコ） 

 ）  （全角カッコ） 

 ＃ （全角スクエア） 

 ＊ （全角アスタリスク） 

  15 文字 

連絡先メールアドレス 

空間コンテンツの登録者の連絡先メールアドレスです。テキストで入力します。 

うべパーソナル GIS のユーザ情報の連絡先メールアドレスがデフォルトで設定

されます。  

○ 130 文字 

連絡先ホームページ 

空間コンテンツの登録者の連絡先となるホームページの URL です。テキストで

入力します。うべパーソナル GIS のユーザ情報の連絡先 URL がデフォルトで

設定されます。  

  200 文字 

ユーザ定義項目（文字列） ユーザ定義の項目です。テキストを入力します。   ～254 文字 

ユーザ定義項目（リスト） ユーザ定義の項目です。リストから選択します。   － 

ユーザ定義項目（整数） 

ユーザ定義の項目です。整数を入力します。 

整数の項目は、演算に使用することができます。 

入力できる文字数は 11 文字です（+, - を含む） 

使用できる値の範囲は、約±20 億です。 

  － 

ユーザ定義項目（実数） 

ユーザ定義の項目です。実数を入力します。 

実数の項目は、演算に使用することができます。 

入力できる文字数は 15 文字です（+, -, 小数点を含む）。 

使用できる値の範囲は、約±10 の±300 乗です。 

  － 

ユーザ定義項目 

（演算設定） 

ユーザ定義の項目です。計算結果が表示されます。 

表示最大精度は 15 桁です。 

値の範囲は、約±10 の±300 乗です。 

  － 

ユーザ定義項目（日付） ユーザ定義の項目です。カレンダーから日付を選択します。   － 

ユーザ定義項目 

（添付ファイル） 

空間コンテンツの添付ファイルのパス名です。 

参照をクリックしてファイル名選択ダイアログで入力します。 
  － 

登録日 空間コンテンツの登録日です。共有型 GIS が自動的に設定します。 ○ －  

公開開始日 空間コンテンツの公開開始日を設定します。カレンダー画面で入力します。    －  

有効期限 空間コンテンツの有効期限を設定します。カレンダー画面で入力します。    －  

地図のバージョン 
空間コンテンツを作成、編集した時の地図のバージョンです。 

うべパーソナル GIS が自動的に設定します。 
○ － 

 ※ユーザ定義項目は、ActiveForm で属性項目作成時に必須項目の設定をする事が可能です。 
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・右クリックメニューについて 

地図の上（空間コンテンツを除く）でマウスを右クリックした場合には、以下のメニューが表示されます。  

メニュー名 説明 

空間コンテンツ作成（点） 空間コンテンツ（点）の作図を開始します。 

空間コンテンツ作成（線） 空間コンテンツ（線）の作図を開始します。 

空間コンテンツ作成（面） 空間コンテンツ（面）の作図を開始します。 

空間コンテンツ作成（文字） 空間コンテンツ（文字）の作図を開始します。 

中心点移動 右クリックした位置を中心に地図を表示します。 

拡大 地図表示を一段階拡大します。 

縮小 地図表示を一段階縮小します。 

印刷（地図のみ） 現在表示している地図を印刷します。地図のサイズは 450×600 です。 

地図画像の保存 
現在表示している地図を JPEG 形式で保存します。地図のサイズは画面サイズによって変わりま

す。 

空間コンテンツ上でマウスを右クリックした場合には、以下のメニューが表示されます。  

メニュー名 説明 

属性表示 選択した空間コンテンツの属性情報を表示します。 

属性編集 選択した空間コンテンツの属性情報を編集します。 

空間コンテンツ複製 選択した空間コンテンツを複製します。 

空間コンテンツ削除 選択した空間コンテンツを削除します。図形のみを削除することも可能です。 

図形編集（点/線/面/文字） 選択した空間コンテンツの図形情報を編集します。 

図形移動 選択した空間コンテンツの位置を変更します。 

ラベル移動 
選択した空間コンテンツのラベルの位置を変更します。ラベルが非表示に設定されている場合に

は使用できません。 

ポリゴン検索 
選択したポリゴンと重なる空間コンテンツを検索します。面以外の図形が選択されている場合には

使用できません。 

非表示にする 選択した空間コンテンツを非表示にします。 

中心点移動 選択した空間コンテンツを中心に地図を表示します。 

印刷（属性情報含む） 選択した空間コンテンツの属性情報を含む地図を印刷します。地図のサイズは 450×600 です。 
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・色の選択 

