公図標定Ｐ(CF2Trans)機能説明書
「公図標定Ｐ(CF2Trans)」についての機能説明書です。次のバージョンに対応しています。
バージョン
6.0.9

日付
2010/06/12

「公図標定 P」と「CF2Trans」は同じプログラムです。メニュー名などのインターフェースおよび
メッセージなどが日本語(公図標定 P)か英語(CF2Trans)となっています。
目的に即した操作手順については「公図標定Ｐ(CF2Trans) 操作説明書」を、プログラムのインスト
ールについては「公図標定Ｐ(CF2Trans) インストール説明書」を参照してください。
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9.

その他 ...................................................... 30

１．はじめに
1.1.

概要

公図標定Ｐ(CF2Trans)は公図標定専用のソフトウェアです。地籍フォーマット２０００ファイルをヘルマート変換し
ます。
「公図標定Ｐ」と「CF2Trans」は同じプログラムです。メニュー名などのインターフェースおよびメッセージなどが
日本語(公図標定 P)か英語(CF2Trans)となっています。以下の説明ではソフトウェア名を「公図標定Ｐ」とします。
また、英語版のメニュー名などは括弧()をつけて付記します。

公図標定Ｐは以下のようなファイルの入出力・表示をサポートしています。

【地籍フォーマット 2000】
Ver.1.0 Ver.1.1

【地籍フォーマット２０００変換】

【地籍フォーマット 2000】
Ver.1.0 Ver.1.1

・ ヘルマート変換
・ 平行移動、回転

【街区点・補助点 CSV】

・ 一括設定
・ ２画面表示

【一括設定用 CSV】
【背景データ】
【図上測定点 CSV】

GeoTIFF, DM, DXF
【残差表用 CSV】

【残差表用 CSV】

【インストール】
インストール説明書を参照してください。

【起動】
Windows のスタートメニューのプログラムから、[GeoCoachSystems]-[公図標定Ｐ]で起動します。

【終了】
[ファイル]メニューの[終了]で、終了します。
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2. ファイルメニュー
2.1. 開く 地籍フォーマット 2000
メニュー[ファイル(File)]-[開く地籍フォーマット 2000(Open Chiseki Format 2000)]でファイルを開きます。地区
別情報ファイル.hed を選択すれば、同じ名前の他の情報ファイルも同時に開きます。複数の.hed が選択された場合、
同時に開きますが、ヘルマート変換などは、最初に開かれたファイルに適用します。

ファイルを開くと画面中央に筆・長狭物図形、筆界点、図根点、地図番号の図郭を表示します。

地籍フォーマット 2000 のバージョンは 1.0 と 1.1 に対応しています。
ファイルを開いたフォルダを記録し、次回起動時にはそのフォルダがデフォルトになります。
開いた地籍フォーマット 2000 ファイルの名称が、ウィンドウ右側の[データ(Data)]パネルに表示されます。ファイ
ル名を選択し、右マウスでのポップアップメニューで[保存 地籍フォーマット 2000(Save Chiseki Format 2000)]を
選択することで、地籍フォーマット 2000 ファイルを保存できます。

開いたファイルが選択された状態で、ダイアログを開きます。

開いたファイルがバージョン 1.0 の場合、バージョン 1.1 で保存するオプションが使えます。
デフォルトでは開いたファイルの種類をすべて保存します。また、例えば.und のように、開いたファイルにサイズが
0 の空のファイルがあった場合、サイズ０の空のファイルを作成します。主要６ファイル(地区別、地図番号、筆界点、
筆・長狭物図形、筆属性、筆界未定構成筆属性)のみの保存が指定できます。
バックアップを指定すれば、元のファイルを拡張子.bak を付けた名前に変更した後で、ファイルを保存します。
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開いた地籍フォーマット 2000 ファイルについて、ウィンドウ右側の[筆界点(PNT)]と[図根点(TCP)]パネルに筆界点
と図根点の名称を昇順にリストアップします。名称を選択すれば、[２Ｄ表示(2DView)]ウィンドウの中央に表示し、
点が選択された状態になります。

2.2. 参照 街区点及び補助点
メニュー[ファイル(File)]-[参照 街区点 CSV(Ref Point(csv))]で「街区点及び補助点成果簿フォーマット」の CSV
ファイルを開くことができます。街区点や補助点について複数のファイルを同時に選択することができます。フォル
ダが選択されている場合、そのフォルダ内のファイルを開きます。ファイル名に”GIK”がついていれば街区
点、”HJO”がついていれば補助点と判定しています。

[２Ｄ表示(2DView)]]パネルには次のように表示します。
表示色
形
街区点
オレンジ
大き目の正方形
補助点
オレンジ
小さめのひし形

ウィンドウ右側の[街区点(Ref Point)]パネルに、
「街区点・補助点名称」を各ファイル別に昇順で表示します。名称
を選択することで、該当する点を選択状態にして、[２Ｄ表示(2DView)]ウィンドウの中央に表示します。選択された
街区点・補助点について、[属性値(Info)]パネルに一部の情報を表示します。
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また、ウィンドウ右側の[データ(Data)]パネルに開いているファイル名を表示します。ファイル名を選択し、ポップ
アップメニューで閉じることができます。

【街区点及び補助点成果簿フォーマット】
CSV ファイルの以下の列について参照しています。
列
データ項目
３
座標系
11
外区点・補助点名称
12
X 座標
13
Y 座標
15
地盤高

2.3. 参照 一括変更用ファイル
メニュー[ファイル(File)]-[参照 一括変更 CSV(Ref BatchChange(csv))]で一括変更用の CSV ファイルを開くことが
できます。ファイルの内容は、ウィンドウ右側の[一括変更(BatchChange)]パネルに表示されます。

属性値(Value)列をダブルクリックすると、変更できます。内容を変更した後は、エンターキーで変更が確定します。
地籍フォーマット 2000 データを一括変更する際には、変更された値を適用します。
別の一括変更ファイルを開けば、[一括変更(BatchChange)]パネルの内容が入れ替わります。
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【一括変更用データの参照】
このデータは、地籍フォーマット 2000 ファイルを座標変換する際に参照し、座標変換と同時に地籍フォーマット 2000
データを変更します。座標変換は、回転・平行移動・縮尺補正なしヘルマート変換、縮尺補正ありヘルマート変換で、
[ヘルマート変換(Helmert)]パネルの操作で実行します。
【一括変更用ファイルのフォーマット】
地籍フォーマット 2000 のデータを一括して変更するための値をこのファイルで指定します。２７行３列の表です。
ファイルの１列目にファイル名、２列目にデータ項目名がありますが、プログラムからは参照せず、３列目の値だけ
を使用します。従って、１行目は必ず、地区別情報ファイルの市町村コードであり、２５行目は必ず、筆界未定構成
筆属性情報ファイルの気共有者情報の有無でなければなりません。２６、２７行の図上測定点成果簿は、図上測定点
成果簿用 CSV ファイルの出力の際に参照し、３列目の値をセットします。
３列目に何も入力されていない場合、地籍フォーマット 2000 ファイルにはブランクを設定します。整数型の場合も、
ブランクを設定し、地籍フォーマット 2000 ファイルには何も出力しません。
(バージョン 1.03 から 14 と 15 の調査年月(n),測図年月(n)は無効になりました)

上記ファイルをインストールフォルダに BactchChange_sample.csv をインストールしています。

2.4. 参照 DM
メニュー[ファイル(File)]-[参照 DM(Ref DM)]で選択された DM データファイルをリードし、背景として表示します。
[２Ｄ表示(2DView)]パネルには DM のデータはすべてダークグレイ色で表示します。ツールバーの[DM]の ON/OFF で DM
データ全体の表示非表示を切り替えることができます。[データ(Data)]パネルの DM のノードで、DM データを閉じる
ことができます。

