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１．はじめに 
 
1.1. 概要 
 
シェープ三次元ビューFはシェープファイル(.shp .shx .dbf)の３次元表示ビューアーです。２次元のシェープでも、

属性に標高値があれば３次元として表示します。シェープから TINを作成し表示することができます。 

 

３次元のポリゴンとポイントと、それから生成した TIN を重ねてリアルタイムに３D 表示 

 
 

シェープ三次元ビューFは以下のようなファイルの入力・表示をサポートしています。 

 
【シェープファイル】 

・ ポイント 
・ ポリライン 
・ ポリゴン 

【シェープ三次元ビューF】 

・ TIN 作成、表示、参照 
・ リアルタイム３次元表示 

 

【インストール】 

「GeoCoach3Dシリーズ８インストール説明書」を参照してください。 

 http://www.geocoach.co.jp/download/GeoCoach3D-series-8-install.pdf 

また、Windows8.1のタブレットの対応は「GeoCoach3Dシリーズ８タブレット対応説明書」を参照してください。 

 http://www.geocoach.co.jp/download/GeoCoach3D-series-8-tablet.pdf 

 

【立ち上げ】 

Windowsのスタートメニューのプログラムから、[GeoCoachSystems]-[シェープ三次元ビューF]で立ち上がります。 

 

【終了】 
[ファイル]メニューの[終了]で、終了します。 

http://www.geocoach.co.jp/download/GeoCoach3D-series-8-install.pdf�
http://www.geocoach.co.jp/download/GeoCoach3D-series-8-tablet.pdf�


   

  3/15 

 
２．ファイル入力 
 

2.1. シェープファイルを開く 
 
[ファイル]メニューの[参照 シェープファイル]-[参照 シェープファイル]-でシェープファイルを選択してくださ

い。前回ファイルを開いたフォルダを表示します。複数のファイルが選択でき、同時に開くことができます。フォル

ダが選択された場合、フォルダ下のすべてのシェープファイルを開きます。 

 
【属性に標高値(メートル)がある】等高線の標高値など、属性に標高値が入っている場合、指定された属

性名の値を標高値(メートル)としてリードし、３次元のオブジェクトにします。該当する属性名称がなけ

れば、指定は無効です。 

【属性情報などをレポートする】シェープファイルの属性フィールドの名称や型を[レポート]パネルに表

示します。 

  
【属性を[地物リスト]にリストアップする】オブジェクト毎の属性値の一覧を[地物リスト]にリストアッ

プします。 

【データを囲む矩形を表示する】シェープの図形全体を囲む矩形を表示します。 

 

シェープファイルの座標が十進緯度経度で記録されていると思われる場合は、日本測地系 2000 の平面直角座標系へ

の変換ダイアログを表示します。OKボタンで変換します。キャンセルの場合、そのままの座標で表示します。 

  
 

ファイルをリードしている間に、ウィンドウ下側の[レポート]パネルに、フィールドの内容やオブジェクト数などを

表示します。ファイルのリードが終わると、オブジェクトを[３Ｄ表示]パネルに表示します。[３Ｄ表示]パネルでは

３D データを囲む直方体を線で表示します。また、シェープファイル中の範囲を示す矩形も表示します。ウィンドウ

右側[データ]パネルにファイル名のノードを追加します。ここで表示非表示などが指定できます。 
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2.2. 範囲を指定して開く 
 

[ファイル]メニューの[参照 シェープファイル] –[参照 シェープ(範囲指定) ]で、シェープファイル中の一部のデ

ータをリードすることができます。DEM など、大量のデータを含むシェープファイルについて、一部のシェープのみ

参照する場合に使います。 

  
 【矩形と重なる図形をリードする】[３Ｄ表示]パネルで参照点を中心とする矩形と XY 平面で重なるオブ

ジェクトをリードします。ダイアログで矩形の幅と高さを指定します。参照点はツールバーに座標が表示

されています。オブジェクトをダブルクリックすることで、参照点を指定できます。 

 

フォルダあるいは複数のシェープファイルが選択された場合、それぞれのシェープファイルのヘッダにある範囲と指

定された矩形が重なる場合のみシェープファイル中のポイントやポリライン、ポリゴンをリードします。ポリライン

とポリゴンの場合、それぞれを囲む矩形がシェープファイルに記録されているので、この矩形との重なりで判定しま

す。 

 