線、面、文字の空間コンテンツを描画する色を選択します。 

カラーテーブル【①】から色を選択して、ＯＫボタン【②】をクリックすると、色の設定ダイアログが閉じて、色が選択され

ます。キャンセルボタン【③】をクリックすると色は選択されません。 

   

色の名称 

基本色 

珊瑚色 

（さんご） 薄い黄色 薄い緑色 エメラルド 

グリーン 薄い水色 浅葱色 

（あさぎ） ピーチ 淡いピンク 

赤 色 黄 色 若草色 コバルト 

グリーン 水 色 スカイ 

ブルー 
ブルー 

グレー ピンク 

暗い赤色 薄いオレン

ジ色 
明るい 

緑 色 青緑色 濃い 

青緑色 薄い藤色 プラム ローズ 

濃い赤 オレンジ色 緑 色 シー 

グリーン 青 色 濃い青色 紫色 薄い青紫 

小豆色 茶 色 濃い緑色 深緑色 藍 色 インディゴ 暗い紫色 青紫色 

黒 色 黄土色 淡い 

黄土色 48%灰色 淡い青緑 24%灰色 茄子紺色 

（なすこん） 白 色 

作成した色 

ゴールド ベージュ オリーブ ライム 濃い黄 アクア ペール  
ブルー  ラベンダー 

80%灰色 40%灰色 白 色 白 色 白 色 白 色 白 色  白 色 
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・日付の入力  

空間コンテンツの公開開始日、有効期限、空間コンテンツ検索の日付入力、拡張フォームの日付型項目はカレンダ

ーダイアログで入力します。 

 西暦リスト【①】から年を選択し、月リスト【②】から月を選択し、月カレンダー【③】で日を選択します。 

 OK ボタン【④】を選択すると、カレンダーダイアログで入力した日付で確定します。キャンセルボタン【⑤】をクリックす

ると日付入力をキャンセルします。 

 

 

・ショートカットキーについて 

うべパーソナル GIS には以下のショートカットキーがあります。  

キー 説明 

Ctrl+1 空間コンテンツの一覧を表示します。 

Ctrl+D 選択した空間コンテンツを複製します。 

Ctrl+E 選択した空間コンテンツの属性情報を編集します。 

Ctrl+F 空間コンテンツの検索を行ないます。 

Ctrl+J 住所検索を行ないます 

Ctrl+K 距離計算を行ないます。 

Ctrl+L ラベルの表示／非表示の切り替えを行ないます。 

Ctrl+M 面積計算を行ないます。 

Ctrl+P 
現在表示している地図を印刷します。 

空間コンテンツが選択されている場合には、属性情報も印刷します。 

Ctrl+Delete 選択した空間コンテンツを削除します。図形のみを削除することも可能です。 

Ctrl+Enter 選択した空間コンテンツの属性情報を表示します。 

Ctrl+Shift+E 空間コンテンツのエクスポートを行ないます。 

Ctrl+Shift+I 空間コンテンツのインポートを行ないます。 

PageUp 地図表示を一段階拡大します。 

PageDown 地図表示を一段階縮小します。 
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・コンテンツの非表示について 

 空間コンテンツを選択【①】し、右クリックメニューを表示して、非表示にする【②】を選択します。 

  

 非表示の実行を確認するメッセージが表示されますので、はいボタン【①】をクリックします。いいえボタン【②】をクリ

ックすると、非表示の設定を中止します。 

 