2.5. 参照 DXF
DXF ファイルを選択し、背景として表示します。

[２Ｄ表示(2DView)]パネルには、DXF のデータはすべてダークグレイ色で表示します。ツールバーの[DXF]の ON/OFF
で DXF データ全体の表示非表示を切り替えることができます。
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2.6. 参照 GeoTIFF
メニュー[ファイル(File)]-[参照 GeoTIFF(Ref GeoTIFF)]でファイルを開きます。選択されたファイルのうち、[２
Ｄ表示(2DView)]の[選択(Selected)]が ON になっているウィンドウの表示範囲と重なるファイルのみをリードします。

複数の TIFF ファイルが選択できます。また、フォルダが選択された場合、そのフォルダ以下に含まれる TIFF ファイ
ル(.tif, .tiff)が対象となります。既に読み込んでいるファイルはリードしません。

GeoTIFF ファイルのピクセルサイズそのままに読み込むと、メモリーの使用量が増大し、表示速度も遅くなります。[低
解像度(half resolution)]が選択された場合、イメージの縦横のサイズを半分にして処理します。メモリー消費量を
節約し、表示速度は速くなりますが、画像が粗くなります。

2.7. 終了
メニュー[ファイル(File)]-[終了(End)]でプログラムを終了します。確認のダイアログを表示します。

3. 編集メニュー
3.1. 元に戻す、再実行
地籍フォーマット 2000 ファイルの変換や、変換用データの設定などの取消しおよび再実行用のメニューです。どの
ような操作を取り消すか、メニュー名に簡単に表示します。10 回まで元に戻すことができます。

4. 表示メニュー
・
・

デフォルト表示：地図全体を表示します。
背景色...： [２Ｄ表示(2DView)]パネルの背景色が指定できます。
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5. ツールメニュー
5.1. 地番テキスト配置
[地番テキスト配置(Lot Number Text Placing)]は、地籍フォーマット 2000 ファイルの筆・長狭物図形の地番の表示
位置を計算し、表示します。

ダイアログでは印刷時の文字高文字幅を想定しています。ミリメートル単位で指定してください。地図縮尺に応じて
実座標での高さと幅に換算し、文字を囲む矩形が筆・長狭物図形の中に入るように計算します。OK ボタンで自動配置
を開始し、進行状況を表示します。約数十秒から数分かかります。

地番のテキストは、筆の中で最も広い場所に文字を囲む矩形が入るよう配置します。長狭物の場合も、幅が最も広い
場所に配置します。もしテキスト全体が筆・長狭物図形の中に入りきれない場合、テキストの原点(左下角)が必ず中
に入るように配置します。但し、[２Ｄ表示(2DView)]パネルの表示ではフォントのサイズは変わりません。

テキストの表示非表示はツールバーの[地番(LotNumber)]で切り替えることができます。

5.2. 距離計算(Measure Distance)
２点間の距離を計算します。メニュー起動後２点をクリックしてください。距離は[レポート(Report)]パネルとステ
ータスバーに表示します。
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5.3. 公図切り出し(Part CF2)
地籍フォーマット 2000 の一部のデータを取り出し、別データを作成します。任意の形のポリゴンを入力し、ポリゴ
ン内部の筆・長狭物図形、筆界点、図根点、仮行政界線とそれに関係する他の情報を別データとして作成します。作
成したデータは地籍フォーマット 2000 ファイルとして保存できます。
地籍フォーマット 2000 データ A

地籍フォーマット 2000 データ A

地籍フォーマット 2000 データ B
ポリゴンの内部のみのコピーを
別データにする

ポリゴン

メニュー選択後、マウスボタンクリックでポリゴンを入力します。ダブルクリックで入力終了となり、ポリラインを
閉じポリゴンとします。筆・長狭物図形と仮行政界線については、完全にポリゴンの内側に入るもののみをコピーし
ます。

ポリゴン入力後、地区別情報の一部を表示しますので、必要な箇所を変更してください。

コピーしたデータの数をレポートします。すべての筆・長狭物図形の面積を合計した値を地区別情報の作成面積とし
ています。[データ]パネルに作成したデータのノードを追加します。ノード名は元のファイル名に「＿１」
「＿２」
「＿
３」などを付けています。新たにファイルを開くと、再度「＿１」から始まります。このノードのポップアップメニ
ューで地籍フォーマット 2000 ファイルが保存できます。また、メニュー[表示・ピッキング(ON/OFF)]でデータ全体
の表示非表示を切り替えることができます。

次のような順序で処理しています。ここで「関連する」とは、大字・小字・地番が一致していることを意味します。
（１） 地区別情報をコピーし、ダイアログの指定で書き換える。
（２） ポリゴンの内側の筆界点および図根点をコピーする。
（３） 筆・長狭物図形について、参照する筆界点がすべてポリゴンの内側にある場合、コピーする。従って、一部
の点がポリゴンの外側にある場合、コピーしない。
（４） コピーされた筆・長狭物図形に対応する筆属性をコピーする。筆・長狭物図形に対応していない筆属性はコ
ピーされません。
（５） 筆・長狭物図形から参照されていない筆界点を削除する。
（６） コピーされた筆属性が参照している地図番号情報をコピーする。
（７） 共有者情報について、関連する筆・長狭物図形がコピーされていれば、コピーする。
（８） 筆界未定構成筆属性について、関連する筆・長狭物図形がコピーされていれば、コピーする。
（９） 仮行政界線について、参照する筆界点・図根点がすべてポリゴンの内側にあれば、コピーする。
（１０）国土調査登記情報について、関連する筆・長狭物図形がコピーされていれば、コピーする。
（１１）コピーされた筆・長狭物図形の面積の合計を地区別情報の作成面積にセットする。
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【地図番号はひとつのみ】
コピーされた筆属性が複数の地図番号を参照している場合、最も多く参照されている地図番号のみを残し、全ての筆
属性がその地図番号のみを参照するようにします。従って、地図番号情報ファイルに記録される地図番号は一個、筆
属性情報ファイルの筆属性の地図番号数は１となります。
【地図番号を指定する】
地図番号がひとつのみの場合、地図番号の名称を指定することができます。指定された名称は地図番号情報ファイル
と筆属性情報ファイルの地図番号に反映します。

5.4. 残差表 CSV チェック
保存されている残差表の CSV ファイルをチェックします。指定されたフォルダの CSV ファイルについてチェックしま
す。

残差 X と Y について、和の絶対値が大きい場合、ファイル名をレポートパネルに表示します。次のように判定してい
ます。
残差の和の絶対値 > 0.001 x 項目数

5.5. 成果図用 DXF 作成(Result Dxf)
街区点 CSV、公図標定残差用 CSV などから、成果図作成のための DXF ファイルを作成します。
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【入力 CSV ファイル】
（１）