2.3. シェープのタイプ 
 

次のようなタイプのシェープの表示に対応しています。対応していないタイプはリード時に[レポート]パネルにその

旨を表示します。 

シェープタイプ 対応 

Null Shape × 

Point ○ 

Polyline ○ 

Polygon ○ 

MultiPoint ○ 

PointZ ○ 

PolylineZ ○ 

PolygonZ ○ 

MultiPointZ ○ 

PointM × 

PolylineM ○ 

PolygonM ○ 

MultiPointM ○ 

MultiPatch × 

 

3. ３D 表示 
 

3.1. 参照点 
 
注目している点を「参照点」としています。参照点を中心に３次元表示の回転・ズームします。見たい地物を参照点

とすることで、いろいろな角度から自由に見ることができます。左マウスボタンのダブルクリックで選択された地物

上の位置が参照点になります。 

・ [3D表示]パネルでは、XYZ軸に平行な６本の一点鎖線で参照点位置を示します。北向きの線を明るく表示してい

ます。この線と参照点の隙間は、実座標で 1.0cmです。 

・ [データ]パネルの[データ] のポップアップメニュー [参照点位置表示(ON/OFF)]でこの線の表示非表示が指定

できます。 

・ 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。 

・ シェープ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。 

・ [地物リスト]パネルに表示されている項目をクリックすると、そのシェープが参照点になります。 
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3.2. マウスによるコントロール 
 
３次元表示はマウスでコントロールします。 

・ 左ボタンドラッグ：参照点を中心に地図表示を回転します。横方向の移動で、参照点を通る鉛直線を軸にして回

転します。縦方向の移動で、参照点を中心として地図を見る視点が上下します。 

・ ホイール(中ボタン)ドラッグ：地図表示の参照点を中心にズームします。上方向で縮小、下方向で拡大します。

ツールバーのズームスライダが連動します。 

・ 右ボタンドラッグ：地図表示をスクロールします。地図の表示を上下左右に移動します。参照点の座標は変わり

ません。 

・ 左ボタンクリック：シェープを選択します。選択されたシェープの属性を[属性値]パネルへに、座標を[座標値]

パネルに表示します。 

・ 左ボタンダブルクリック：シェープを選択すると同時に、マウスポインタ位置の地図データの点が参照点に変わ

ります。参照点の座標を変更し、参照点が地図の中心になるように表示します。 

・ 左ボタンクリック(コントロールキー)：マーク点の指定と解除。 

・ 右ボタンクリック：マウスポインタ位置の地図データの情報表示。ステータスバーと[レポート]パネルに座標値

と分類コード、名称およびマーク点からの距離・方向角を表示します。 

 

3.3. ツールバーでのコントロール 
 

 
 

・ デフォルト表示：ファイルを開いた時の３D表示に戻します。 

・ ズーム： [3D 表示]パネルの参照点を基準にズームします。マウスホイール(中ボタン)によるドラッグと同じで

す。 

・ 回転：マウス左ボタンのドラッグによる視線の回転操作の有効無効を指定します。チェックをはずすと、地図を

真上から見た状態にし、北側が上になるように表示します。 

・ 鉛直表示：参照点を真上からみるように３D表示を回転させます。 

・ 鉛直方向スケール：鉛直方向のスケールを指定します。デフォルトは 1.0です。最小値を選択すると、地図デー

タがほとんど同一平面上に乗り、地図を２次元として見ることができます。また、大きい値を指定することで、

等高線などの間隔が広くなり、標高値が確認しやすくなります。市街地などほとんど平坦な部分での標高値確認

が容易になります。 

・ 参照点 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。 

・ 地図：全てのシェープ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。 

・ チェック：[チェック]パネルの各項目に対応する点の３Ｄ表示について表示非表示を指定します。 

・ TIN：TINの表示非表示を切り替えます。[データ]パネルの TINの表示非表示指定も同じです。 

 

3.4. ピッキング 
 
３D 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。左クリックで

参照点・マーク点指定、右クリックで情報表示を行います。表示されていないデータはピッキングできません。シェ

ープが全く重なっている場合、同じ箇所でピッキングすることにより、順次異なるシェープを選択していきます。地

図の広い範囲を表示した状態でピックすると、マウスポインタの位置から離れた地物がピックされることがあります。

この場合、ズームで地図表示を拡大してから、再度ピックしてみてください。 

選択されたシェープは赤くハイライト表示されます。また、ポリライン・ポリゴンシェープの場合、ピッキング位置

に最も近い点を黄色でハイライトします。 

 