 空間コンテンツが非表示【①】となり、非表示を取り消したい場合の解説【②】が表示されます。 

 ※非表示にした空間コンテンツを表示するには、レイヤ管理画面から表示設定を行ってください。 
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・うべパーソナル GIS で使用するファイルについて 

空間コンテンツファイル(MGC・MGF) 

 空間コンテンツファイルは、うべパーソナル GIS で作成した空間コンテンツを他人と交換するためのファイルです。空

間コンテンツファイルには、共通フォームで作成された空間コンテンツファイル（MGC 形式）と、拡張フォームで作成さ

れた空間コンテンツファイル（MGF 形式）の２種類があります。うべパーソナル GIS で空間コンテンツのエクスポートを行

うと、空間コンテンツファイルが作成されます。このファイルをメールに添付したり、フロッピーディスクや CD-R に保存し

て他の人とやり取りすることができます。 

 うべパーソナル GIS で空間コンテンツのインポートを行うと、他人（自分）が作成した空間コンテンツを自分のうべパー

ソナル GIS に取り込むことができます。他人が作成した空間コンテンツで、編集が許可されていないものは、参照（属性

表示等）することはできますが、編集することはできません。 

 ※MGF 形式のファイルをインポートする場合には、対応するフォームファイル(MCF)をインポートしておく必要がありま

す。 

  

フォームファイル(MCF) 

フォームファイルは、ActiveForm で作成される拡張フォームの属性定義ファイルです。このファイルをメールに添付し

たり、フロッピーディスクや CD-R に保存して他の人とやり取りすることができます。 

 うべパーソナル GIS でフォームのインポートを行うと、他人（自分）が作成した拡張フォームを自分のうべパーソナル

GIS に取り込むことができます。 

  

アイコンファイル(GIP) 

 アイコンファイルはうべパーソナル GIS で表示するアイコンのファイルです。アイコンの追加機能を使用して取り込ん

だアイコンは、点の空間コンテンツを作図・図形編集するときに使用することができます。 

  

地図ファイル(GOM) 

 地図ファイルはうべパーソナル GIS で表示する地図のファイルです。 

  

住所情報ファイル(GAD) 

 住所情報ファイルはうべパーソナル GIS で住所検索を行うときに使用するデータファイルです。 

  

住所マッチング用 CSV ファイル 

 住所情報が記述された CSV ファイルです。地図上にコンテンツとして登録することができます。 
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１４．ファイルフォーマット 