国家基準点成果簿
ふたつのタイプの CSV ファイルに対応しています。
【四つの等級が１ファイルにまとめてある場合】
CSV ファイルはヘッダ行なしで、１行目から次の列をリードします。
列 型
内容
5
文字列
等級(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)と基準点名
6
実数
X 座標(測量座標)
7
実数
Y 座標(測量座標)
【四つの等級がそれぞれ別ファイルになっている場合】
CSV ファイルはヘッダ行なしで、１行目から次の列をリードします。
列 型
内容
10 文字列
等級(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ)と基準点名
11 実数
X 座標(測量座標)
12 実数
Y 座標(測量座標)
DXF ファイルへの出力。
レイヤ
エンティティ
内容
1,2,3,4 ポリライン
基準点原点を重心とした三角形△
POLYLINE
底辺 3.5m 高さ 3.0ｍの二等辺三角形
等級Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳに対してレイヤは”1”,”2”,”3”,”4”となる
1,2,3,4 テキスト
等級に応じて”Ⅰ ”、 ”Ⅱ ”、”Ⅲ ”、 ”Ⅳ ”の一文字
TEXT
幅 3m 高さ 3m
基準点原点から数学座標の X 方向に 4m、Y 方向に 0.5ｍ
位置合わせは中央中心
等級Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳに対してレイヤは”1”,”2”,”3”,”4”となる
15
テキスト
基準点名
TEXT
幅 2m、高さ 2m
基準点原点から数学座標の X 方向に 6.5m、Y 方向に 0.5ｍ
位置合わせは左中央

（２）

公共基準点成果簿
１級、２級、３級、４級それぞれの CSV ファイルが指定できます。
CSV ファイルはヘッダ行なしで、
、１行目から次の列をリードします。
列 型
内容
10 文字列
基準点名
11 実数
X 座標(測量座標)
12 実数
Y 座標(測量座標)
DXF ファイルへの出力。
レイヤ
エンティティ
内容
5,6,7,8 円
基準点原点を中心とする円○
CIRCLE
直径 3m
等級 1,2,3,4 対してレイヤは”5”,”6”,”7”,”8”となる
1,2,3,4 テキスト
等級に応じて”1 ”、 ”2 ”、”3”、 ”4 ”の一文字
TEXT
幅 3m 高さ 3m
基準点原点から数学座標の X 方向に 3m、Y 方向に 0ｍ
位置合わせは中央中心
等級 1,2,3,4 対してレイヤは”5”,”6”,”7”,”8”となる
15
テキスト
基準点名
TEXT
幅 2m、高さ 2m
基準点原点から数学座標の X 方向に 6.5m、Y 方向に 0.0ｍ
位置合わせは左中央

（３）

公共基準点（改測改算）成果簿
CSV ファイルはヘッダ行なしで、
、１行目から次の列をリードします。
列 型
内容
10 文字列
基準点名
11 実数
X 座標(測量座標)
12 実数
Y 座標(測量座標)
DXF ファイルへの出力。
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レイヤ
9
15

エンティティ
円
CIRCLE
テキスト
TEXT

内容
基準点原点を中心とする円○
直径 3m
基準点名
幅 2m、高さ 2m
基準点原点から数学座標の X 方向に 3.5m、Y 方向に 0.0ｍ
位置合わせは左中央

（４）

街区三角点成果簿
CSV ファイルはヘッダ行なしで、１行目から次の列をリードします。
列 型
内容
10 文字列
基準点名
11 実数
X 座標(測量座標)
12 実数
Y 座標(測量座標)
DXF ファイルへの出力。
レイヤ
エンティティ
内容
10
ポリライン
基準点原点を重心とした逆三角形▽
POLYLINE
上辺 3.0m 高さ 2.5ｍの二等辺三角形
等級Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳに対してレイヤは”1”,”2”,”3”,”4”となる
15
テキスト
基準点名
TEXT
幅 2m、高さ 2m
基準点原点から数学座標の X 方向に 6.5m、Y 方向に-0.5ｍ
位置合わせは左中央

（５）

街区多角点成果簿
CSV ファイルはヘッダ行なしで、１行目から次の列をリードします。
列 型
内容
10 文字列
基準点名
11 実数
X 座標(測量座標)
12 実数
Y 座標(測量座標)
DXF ファイルへの出力。
レイヤ
エンティティ
内容
11
塗りつぶし
基準点原点を重心とした逆三角形▼
SOLID
上辺 3.0m 高さ 2.5ｍの二等辺三角形
15
テキスト
基準点名
TEXT
幅 2m、高さ 2m
基準点原点から数学座標の X 方向に 2.0m、Y 方向に-0.5ｍ
位置合わせは左中央

（６）

街区点成果簿
CSV ファイルはヘッダ行なしで、１行目から次の列をリードします。
列 型
内容
11 文字列
基準点名
12 実数
X 座標(測量座標)
13 実数
Y 座標(測量座標)
18 整数
街区点設置者種別
24 整数
標識区分
39 文字列
土地境界図ファイル名
DXF ファイルへの出力。
レイヤ
エンティティ
内容
14
円
基準点原点を中心とする円○
CIRCLE
直径 2.0m
15
テキスト
基準点名
TEXT
幅 2m、高さ 2m
基準点原点から数学座標の X 方向に 2.0m、Y 方向に 4.5ｍ
位置合わせは左中央
16
テキスト
杭種別
TEXT
幅 2.5m、高さ 2.5m
基準点原点から数学座標の X 方向に 2.0m、Y 方向に 1.5ｍ
位置合わせは左中央
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17

テキスト
TEXT

街区点設置者種別が 1 から 11 の場合、以下のテキストを出力する。
1: 「杭（国）
」
2: 「杭（都）
」
3: 「杭（道）
」
4: 「杭（府）
」
5: 「杭（県）
」
6: 「杭（市）
」
7: 「杭（区）
」
8: 「杭（町）
」
9: 「杭（村）
」
10: 「杭（組）
」
11: 「杭（民）
」
街区点設置者種別が 12,13,14 の場合、標識区分からテキストを判断する。
3: 「杭」
5: 「物」
0,1,4: テキスト出力なし
土地境界図番号(「ID」からの後側の英数部分を出力。
「ID-」でない場合、
「ID」
の後に「-」を挿入した文字列)
幅 3m、高さ 3m
基準点原点から数学座標の X 方向に 2.0m、Y 方向に-4.5ｍ
位置合わせは左中央

（７）

街区補助点成果簿
CSV ファイルはヘッダ行なしで、１行目から次の列をリードします。
列 型
内容
11 文字列
基準点名
12 実数
X 座標(測量座標)
13 実数
Y 座標(測量座標)
DXF ファイルへの出力。
レイヤ
エンティティ
内容
12
ブロック参照
基準点原点を中心とする円●
INSERT
直径 2.0m
15
テキスト
基準点名
TEXT
幅 2m、高さ 2m
基準点原点から数学座標の X 方向に 2.0m、Y 方向に 0.0ｍ
位置合わせは左中央

（８）

図上測定街区点成果簿
CSV ファイルはヘッダ行なしで、１行目から次の列をリードします。
列 型
内容
11 文字列
基準点名
12 実数
X 座標(測量座標)
13 実数
Y 座標(測量座標)
DXF ファイルへの出力。
レイヤ
エンティティ
内容
14
円
基準点原点を中心とする円○
CIRCLE
直径 2.0m
16
テキスト
文字列は「無」
TEXT
幅 2.5m、高さ 2.5m
基準点原点から数学座標の X 方向に 2.0m、Y 方向に 1.5ｍ
位置合わせは左中央
15
テキスト
基準点名
TEXT
幅 2m、高さ 2m
基準点原点から数学座標の X 方向に 2.0m、Y 方向に 4.5ｍ
位置合わせは左中央

（９）

公図標定残差表
ダイアログでは残差表 CSV のフォルダを指定します。フォルダ内の全ての CSV ファイルを残差表 CSV として
リードします。
次の列をリードします。
列 型
内容
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2
3
4
12