3.5. マーク点 
 
シェープが選択されていない状態で、コントロールキーを押しながらのマウス左ボタンクリックで、ピックした地物

を「マーク点」としています。右ボタンクリックで、マーク点からの方向角や距離を表示し、TIN が作成されている

場合、地形の断面も表示します。なにもないところをクリックすることで、マーク点が解除できます。 
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3.6. 表示色 
 

プログラムをインストールしたフォルダにある「SHPColorTable.csv」でシェープファイルの色を設定しています。 

このファイルの設定を変えることで、表示色が変更できます。内容はファイル内にコメントで説明しています。 

  
 

3.7. その他 
 
２次元のシェープは、標高値-999.0mの位置に表示します。シェープデータ全体の範囲も同様です。 

 

4. ファイルメニュー 
 
シェープファイル、TINファイルの入力については、「２．ファイル入力」で説明しています。 

 

4.1. スナップショット 
 

３Ｄパネルの画像について印刷やクリップボードへのコピーができます。 
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【画像サイズ】作成する画像のサイズを指定します。サイズが大きいほど、より高解像度の画像が作成できます。３

Ｄパネルの画像より高解像度の画像を作成することができます。サイズの縦横比が３Ｄパネルと異なる場合、３Ｄパ

ネルの横方向を合わせます。高解像度の画像ほど、メモリ使用量が大きくなり、作成に時間がかかります。 

 

【表示】ウィンドウを開き、作成した画像を表示します。 

ファイルメニューには「クリップボードへコピー」と「印刷」があります。 

 

【クリップボードへコピー】作成した画像をクリップボードへコピーします。他のアプリケーションで貼り付けるこ

とができます。 

 

【印刷】作成した画像を印刷します。イメージ作成後、印刷ダイアログを表示します。 

  
 ページの設定にかかわらず、１ページのみ印刷します。 

 

背景色はメニュー[表示]-[背景色]での変更できます。 

参照点を示す一点鎖線の表示は[データ]パネルの[データ]のポップアップメニュー[参照点位置表示(ON/OFF)]で切

り替えることができます。 

 

スナップショット後、３Ｄパネルが背景色のままで地図や TINが表示されないことがあります。この場合、シェープ

三次元ビューFのウィンドウを「最小化」した後、「元のサイズに戻す」で戻ります。 

 

 

4.2. 開く 写真 Exif 

 
緯度経度情報が含まれる JPEG 画像をリードし、撮影位置や画像を表示します。次の PDF を参照してください。 

 http://www.geocoach.co.jp/download/GeoCoach3D-series-8-exif.pdf 
 
5. 表示メニュー 
 
・ 垂直シフト表示 

選択しているシェープ全体を一時的に上方に表示します。シェープが重なっていている場合、確認するためにシ

ェープをずらして表示するための機能です。メニューで指定した距離だけ情報に移動表示します。繰り返すと、

その分上方に表示が移動します。多数のシェープが重なっているケースがあるので、複数のシェープが垂直シフ

ト表示できます。[全解除]メニューですべてのシェープの垂直シフト表示を解除します。重なりの確認が済んだ

ら、このメニューで解除してください。表示をシフトするだけで、シェープが持っているＺ値は変化しません。

ツールバーのボタンも同様です。 

  
+1cm、-1cm : 1cmだけ表示位置を上下します。 

+10cm、-10cm : 10cmだけ表示位置を上下します。 

+1m、-1m : 1mだけ表示位置を上下します。 

 

・ デフォルト表示：ファイルを開いたときの３D表示に戻します。 

・ 鉛直表示：参照点を真上からみる表示に変わります。 

・ 背景色...： [3D表示]パネルの背景色が指定できます。 

・ 環境光(ON/OFF) ：地図全体に対する環境光の ON/OFFを指定します。 

・ 環境光...：地図全体に対する環境光の色をダイアログで指定します。 

・ 平行光(ON/OFF) ：TINに対する平行光の ON/OFFを指定します。 

・ 平行光...：TINに対する平行光の色をダイアログで指定します。 

http://www.geocoach.co.jp/download/GeoCoach3D-series-8-exif.pdf�
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・ 平行光方向：TINに対する平行光の方向を指定します。デフォルトは北西方向からの光です。 