・住所マッチング用 CSV ファイル 

「#!#」で始まる行はコメント行として扱い、それ以外の行はデータ行として扱います。データ行のフォーマットを以下に

示します。 

項目 説明 データ型 
必

須 

最大文字列

長 

通番 

データ行を一意に識別する番号です。 

通番が設定されていない、数値ではない、または、重複して

いる行のデータは、コンテンツとしてインポートされません。こ

の値は、空間コンテンツの属性としては登録されません。  

数値 ○ - 

タイトル 
コンテンツのタイトルです。 

設定されていない場合は、デフォルト文字列の「タイトル」が

設定されます。  
文字列   50 文字 

大字名 
大字名を保存する住所データです。 

このレベルで住所マッチングができない場合は、コンテンツと

してインポートされません。  
文字列 ○ 

50 文字※ 番地 1 

番地を保存する住所データです。 

文字列   

番地 2 文字列   

番地 3 文字列   

アイコン番号 

うべパーソナル GIS でコンテンツを表示するときのアイコンの

ID です。 

設定されていない、または、規定のフォーマットでない場合

は、デフォルトのアイコン（DOT0000001）が設定されます。  

文字列   - 

サマリー コンテンツの概要です。 文字列   1000 文字 

メモタイトル 1 

コンテンツに付与するメモのタイトルです。 

文字列   20 文字 

メモタイトル 2 文字列   20 文字 

メモタイトル 3 文字列   20 文字 

メモタイトル 4 文字列   20 文字 

メモタイトル 5 文字列   20 文字 

メモタイトル 6 文字列   20 文字 

メモタイトル 7 文字列   20 文字 

メモタイトル 8 文字列   20 文字 

メモタイトル 9 文字列   20 文字 

メモタイトル 10 文字列   20 文字 

メモ内容 1 

コンテンツに付与するメモの内容です。 

文字列   50 文字 

メモ内容 2 文字列   50 文字 

メモ内容 3 文字列   50 文字 

メモ内容 4 文字列   50 文字 

メモ内容 5 文字列   50 文字 

メモ内容 6 文字列   50 文字 

メモ内容 7 文字列   50 文字 

メモ内容 8 文字列   50 文字 
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メモ内容 9 文字列   50 文字 

メモ内容 10 文字列   50 文字 

HP タイトル 1 
コンテンツに関連する HP のタイトルです。 

文字列   50 文字 

HP タイトル 2 文字列   50 文字 

HP URL1 
コンテンツに関連する HP の URL です。 

文字列   200 文字 

HP URL2 文字列   200 文字 

登録者名 
コンテンツの登録者です。 

設定されていない場合は、うべパーソナル GIS のユーザ情報

の名前がデフォルトで設定されます。  
文字列   10 文字 

連絡先電話番号 

コンテンツの登録者の連絡先電話番号です。 

設定されていない場合は、うべパーソナル GIS のユーザ情報

の連絡先電話番号がデフォルトで設定されます。 

 

連絡先電話番号は以下の文字のみ使用可能です 

 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 （半角数字） 

 -   （半角マイナス） 

 +   （半角プラス） 

 (   （半角カッコ） 

 )   （半角カッコ） 

 #   （半角スクエア） 

 *   （半角アスタリスク） 
 ０，１，２，３，４，５，６，７，８，９ （全角数字) 

 － （全角マイナス） 

 ＋ （全角プラス） 

 （   （全角カッコ） 

 ）   （全角カッコ） 

 ＃ （全角スクエア） 

 ＊ （全角アスタリスク） 

文字列   15 文字 

連絡先メールア

ドレス 

コンテンツの登録者の連絡先メールアドレスです。 

設定されていない場合は、うべパーソナル GIS のユーザ情報

の連絡先メールアドレスがデフォルトで設定されます。  
文字列   130 文字 

連絡先 URL 

コンテンツの登録者の連絡先となるホームページの URL で

す。 

設定されていない場合は、うべパーソナル GIS のユーザ情報

の連絡先 URL がデフォルトで設定されます。  

文字列   200 文字 

地図バージョン 

コンテンツを作成、編集した時の地図のバージョンです。 

設定されていない、または、規定のフォーマットではない場合

は、うべパーソナル GIS が使用している地図バージョンがデ

フォルトで設定されます。  

数値   6 文字 

登録日 

コンテンツの登録日です。 

設定されていない、または、規定のフォーマットではない場合

は、うべパーソナル GIS が使用している地図バージョンがデ

フォルトで設定されます。  

YYYY/MM/DD   10 文字 

※ インポート時、メモ内容 13 には「大字名」から「番地 3」を半角スペースで結合し、先頭から 50 文字分のみ格納します。 
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住所マッチング時は、「大字」－「番地 1」－「番地 2」－「番地 3」の順に、住所が一致するかどうかをチェックします。

「番地 3」まで一致しなかったコンテンツは、地図表示時には記述した住所にもっとも近い場所に表示されます。以下、

例を示します。 

サンプル 

□□市△△１丁目××－○○－△△ 

 

  ・大字名 ・・・・・△△１丁目 

  ・番地１ ・・・・・×× 

  ・番地２ ・・・・・○○ 

  ・番地３ ・・・・・△△ 

通番は、コンテンツごとに固有の番号（最大６桁までの整数）を記述します。重複している場合は、重複エラーとなりイ

ンポートできません。 

アイコン番号は、うべパーソナル GIS で使用可能なアイコン番号を記述します。以下、うべパーソナル GIS にデフォル

トで登録されているアイコンとその番号です。（７２種類） 
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・座標マッチング用 CSV ファイル 