文字列
実数
実数
実数

街区点番号
街区点 X 座標(測量座標)
街区点 Y 座標(測量座標)
残差 dL
59 行目は残差の平均二乗誤差
14 実数
縮尺係数
DXF ファイルへの出力。
レイヤ
エンティティ
内容
18
テキスト
各街区点の残差を「dL=*.**」と、小数点以下２桁で出力
TEXT
幅 2m、高さ 2m
基準点原点から数学座標の X 方向に 2.0m、Y 方向に-1.5ｍ
位置合わせは左中央
19
テキスト
残差の平均二乗誤差を「(S=*.**)」と、小数点以下２桁で出力
TEXT
幅 4.0m、高さ 4.0m
街区点の凸包ポリゴンの中心座標
位置合わせは中央中心
19
テキスト
縮尺係数を「(k=*.**)」と、小数点以下２桁で出力
TEXT
幅 4.0m、高さ 4.0m
街区点の凸包ポリゴンの中心座標から X 方向に 0.0m、Y 方向に-6.0ｍ
位置合わせは中央中心
17
テキスト
街区点番号の先頭の３文字(CSV の街区点番号で最も多い３文字)
TEXT
幅 4.0m、高さ 4.0m
街区点の凸包ポリゴンの中心座標から X 方向に 0.0m、Y 方向に 5.0ｍ
位置合わせは中央中心
99
ポリライン
街区点の凸包ポリゴンを出力
POLYLINE
確認用で、ダイアログで出力するしないが指定できる
【入力 DXF ファイル】
地籍図 1/5000 図郭割の DXF ファイルをリードします。
DXF には矩形のポリゴン(閉じたポリライン)とその中に図郭名称がテキストで入っていることが必要です。ポリゴン
とテキストは一対一に対応していなければなりません。
上記の DXF 出力の内容を、図郭毎に DXF に出力します。ファイル名は「図郭名称」+”.dxf”とない、ダイアログで
指定された全体の DXF と同じフォルダに保存します。基本的に基準点が矩形に入る場合、その基準点と関連するテキ
ストを保存します。但し、公図標定残差表の凸包ポリゴンについては、凸包ポリゴンと矩形が重なる部分のポリゴン
について、中心座標を求め、そこにテキストを配置します。
【出力 DXF ファイル】
上記 CSV に対する DXF エンティティの仕様に従って、全てのエンティティを出力します。DXF のバージョンは R12 で
す。ファイル名はダイアログで指定します。
また、図郭別の DXF も出力します。図郭別の DXF にエンティティがない場合もファイルは作成します。
ダイアログで指定する「残差表ポリゴンの最小面積」は図郭別の DXF についての指定です。凸包ポリゴンと図郭の矩
形が重なる部分の面積が指定された値よりも小さい場合、関係するテキストを出力しません。
【ログファイル】
読み込んだファイル名全てと、出力したファイル名全てをフルパスで記録します。また、公図標定残差表での３文字
の街区点番号について、使用した３文字と、参照した３文字を記録します。
【設定の記録】
ダイアログで表示しているファイル名などは、OK ボタンを押された時に記録し、次回起動時に表示しています。自治
体別に設定を記録しておきたい場合、
「保存」ボタンで、CSV 形式で保存できます。この CSV を「開く」ボタンで読み
込み、ダイアログの設定を入れ替えることができます。

5.6. 一括修正(Recover)
ヘルマート変換された地籍フォーマット 2000 の内容を一括して修正します。
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地籍フォーマット 2000 ファイルのフォルダを指定し、修正した地籍フォーマット 2000 ファイルを保存するフォルダ
を別に指定します。指定されたフォルダの地籍フォーマット 2000 の主要６ファイルについて、修正します。
情報ファイル
番号 項目
内容
地図番号
13
地図番号の新旧区分
1 に変更
地図番号
16,1 測図年月、調査年月
2 組以上の場合 1 組に変更
7
筆界点
5
筆界点の区分
117 の場合 111 に変更
筆界点
12
地盤高
空白に変更
筆・長狭物図形
3
大字名称
大字コードが 0 で、大字名称がスペース(半角、全
角)の場合、大字名称をブランクにする
筆・長狭物図形
4
小字名称
小字コードが 0 で、小字名称がスペース(半角、全
角)の場合、小字名称をブランクにする
筆・長狭物図形
8
線分種別
最終点の値を 0 に変更
筆属性
3
大字名称
大字コードが 0 で、大字名称がスペース(半角、全
角)の場合、大字名称をブランクにする
筆属性
4
小字名称
小字コードが 0 で、小字名称がスペース(半角、全
角)の場合、小字名称をブランクにする
筆属性
19
土地利用種目
0 に変更
筆属性
20
土地所有形態
0 に変更
筆界未定構成筆属性 7
大字名称
大字コードが 0 で、大字名称がスペース(半角、全
角)の場合、大字名称をブランクにする
筆界未定構成筆属性 8
小字名称
小字コードが 0 で、小字名称がスペース(半角、全
角)の場合、小字名称をブランクにする
筆属性について、複数の地図番号を参照している場合、筆属性情報ファイルで最も多く参照されている地図番号をひ
とつだけ参照するよう変更します。従って、筆属性の地図番号数は１になります。
【ファイル名から地図番号を設定する】
地図番号情報ファイルと筆属性情報ファイルの地図番号を変更します。ファイル名の「HS」「HN」の後の文字列を地
図番号とします。例えば、ファイル名が「○○○_HS１１－Ａ.hed」の場合、
「１１－Ａ」が地図番号になります
【筆界点情報ファイルの筆界点の区分を全て 11 にする】
筆界点情報ファイルの「筆界点の区分」の値を全て 11(公図から得られた筆界点)にします。
保存したファイル名および変更した項目の数を[レポート]パネルに表示します。
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5.7. 道路の地籍フォーマット 2000 作成(Save Road)
街区以外の部分を道路のポリゴンとして、地籍フォーマット 2000 ファイルとして作成します。

範囲 DXF

処理

地籍フォーマット 2000
・図郭Ａ

街区 DXF
地籍フォーマット 2000
区切 DXF

・図郭Ｂ

図郭 DXF

地籍フォーマット 2000
・図郭Ｃ

一括変更 CSV

・
・

街区点 CSV

・

メニューを起動する前に、[ファイル]-[参照 街区点 CSV]で「街区点及び補助点成果簿フォーマット」の CSV ファイ
ルを開いておきます。この処理では、
「街区点・補助点名称」
「Ｘ座標」
「Ｙ座標」
「地盤高」を参照します。保存する
地籍フォーマット 2000 の筆界点情報ファイルの筆界点について、ＸＹ座標から特定し、名称と地盤高を参照します。
また、[ファイル]-[参照 一括変更 CSV]で、一括変更用のファイルも開いておきます。一括変更用 CSV の内容を、保
存する地籍フォーマット 2000 ファイルにセットします。

【1.範囲】
DXF ファイルの閉じたポリラインで、道路を含む全体の範囲を指定します。DXF ファイル中には閉じたポリラインが
ひとつだけ入っています。ファイルリード後、ポリラインの頂点の近く 1cm 以内に街区点があれば、座標を街区点に
合わせます。

【2.街区】
DXF ファイルで街区のポリゴンを閉じたポリラインで指定します。上記の範囲のポリゴンの内側に完全に入るポリラ
インのみ対象とします。範囲のポリゴンの外側あるいは範囲のポリゴンと接触したり交差したりするポリラインは対
象外です。閉じたポリラインの内側にある閉じたポリラインは道路とみなし、地籍フォーマット 2000 ファイルに出
力します。ファイルリード後、ポリラインの頂点の近く 1cm 以内に街区点があれば、座標を街区点に合わせます。
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ポリラインが閉じているいない場合、チェックリストにリストアップします。