・ 平行光仰角：TINに対する平行光の仰角を指定します。デフォルトは 60度です。 

・ チェックリストの点のサイズ：[チェックリスト]パネルの項目に対応する３Ｄ表示の点のサイズを指定 

・ 表示設定：上記以外の表示内容を設定します。 

 
【方向矢印】選択されたシェープを点列でハイライトする場合、点列の方向を示す矢印を表示します。 

  

 

矢印の長さ 

矢印の長さの半分 

 
 

6. ツールメニュー 
 

6.1. シェープ 地物リストアップ 
 

リードしているシェープファイルについて、属性名と属性値およびレコード数を表示します。 

  
属性値を選択し、[OK]ボタンで[チェックリスト]に該当するレコードをリストアップします。 

  
[チェックリスト]の項目を選択すると、[３D 表示]パネル中央に該当するオブジェクトを表示し、また[属性値]パネ

ルに属性値を表示します。 

 

7. TIN メニュー 
 

7.1. TIN 作成 
 

三次元のポイント、ポリライン、ポリゴンから TIN(Triangular Irregular Network)を作成します。 

・ 作成後、[３Ｄ表示]パネルに表示します。 

・ [データ]パネルのツリー[TIN]ノード下に[地図から作成]ノードを追加し、表示非表示や表示色など指定できる

ようになります。 

・ TIN 作成処理には多少時間がかかります。ダイアログで、終了までの予想時間を表示します。TIN 作成処理途中

での取り消しができます。 
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【ポイント】シェープファイルのポイントを TIN作成に使います。 

【ポリライン、ポリゴン】シェープファイルのポリライン、ポリゴンを TIN作成に使います。 

【ポリライン・ポリゴンの近くのポイントは対象外】堰堤ポリゴンの近くの DTMポイントを使わないで、 

堰堤の形状を作るための設定です。ONにして、TINを作成することで、堆砂範囲線の形状も 

OFFの場合よりきれいになります。 

   
 OFFの場合    ONの場合 

 

【TIN作成範囲】参照点を中心とした矩形内のオブジェクトを参照し、TINを作成します。 

【垂直な面がある】異なる標高値で、XY 平面で重なっている線分について、垂直な面とみなし、垂直な三

角形を作成します。 

  
 

7.2. オルソ張り付け 
 

シェープデータから作成した TINにオルソ画像を張り付けます。 

   
 【ワールドファイル(tfwなど)を参照する】 オルソ画像についてワールドファイルがあれば、これから貼

り付ける範囲を取得します。ワールドファイルの座標値は平面直角座標系のメートル単位とします。 

イメージ イメージの拡張子 ワールドファイルの拡張子 
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TIFF *.tif *.tiff *.tfw 

JPEG *.jpg *.jpeg *.jgw 

GIF *.gif *.gfw 

 【高解像度】オルソ画像をそのまま TINに貼り付けます。メモリ使用量が大きくなります。 

 【低解像度】オルソ画像の縦横サイズが 1024ピクセルより大きい場合、内部的に画像の縦横サイズを 1024

ピクセルに縮小して表示します。縮小により本来の画像より画質が粗くなります。 

 

オルソ画像を貼り付ける範囲が、TIN の一部になることがあります。オルソ画像の範囲と重なる部分の TIN を切り出

して、別の TINデータとして表示、管理します。データパネルには「オルソ」+「ファイル名」を表示します。 

  ⇒  

 

  
  

 

オルソ張り付けでは、大きなサイズのイメージを扱うことが多いので、大量もメモリを必要とし、また処理に時間が

かかります。いくつかの処理(７ステップ)の組み合わせなので、進行中を表すダイアログでは進行状況を正確に表示

できません。特に「4/7 イメージの位置調整中」では時間がかかり、処理が止まっているように思われるかも知れま

せん。また「取消し」ボタンを押しても、１ステップが終わるまで待たなければなりません。最初は「低解像度」で

試されることをお勧めします。 

  
 
TIFFを貼り付ける場合、Java2の実行環境に「Image I/O in Java Advanced Imaging」がインストールされている必

要があります。これがインストールされていないと TIFF ファイルを読むことができません。詳しくはインストール

説明書を参照してください。 

 

オルソを表示する場合、平行光で三角ポリゴンが必要以上に明るくなる場合があります。メニュー[表示]-[平行光

(ON/OFF)]で、平行光を OFFにすると、オルソイメージそのままの明るさで表示します。 

 