「#!#」で始まる行はコメント行として、「#!」で始まる行は設定行として扱い、それ以外の行はデータ行として扱います。デ

ータ行のフォーマット（各項目の並び順）は規定されませんが、データ行を構成する各項目については、それぞれフォ

ーマットが規定されます。それについて以下に示します。 

項目 説明 

編集許可 
固定値です。 

「0」ならば編集許可、「-1」ならば編集不可になります。  

地図バージョン 
固定フォーマットです。 

整数 6 桁です。  

形状 
固定値です。 

「‐」ならば図形なし、「点」ならば点コンテンツ、「線」ならば線コンテンツ、「面」ならば面コンテン

ツ、「字」ならば文字コンテンツです。  

シンボル名 
固定フォーマットです。 

icon フォルダからの相対パスでファイル名を記述します。  

線の色 
固定フォーマットです。 

「#」＋16 進表記 6 桁で記述します。 

線の太さ 
固定値です。 

「1」ならば極細、「2」ならば細、「3」ならば中、「4」ならば太、「5」ならば極太です。 

線の塗り 
固定値です。 

「solid」ならば直線、「dot」ならば点線、「dash」ならば鎖線、「dashdot」ならば一点鎖線です。 

座標列 
固定フォーマットです。 

数値を半角カンマで結合した文字列（座標）を、半角空白で結合した文字列です。  

面の色 
固定フォーマットです。 

「#」＋16 進表記 6 桁で記述します。 

面の塗り 

固定値です。 

「HS_SOLID」ならば塗り潰し、「HS_HORIZONTAL」ならば横縞、「HS_VERTICAL」ならば縦縞、

「HS_CROSS」ならば十字、「HS_BDIAGONAL」ならば左上から右下へ 45 度、「HS_FDIAGONAL」

ならば左下から右上への 45 度、「HS_DIAGCROSS」ならば斜め十字、「HS_NONE」塗りなしです。 

半透過 
固定値です。 

「0」ならば透過なし、「-1」ならば透過ありです。 

文字色 
固定フォーマットです。 

「#」＋16 進表記 6 桁で記述します。 

文字背景色 
固定フォーマットです。 

「#」＋16 進表記 6 桁で記述します。 

文字フォント 
固定値です。 

システムに登録されているフォント名を記述します。 

文字角度 数値です。 

文字サイズ 数値です。 
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・コンバートログ 

データのインポート/エクスポート時に、変換についてのコンバートログを作成します。 

ログ出力先フォルダは、初期設定ではユーザディレクトリ配下のログフォルダです。 

１）空間コンテンツインポート 

出力ログファイル名は、初期設定では import_[yyyymmdd].log です。 

 ※[yyyymmdd]は現在年月日、構成要素は以下の通りです。 

項番 項目 説明 

1 日時 ログ出力日時 フォーマット「yyyymmdd.hhmmss」 

2 変換元ファイル名 変換元のファイル名 

3 データ行数 何番目のデータかを表す 

4 ログ内容 データ変換結果など 

5 タイトル コンテンツのタイトル 

6 レイヤ名 コンテンツのレイヤ名 

7 登録日 コンテンツの登録日 

8 有効期限 コンテンツの有効期限 

２）CSV インポート 

出力ログファイル名は、初期設定では import_csv_[yyyymmdd].log です。  

※[yyyymmdd]は現在年月日、構成要素は以下の通りです。 

項番 項目 説明 

1 日時 ログ出力日時 フォーマット「yyyymmdd.hhmmss」 

2 変換元ファイル名 変換元のファイル名 

3 データ行数 何番目のデータかを表す 

4 ログ内容 データ変換結果など 

5 タイトル コンテンツのタイトル 

6 レイヤ名 コンテンツのレイヤ名 

7 登録日 コンテンツの登録日 

8 有効期限 コンテンツの有効期限 

３）シェープインポート 

出力ログファイル名は、初期設定では import_shape_[yyyymmdd].log です。  

※[yyyymmdd]は現在年月日、構成要素は以下の通りです。 

項番 項目 説明 

1 日時 ログ出力日時 フォーマット「yyyymmdd.hhmmss」 