【3.区切】
道路の区切り線を DXF ファイルで指定します。区切り線はポリラインあるいはラインエンティティです。下図の緑色
の線です。

区切り線の端点が 1cm 以内の距離で街区点の近くにある場合、端点を街区点の座標に移動します。また、端点が 1cm
いないの距離で、範囲線あるいは街区線の近くにあれば、座標を線上に移動します。区切り線の端点は必ず範囲ある
いは街区ポリゴンの線上にのっていなければなりません。のっていない場合、その座標を[チェックリスト]にリスト
アップし、処理を中断します。

【4.図郭】
図郭の矩形と名称を DXF ファイルで指定します。図郭は矩形の閉じたポリゴンで、その中に図面番号テキストがひと
つだけはいっていなければなりません。矩形の中にテキストが入っていない場合、[チェックリスト]に矩形をリスト
アップし、処理を中止します。

【地籍フォーマット 2000 保存フォルダ】
図郭別の地籍フォーマット 2000 ファイルを保存するフォルダを指定します。
【図郭点名称の開始番号】
道路のポリゴンが図郭線で分かれる場合、筆界点(区分=図郭点)を追加します。点名称はダイアログで指定された番
号から連番で設定します。隣接する図郭に同じ座標の筆界点(区分=図郭点)ができますが、点名称は同じです。最初
の番号と最後の番号をレポートします。
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【ＯＫ】
OK ボタンで処理を開始します。
範囲ポリゴンとそのの内側の街区ポリゴンから、道路部分のポリゴンを作成します。

道路部分のポリゴンを区切り線で分割します。

分割されたポリゴンは下図のような形状になります。

分割されたポリゴンが自分自身と接触しないように区切り線を設定しておいてください。

×

○

分割された道路のポリゴンを、さらに図郭別に分割して、それぞれの図郭の筆として、地籍フォーマット 2000 ファ
イル形式で保存します。

元の DXF での点については「筆界点の区分」は「筆界点：１」とし、名称と地盤高は街区点 CSV から参照します。点
が 1cm 以内の距離で街区点の近くにあれば、その街区点を参照します。街区点 CSV に同じ座標の点がない場合、[チ
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ェックリスト]にリストアップします。
図郭線で切断されたポリゴンの点の内、元の DXF に同じ座標がなく図郭線上の点(上図の○)については、筆界点情報
ファイルの「筆界点の区分」は「図郭点：２」となります。
「筆界点名称」は全体で、ダイアログで指定された値か
ら連番をつけます。
図郭線で切断されたポリゴンは筆・長狭物図形ファイルに出力します。ポリゴンの点列は筆界点から始まるようにし
ます。
保存する地籍フォーマット 2000 ファイルの名称は「図郭の名称」+「.拡張子」で、図郭別に地区別情報ファイルな
ど以下の６ファイルを保存します。
(1) 地区別情報ファイル(.hed)
番号
項目
内容
1
市区町村コード
一括変更 CSV での指定
2
市区町村名
一括変更 CSV での指定
3
座標系
一括変更 CSV での指定
4
変換情報
一括変更 CSV での指定
5
作成者
一括変更 CSV での指定
6
作成年月
一括変更 CSV での指定
7
調査地区名
一括変更 CSV での指定
8
作成面積
一括変更 CSV での指定
9
測地系
一括変更 CSV での指定
10
バージョン
「Ver.1.1」
(2) 地図番号情報ファイル(.map)
番号
項目
1
地図番号
2
縮尺
3
図郭座標左下 X
4
図郭座標左下 Y
5
図郭座標左上 X
6
図郭座標左上 Y
7
図郭座標右上 X
8
図郭座標右上 Y
9
図郭座標右下 X
10
図郭座標右下 Y
11
実施機関名
12
実施区分
13
地図番号の新旧区分
14
調査年月(1)
15
測図年月(1)
16
調査年月(N)
17
測図年月(N)
(3) 筆界点情報ファイル(.pnt)
番号
項目
1
筆界点名称

2
3
4
5

Ｘ座標
Ｙ座標
標高
筆界点の区分

6
7
8
9
10
11
12

標識区分
材質区分
測量年月
測定方式
数値取得方法
図根点等の兼用
地盤高

内容
図郭の名称(図郭の DXF でのテキストの文字列)
500
図郭の DXF からの矩形
図郭の DXF からの矩形
図郭の DXF からの矩形
図郭の DXF からの矩形
図郭の図郭の DXF からの矩形
図郭の DXF からの矩形
図郭の DXF からの矩形
図郭の図郭の DXF からの矩形
一括変更 CSV での指定
一括変更 CSV での指定
2(世界測地系対応の区画番号)
一括変更 CSV での指定
一括変更 CSV での指定
空白
空白

内容
同じＸＹ座標の街区点の名称
図郭線上の点は「1」
「2」...の連番(半角)
全角に変換せずに、街区点の名称と番号をそのま
ま出力します。
ポリゴンの点の座標
ポリゴンの点の座標
空白
同じＸＹ座標の街区点があれば 1（筆界点）
図郭線上の点は２（図郭点）
空白
空白
一括変更 CSV での指定
空白
空白
空白
同じＸＹ座標の街区点があればその地盤高
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13

筆界点設置者種別

図郭線上の点は空白
一括変更 CSV での指定

(4) 筆・長狭物図形ファイル(.pol)
番号
項目
内容
1
大字コード
0
2
小字コード
0
3
大字名称
空白
4
小字名称
空白
5
地番
空白
線分種別は１（筆界線）とし、最後のみ０(最終点)です。
(5) 筆属性情報ファイル(.atr)
空のファイルを作成します。
(6) 筆界未定構成筆情報ファイル(.und)
空のファイルを作成します。
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ヘルプメニュー
5.8. ライセンス
ライセンス発行の為の情報を表示します。

6. 右側パネル
ウィンドウ右側のパネルについての説明です。

6.1. 一括変更(BatchChange)パネル
メニュー[ファイル(File)]-[参照 一括変更 CSV(Ref BatchChange(csv))]で開いた一括変更用 CSV ファイルの内容を
表示します。

属性値(Value)列をダブルクリックすると、変更できます。内容を変更した後は、エンターキーで変更が確定します。
地籍フォーマット 2000 データを一括変更する際には、変更された値を適用します。
ファイルフォーマットは「2.3 参照 一括変更用ファイル」を参照してください。

6.2. データ(Data)パネル
リードしている地籍フォーマット２０００ファイルなどについてツリーで表示します。地籍フォーマット２０００フ
ァイルの保存などできます。ファイル名を選択し、マウス右ボタンでポップアップメニューを開きます。[閉じる
(Close)]メニューでデータを閉じることができ、使用していたメモリを解放しますが、メモリの断片化のため、完全
にファイルリード前には戻りません。
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ノード[Data]のポップアップメニューで[２Ｄ表示(2DView)]パネルで参照点を示す十字線の表示非表示を切り替え
ることができます。

[Temp]ノードの[スケッチ(Sketch)]のポップアップメニュー[ポリライン作成(Sketch Polyline)]で、任意のポリラ
インが描画できます。メニュー起動後、選択されているウィンドウでクリックして点列を入力してください。ダブル
クリックで入力終了です。あるいは、ポップアップメニューの[入力終了(Finish)]で入力を終了することもできます。
入力されたポリラインは赤で表示され、プログラム終了まで残ります。編集メニューの元に戻すで入力を取り消すこ
とができます。

6.3. 街区点(Ref Point)パネル
「街区点及び補助点成果簿フォーマット」ファイルの「街区点・補助点名称」を各ファイル別に昇順で表示します。
名称を選択することで、該当する点を選択状態にして、[２Ｄ表示(2DView)]ウィンドウの中央に表示します。選択さ
れた街区点・補助点について、[属性値(Info)]パネルに一部の情報を表示します。

6.4. 属性値(Info)パネル
選択されているオブジェクトの情報を[属性値(Info)]パネルに表示します。オブジェクトのより、表示される項目数
や内容が変わります。

筆界点が選択されている場合

6.5. 筆界点(PNT)パネル
最初に開かれた筆界点情報ファイルの筆界点の名称を昇順にリストアップします。名称を選択すれば、[２Ｄ表示
(2DView)]ウィンドウの中央に表示します。また、該当する筆界点が選択された状態になります。
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6.6. 図根点(TCP)パネル
最初に開かれた図根点情報ファイルの図根点の名称を昇順にリストアップします。名称を選択すれば、[２Ｄ表示
(2DView)]ウィンドウの中央に表示します。また、該当する図根点が選択された状態になります。

6.7. 座標値(Coord)パネル
選択されている点の座標を表示します。ポップアップメニュー[参照点にする(to reference point)]で、該当する座
標を参照点とし[２Ｄ表示(2DView)]の中央に表示します。
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7. 下側パネル
ウィンドウ下側のパネルについての説明です。

7.1. ヘルマート変換(Helmert) パネル
ヘルマート変換の設定、ヘルマート変換の計算、地籍フォーマット 2000 データのヘルマート変換と一括変更、地籍
フォーマット 2000 ファイルの保存、
「公図の標定結果の残差表」用 CSV ファイルの保存など一連の作業を行うことが
できます。
ボタンは基本的に使う順序で配置しています。上の段から下の段へ、左から右への順です。ある処理を行うことで、
次にできる処理のボタンが使えるようになります。

一番上の段のボタンでヘルマート変換の移動元の点と移動先の点の設定を行います。表の変更については[編集
(Edit)]メニューで元に戻すことと再実行ができます。
【行追加(Add Row)】
下の表に空の行を追加します。行をクリックすることで、選択状態になります。行が選択されると、移動先と移動元
の点の設定ボタンおよび行の削除ボタンが使えるようになります。

【行削除(Delete Row)】
選択されている行を削除します。
【街区点を移動先(Set DST)】
選択されている行について、移動先の点をセットします。街区点あるいは補助点が選択されている状態で、このボタ
ンを押してください。選択されている街区点・補助点の名称と座標がセットされます。

【筆界点を移動先(Set SRC)】
選択されている行について、移動元の点をセットします。筆界点あるいは図根点が選択されている状態で、このボタ
ンを押してください。選択されている筆界点・図根点の名称と座標がセットされます。

また、[２Ｄ表示(2DView)]パネルに、移動元と移動先を結ぶ線が赤く表示されます。
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【参照点を移動先(Fig DST)】
選択されている行について、移動先の点（図上測定点）をセットします。[２Ｄ表示(2DView)]パネルで参照点が設定
されている状態で、このボタンを押してください。[選択(Selected)]が ON になっている[２Ｄ表示(2DView)]パネル
の参照点の座標を使います。名称を入力するダイアログを表示しますので、点の名前を入れてください。読み込んで
いる「街区点および補助点成果簿フォーマット」ファイルで使われている名称と同じ名前が入力された場合、ワーニ
ングを出して、行へのセットができません。

[２Ｄ表示(2DView)]にはオレンジ色の「×」で表示します。
【参照点を移動元(Fig SRC)】
選択されている行について、移動元の点をセットします。[参照点を移動先(Fig DST)]と同じく参照点の座標を使い、
入力された名称が地籍フォーマット 2000 データの筆界点・図根点と同じ場合、ワーニングを表示します。
【移動先表示(Show DST)】
選択されている行について、移動元に設定されている座標を[２Ｄ表示(2DView)]パネルの中央に表示されるようスク
ロールします。
【移動元表示(Show SRC)】
選択されている行について、移動先に設定されている座標を[２Ｄ表示(2DView)]パネルの中央に表示されるようスク
ロールします。
【表削除(Clear)】
表のすべての行を削除します。
【残差表を開く(Open Result CSV)】
下の段の[残差表保存(Save Result CSV)]で保存した公図の標定結果の残差表用 CSV ファイルを開き、移動元と移動
先の名称と座標を表にセットします。表全体を入れ替えることになります。
【計算(縮尺なし)(Calc NoScaled)】
表の移動元と移動先の座標を使い、最小二乗法で縮尺補正なしヘルマート変換のパラメータを計算します。計算結果
は、下のテキストに表示します。

移動元が移動する座標と移動先との距離を[残差 X(DIFF X)][残差 Y(DIFF Y)][残差 L(DIFF L)]に表示します。

[２Ｄ表示(2DView)]パネルに、移動元がヘルマート変換後移動する座標まで線を表示します。
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ここでは、ヘルマート変換のパラメータを計算するだけで、まだ地籍フォーマット 2000 データの座標変換は行って
いません。[変換(縮尺なし)(Transform CF2)]ボタンで地籍フォーマット 2000 データをヘルマート変換します。
【変換(縮尺なし)(Transform CF2)】
（上の段）
平行移動あるいは縮尺補正なしのヘルマート変換のパラメータで、[データ]パネルの一番上に表示されている地籍フ
ォーマット 2000 データをヘルマート変換します。ヘルマート変換後は、地籍フォーマット 2000 データの表示色を青
色から水色に変えます。
同時に一括変更処理を行います。
【保存(縮尺なし)(Save CF2)】
（上の段）
平行移動あるいは縮尺補正なしのヘルマート変換した地籍フォーマット 2000 データをファイルに保存します。

オプション[Ver.1.0 を Ver.1.1 にする(Version up from 1.0 to 1.1)]と[主要６ファイルのみ保存(Save only 6 files)]
を ON にしてください。同じファイル名がある場合、上書きの確認を求めてきます。

縮尺補正なしヘルマート変換の地籍フォーマット 2000 ファイルの保存フォルダと縮尺ありフォルダをそれぞれ分け
て記録し、次回起動時には同じフォルダ、同じオプションでダイアログを表示します。
【残差表保存(縮尺なし)(Save Result CSV)】
（上の段）
平行移動あるいは縮尺補正なしのヘルマート変換のパラメータと表の内容を「公図の標定結果の残差表」用の CSV フ
ァイルに保存します。

同じファイル名がある場合、上書きの確認を求めてきます。縮尺補正なしヘルマート変換の保存フォルダと縮尺あり
フォルダと分けて記録し、次回起動時には同じフォルダを表示します。
【計算(平行移動)(Calc Translate)】
表の移動元と移動先の座標を使い、最小二乗法で平行移動のパラメータを計算します。計算結果のパラメータは、下
のテキストに表示「Translate ...」と表示します。

変換のパラメータを計算するだけで、まだ地籍フォーマット 2000 データの座標変換は行っていません。[変換(縮尺
なし)(Transform CF2)]ボタンで地籍フォーマット 2000 データを平行移動します。
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【回転(Rotate CF2)】
中心と回転の大きさを指定し、[データ]パネルの一番上に表示されている地籍フォーマット 2000 データを回転しま
す。
まず、選択されている(選択(Selected))側の[２Ｄ表示(2DView)]で回転の中心をクリックしてください。