2 変換元ファイル名 変換元のファイル名 

3 データ行数 何番目のデータかを表す 

4 ログ内容 データ変換結果など 

5 タイトル コンテンツのタイトル 

6 レイヤ名 コンテンツのレイヤ名 

7 登録日 コンテンツの登録日 

8 有効期限 コンテンツの有効期限 
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４）住所マッチング 

出力ログファイル名は、初期設定では import_adr_[yyyymmdd].log です。  

※[yyyymmdd]は現在年月日、構成要素は以下の通りです。 

項番 項目 説明 

1 日時 ログ出力日時 フォーマット「yyyymmdd.hhmmss」 

2 変換元ファイル名 変換元のファイル名 

3 通番 コンテンツの通番 

4 タイトル コンテンツのタイトル 

5 登録日 コンテンツの登録日 

6 ログ内容 データ変換結果など 

５）座標マッチング 

出力ログファイル名は、初期設定では import_xy_[yyyymmdd].log です。  

※[yyyymmdd]は現在年月日、構成要素は以下の通りです。 

項番 項目 説明 

1 日時 ログ出力日時 フォーマット「yyyy/mm/dd hh:mm:ss」 

2 ログ種別 ログ内容のレベル 

3 変換元ファイル名 変換元のファイル名 

4 タイトル コンテンツのタイトル 

5 ログ内容 データ変換結果など 

６）空間コンテンツエクスポート 

出力ログファイル名は、初期設定では export_[yyyymmdd].log です。  

※[yyyymmdd]は現在年月日、構成要素は以下の通りです。 

項番 項目 説明 

1 日時 ログ出力日時 フォーマット「yyyy/mm/dd hh:mm:ss」 

2 ログ種別 ログ内容のレベル 

3 モジュール名   

4 関数名   

5 処理内容 データ変換結果など 

７）シェープエクスポート 

出力ログファイル名は、初期設定では export_shape_[yyyymmdd].log です。 

※[yyyymmdd]は現在年月日、構成要素は以下の通りです。 

項番 項目 説明 

1 日時 ログ出力日時 フォーマット「yyyy/mm/dd hh:mm:ss」 

2 ログ種別 ログ内容のレベル 

3 カウント 何番目のデータかを表す 

4 タイトル コンテンツのタイトル名 

5 処理内容 データ変換結果など 
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◇宇部市作成アイコンの選択◇ 

・地図記号の選択 

地図記号の選択に際しては、空間コンテンツ作成の「基本アイコンリスト【①】」を選択し、「カテゴリーから選択」【②】

を選択します。 

 

以下のとおり、「アイコン選択」画面が表示されますので、カテゴリー「地図記号」【①】を選択します。 
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カテゴリー「地図記号」を選択すると、「地図記号一覧」が表示されますので、使用記号を選択して【①】、ＯＫボタン

【②】をクリックします。変更する場合は、キャンセルボタン【③】をクリックします。記号は、9000001～9000068 までの中

から選択できます。 

 

 

・丸文字の選択 

丸文字の選択に際しては、空間コンテンツ作成の「基本アイコンリスト【①】」を選択し、「カテゴリーから選択」【②】を

選択します。 
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以下のとおり、「アイコン選択」画面が表示されますので、カテゴリー「丸文字」【①】を選択します。 

 

カテゴリー「丸文字」を選択すると、「丸文字一覧」が表示されますので、使用記号を選択して【①】、ＯＫボタン【②】

をクリックします。変更する場合は、キャンセルボタン【③】をクリックします。記号は、9001001～9001089 までの中から

選択できます。 
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地図記号一覧 

 

 

 

 

 

丸文字一覧 

 