次に、[２Ｄ表示(2DView)]パネルでのマウスドラッグで回転の角度を指定してください。

地籍フォーマット 2000 ファイルを変更すると同時に一括変更処理も行います。
【移動元座標を更新(Rest SRC XY)】
表の移動元について、点の名称[筆界点名称(SRC NAME)]で筆界点・図根点を探し、該当する点があれば XY 座標[筆界
点 X(SRC X)][筆界点 Y(SRC Y)]を更新します。縮尺補正なしのヘルマート変換後の筆界点・図根点の座標で移動元の
XY 座標を更新する為の機能です。[参照点を移動元(Fig SRC)]で設定された図上測定点がある場合、XY 座標は変更で
きないので、その旨を表示します。

【計算(縮尺あり)(NoScaled)】
表の移動元と移動先の座標を使い、最小二乗法で縮尺補正ありのヘルマート変換のパラメータを計算します。計算結
果は、下のテキストに表示します。[計算(縮尺なし)(Calc NoScaled)]と同じく、[２Ｄ表示(2DView)]パネル表示、
移動距離表示を行い、まだデータの変換は行いません。
【変換(縮尺あり)(Transform CF2)】
（下の段）
縮尺補正ありのヘルマート変換のパラメータで、[データ]パネルの一番上に表示されている地籍フォーマット 2000
データをヘルマート変換します。ヘルマート変換後は、地籍フォーマット 2000 データの表示色を水色から緑色に変
えます。
同時に一括変更処理を行います。
【保存(縮尺あり)(Save CF2)】
（下の段）
縮尺補正ありのヘルマート変換した地籍フォーマット 2000 データをファイルに保存します。
オプション[Ver.1.0 を Ver.1.1 にする(Version up from 1.0 to 1.1)]と[主要６ファイルのみ保存(Save only 6 files)]
を ON にしてください。同じファイル名がある場合、上書きの確認を求めてきます。縮尺補正ありヘルマート変換の
地籍フォーマット 2000 ファイルの保存フォルダと縮尺なしフォルダと分けて記録し、
次回起動時には同じフォルダ、
同じオプションでダイアログを表示します。
【残差表保存(縮尺なし)(Save Result CSV)】
（下の段）
縮尺補正ありのヘルマート変換のパラメータと表の内容を「公図の標定結果の残差表」用の CSV ファイルに保存しま
す。同じファイル名がある場合、上書きの確認を求めてきます。縮尺補正ありヘルマート変換の保存フォルダと縮尺
なしフォルダと分けて記録し、次回起動時には同じフォルダを表示します。
【図上測定点保存(Save Fig DST CSV)】
移動先の点について[Fig DST]による図上測定点がある場合、その情報を CSV ファイルに保存します。CSV ファイルの
内容の一部を地籍フォーマット 2000 の地区別情報ファイルを参照します。従って、一括変更処理後(地籍フォーマッ
ト 2000 データの座標変換後)このファイルを保存してください。
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同じファイル名がある場合、上書きの確認を求めてきます。保存フォルダを記録し、次回起動時に同じフォルダを表
示します。
ファイルの内容については「9.3.図上測定点 CSV ファイル」で説明しています。
【HH_ & HS_】
変換した地籍フォーマット 2000 ファイルおよび「公図の標定結果の残差表」用の CSV ファイル保存時に、ファイル
名に「HN_」(縮尺補正なしヘルマート変換)あるいは「HN_」(縮尺補正ありヘルマート変換)を付加します。例えば開
いた地籍フォーマット 2000 ファイルの名称が「test」の場合、
「HN_test.hed」
「HN_test.csv」あるいは「HS_test.hed」
「HS_test.csv」となります。OFF の場合、
「HN_」
「HN_」は付加しません。

7.2. レポート(Report)パネル
選択されたオブジェクトの情報やファイルリード処理の進行状況などを表示します。ポップアップメニューで内容を
コピー、削除できます。

7.3. ガイド(Guide)パネル
[２Ｄ表示(2DView)]パネルでのマウス操作を表示しています。
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8. ２D 表示
8.1. 参照点
注目している点を「参照点(reference point)」としています。左マウスボタンのダブルクリックで選択された地物
上の座標が参照点になり、２Ｄパネル中央に表示します。
・ ツールバーに参照点の座標を表示します。また、座標を入力することで、参照点が変更できます。
・ 地籍フォーマット２０００ファイルをリードした直後は、地図データの中心が参照点となっています。
・ [属性リスト]パネルに表示されている項目をクリックすると、該当するオブジェクトが参照点になります。
・ [チェックリスト]パネルの項目をクリックすることで、そのオブジェクト上の点が参照点になります。

8.2. ツールバーでの表示コントロール

・

選択(Selected)：左右どちらかのウィンドウが選択状態になっています。[２Ｄ表示(2DView)]ウィンドウ以外の
ところからの表示の操作あるいは参照点の座標を使ったりする場合に、選択されているウィンドウが対象になり
ます。たとえば、[筆界点(PNT)]パネルで筆界点を選択したとき、該当する筆界点が中心に表示されるのは選択
されている方のウィンドウです。また、ヘルマート変換の設定で、参照点の座標を使用する場合も選択されてい
る方のウィンドウの参照点です。

・

デフォルト表示：表示しているデータ(地籍フォーマット 2000、街区点・補助点、DM、DXF)全体を表示します。

・

２分の１縮小： [２Ｄ表示(2DView)]パネルでの地図表示を画面中央について小さくします。

・

２倍拡大：[２Ｄ表示(2DView)]パネルでの地図表示を画面中央について拡大します。

・
・
・
・
・
・
・
・
・

矩形範囲拡大：[２Ｄ表示(2DView)]パネルで上で指定された矩形範囲を拡大表示します。
参照点(Ref)XYZ：参照点の位置を測量座標で表示しています。座標値の数値入力で、参照点座標が変更できます。
マウス右ボタンのポップアップメニューでコピーと貼り付けができます。
参照点を画面中央に：参照点の数値で表示されている座標を[２Ｄ表示(2DView)]パネル中央に表示します。
地籍フォーマット 2000(CF2)：地籍フォーマット 2000 データの表示非表示を切り替えます。ファイル別の地図表
示は[データ]パネルで指定できます。
地番(LotNumber): 地籍フォーマット 2000 データの筆・長狭物図形の地番の表示非表示を切り替えます。地番の
表示位置は[ツール]-[地番テキスト配置]で計算しておいてください。
街区点(Ref): 街区点および補助点成果簿フォーマットデータの表示非表示を切り替えます
DM: DM データの表示非表示を切り替えます
DXF: DXF データの表示非表示を切り替えます
画像(Image): 背景画像の表示非表示を切り替えます

8.3. マウスでの表示コントロール
マウスホイールを押して上下にドラッグすることで、拡大縮小します。２Ｄパネルには倍率の目盛りを表示します。

マウス右ボタンを押してドラッグするとスクロールします。マウス右ボタンを押したところの地物が、離した位置に
表示されるようスクロールします。

8.4. ピッキング
２Ｄ表示パネルでの、マウスボタンクリックによる地図データの選択を「ピッキング」としています。左マウスボタ
ンクリックで地図データの選択、ダブルクリックで参照点として画面中央に表示します。
選択されたオブジェクトは赤くハイライト表示されます。エスケープキーで選択解除します。
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9. その他
9.1. 一括変更処理
地籍フォーマット 2000 データを座標変換(回転、並行移動、縮尺補正なしヘルマート変換、縮尺補正ありヘルマート
変換)する際に一括変更処理も行っています。[一括変更(BatchChange)]パネルに表示された内容で、地籍フォーマッ
ト 2000 データを変更しています。それ以外に、次のような処理も同時に行っています。
（１） 地図番号情報ファイル
地図番号の新旧区分を 1(既存の区画番号)とします。
（２） 筆界点の区分
縮尺ありと縮尺なしヘルマート変換の移動元として使われた筆界点の区分の値は 111（図上測定点）としま
す。それ以外は 11(公図標定に用いない筆界点)とします。平行移動の変換で参照された点は 11 です。
（３） 筆・長狭物図形の線分種別
地籍フォーマット 2000Ver.1.1 の線分種別の区分２「未確定土地境界線」とするため、値が一桁の場合、20
を加えて二桁にします。最終点は 0 とします。
（４） 筆属性の土地利用種目
０(地籍調査管理事業以外)とします。
（５） 筆属性の土地所有形態
０(地籍調査管理事業以外)とします。
地籍フォーマット 2000 ファイルは Ver.1.1 で保存されることを想定しています。
一括変更用 CSV ファイルフォーマットは「2.3 参照 一括変更用ファイル」を参照してください。

9.2. 残差表用 CSV ファイル
[ヘルマート変換(Helmert)]パネルのボタン[残差表保存(Save Result CSV)]で保存する「公図の標定結果の残差表」
CSV ファイルの内容について説明します。
44 行 14 列の表となっていて、7 行目までは空白です。
ヘルマート変換のパラメータ。
行 列 内容
7 14 縮尺補正係数。縮尺補正なしの場合 1.00000000
8 14 回転角度 ラジアン
9 14 並行移動量 測量座標の X
10 14 並行移動量 測量座標の Y
移動元、移動先の点の情報は８行目から５６行目まで。
列 内容
2 街区点番号
3 街区点座標 測量座標の X
4 街区点座標 測量座標の Y
5 標定に用いた公図の筆界点名称
6 元となる公図の筆界点座標 測量座標の X
7 元となる公図の筆界点座標 測量座標の Y
8 変換後の筆界点座標 測量座標の X
9 変換後の筆界点座標 測量座標の Y
10 残差 測量座標の X
11 残差 測量座標の Y
12 残差 距離
残差について
行 列 内容
57 10 残差最大値 測量座標の X
57 11 残差最大値 測量座標の Y
57 12 残差最大値 距離
58 10 残差最小値 測量座標の X
58 11 残差最小値 測量座標の Y
58 12 残差最小値 距離
59 10 残差の平均二乗誤差(標準残差) 測量座標の X
59 11 残差の平均二乗誤差(標準残差) 測量座標の Y
59 12 残差の平均二乗誤差(標準残差) 距離
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その他
行 列 内容
69 10 2n-u 測量座標の X
69 11 2n-u 測量座標の Y
69 12 2n-u 距離
71 10 Σd2 測量座標の X
71 11 Σd2 測量座標の Y
71 12 Σd2 距離
72 10 S
測量座標の X
72 11 S
測量座標の Y
72 12 S 距離
ｎは移動元と移動先の組の数。u は未知数の数で、並行移動では２、縮尺補正なしヘルマート変換では３、縮尺補正
ありヘルマート変換では４。Σd2 は残差の二乗の和。S は√(Σd2/(2n-u))。

9.3. 図上測定点 CSV ファイル
[ヘルマート変換(Helmert)]パネルのボタン[図上測定点保存(Save Fig DST CSV)]で保存する CSV ファイルの内容は
「街区点及び補助点成果簿フォーマット」に準じています。なお、下の表で保存内容が空白のデータ項目は、整数型
であっても、なにも出力しません。
行 データ項目
保存内容
1 市区町コード
地籍フォーマット 2000 の地区別情報から取得
2 市区町名
地籍フォーマット 2000 の地区別情報から取得
3 座標系
地籍フォーマット 2000 の地区別情報から取得
4 作成者
地籍フォーマット 2000 の地区別情報から取得
5 作成年月
地籍フォーマット 2000 の地区別情報から取得
6 維持管理者
7 作業地区名
一括変更 CSV ファイルから取得
8 作成面積
9 測地系
2:世界測地系
10 図郭番号
11 街区点・補助点名称
Helmert パネルから取得
12 X 座標
Helmert パネルから取得
13 Y 座標
Helmert パネルから取得
14 標高
15 地盤高
16 所在地
17 立会確定の有無
18 街区点設置者種別
19 境界確定方法
20 立会者
21 立会年月日
22 既知点の名称
23 既知点の等級又は次数
24 標識区分
25 材質区分
26 測量年月日
この CSV ファイルを保存した日
27 測定方式
5:地図
28 街区点・補助点成果簿の番号
29 街区点・補助点成果図面写真番号
30 基準点コード
31 作業責任者
一括変更 CSV ファイルから取得
32 現況地目
33 画像ファイル名
34 近景写真ファイル名
35 遠景写真ファイル名
36 交差点名
37 道路の名称
38 街区点成果区分
5:図上測定点
39 土地境界図ファイル名
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予備

9.4. ダイアログの記録
ダイアログの OK ボタンで処理を実行する際に、ダイアルでの設定項目を記録し、次回起動時でのデフォルトとして
表示しています。記録は、公図標定Ｐのインストールフォルダ下の「ini」フォルダにあり、
「(ダイアログ名).ini」
のファイル名でダイアログ別に記録しています。デフォルトに戻すには、このファイルを削除して下さい。
ファイルの入出力については、以下のインターフェースについて別々にフォルダを記録しています。
メニュ-、パネル
メニュー、ボタン
File
開く 地籍フォーマット 2000(Open Chiseki Format 2000)
File
参照 街区点 CSV(Ref Point(csv) )
File
参照 一括変更 CSV(Ref BatchChange(csv) )
File
参照 DM(Ref DM)
File
参照 DXF(Ref DXF)
File
参照 GeoTIFF(Ref GeoTIFF)
Data
保存 地籍フォーマット 2000(Save Chiseki Format 2000)
Helmert
残差表を開く(Open Result CSV)
Helmert
保存(縮尺なし)(Save CF2 (NoScaled) )
Helmert
保存(縮尺あり)(Save CF2 (Scaled) )
Helmert
残差表保存(縮尺なし)(Save Result CSV (NoScaled) )
Helmert
残差表保存(縮尺あり)(Save Result CSV (Scaled) )
Helmert
図上測定点保存(Save Fig DST CSV)

9.5. メモリ使用量
プログラムとデータ全体で最大１.2G バイトのメモリを使います。データ量が多い場合あるいは処理を行う際の作業
用データのメモリを使う際に１.2G バイトを超えた場合、エラーメッセージを表示し、処理を中断します。

9.6. バージョンアップ
ライセンスが設定されている場合、起動時にインタネットを通して、プログラムが更新されていないか調べます。更
新されている場合、[レポート(Report)]パネルにその旨を表示します。次のページからインストーラをダウンロード
し、上書きでインストールしてください。

http://www.geocoach.co.jp/CF2Trans/index.html

9.7. 英語版
ユーザーインターフェースが英語版(CF2Trans)のプログラムを日本語 Java2 環境で動かす場合、一部のメッセージが
日本語で表示されます。これらは日本語 Java2 側で表示していますので、異なる言語の環境では、適切に表示されま
す。
・ ファイルを開くあるいは保存する際のファイル選択ダイアログのタイトルバーとボタン名

・

ワーニングや確認ダイアログのボタン名称

・

元に戻す、再実行メニューの表示
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