8. パネル 
 
ウィンドウ右側と下側のパネルについての説明です。 

 
8.1. データパネル 
 
リードしているシェープファイルについてツリーで表示します。それぞれのシェープファイルデータの表示非表示な

どが指定できます。マウス右ボタンで以下のポップアップメニューを開きます。 
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【データ】 

  
 【参照点位置表示(ON/OFF)】３Dパネルで参照点を示す十字の破線の表示非表示。 

【シェープ】 

  
 【全て閉じる】開いているシェープファイルを全て閉じます。 

 【一部閉じる】シェープファイルのリストを表示し、選択された複数のシェープファイルを閉じます。 

【ファイル名】 

・ 属性情報リストアップ 

指定した属性名について、昇順に並び替え、[チェックリスト]パネルにリストアップします。 

指定された属性の値が入っていないオブジェクトはリストアップの対象外になります。 

属性名が選択されていない場合、リードした順にリストアップします。 

  
・ 属性組み合わせカウント 

選択された属性の組み合わせについてカウントし、[レポート]パネルに表示します。例えば[CD_KUBUN]と

[NAME]を選択すると、この２つの属性の組み合わせを網羅し、該当するレコードの個数を表示します。 

  
・ 表示・ピッキング(ON/OFF)： 

            それぞれのシェープファイルデータ全体の表示非表示とピッキング指定(ON/OFF)です。 

            非表示になっている地図データはマウスクリックによる参照点指定ができません。 

・ 閉じる： 

            シェープファイルのデータを閉じます。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、 

完全にシェープファイルリード前には戻りません。 
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・ [点] 

・ 2D点表示・ピッキング(ON/OFF)： 

            ２次元の点の表示非表示とピッキング。 

・ 3D点表示・ピッキング(ON/OFF)： 

            ３次元の点の表示非表示。。 

・ 点のサイズ： 

            点の表示サイズを指定します。ディスプレイ上のドット数です。 

・ [線] 

・ 2D線表示・ピッキング(ON/OFF)： 

            ２次元の線の表示非表示。表示位置の標高値は 0.0です。 

・ 3D線表示・ピッキング(ON/OFF)： 

            ３次元の線の表示非表示。 

・ [３D範囲線] 

・ 表示(ON/OFF)： 

            ３Dのポリライン・ポリゴン・点を囲む直方体の線の表示非表示。 

・ [２D範囲線] 

・ 表示(ON/OFF)： 

            図郭の範囲を示す矩形の線の表示非表示。 

 

TIN作成後、表示を操作するノードを追加します。 

【地図から作成】 

・ 表示(ON/OFF) 

            TINの表示非表示を切り替えます。非表示の際にはピッキングできません。 

・ ピッキング(ON/OFF) 

            TINのピッキングを切り替えます。 

            TINのピッキングは時間がかかるので、デフォルトは OFFです。 

            地図データを非表示にしている場合、ピッキングによる参照点指定ができないので、 

            ここで ONにしてください。 

・ 閉じる 

  TINを閉じて、メモリを解放します。 

・ 表示色(水平、垂直、その他)：それぞれ別に表示色が設定でき、区別できます。 

・ アンビエント（環境色） 

・ ディフューズ（拡散色） 

・ スペキュラー（鏡面色） 

・ 輝度 

・ 表示スタイル 

・ 三角形 

            三角形の面で表示します。デフォルトです。 

・ 線 

            三角形の辺を表示します。三角形の面表示に比べ、表示に時間がかかりマウスコントロールの反応が 

遅くなります。 

・ 点 

            三角形の頂点を表示します。三角形の面表示に比べ、表示に時間がかかりマウスコントロールの反応が 

遅くなります。 

・ シェーディング 

・ フラット 

            三角形をそのまま表示します。デフォルトです。 

・ グーロー 

       TINを滑らかに表示します。標高値に入力ミスがあり突起や穴になっている場合、目視が容易になります。 

   
   フラット       グーロー 

・ オフセット 
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        TIN全体の表示について、標高値を少しだけ下げることにより、 

        地図データとの重なりが少なくなり、地図データをはっきり見ることができます。 

        値が大きくなるに従って、TINが地形データからずれていきます。 

 

8.2. 地物リストパネル 
 
シェープファイルリード時にシェープをリストアップします。項目をクリックすると、そのシェープが参照点となり

[3D表示]パネルの中央に表示します。 

 

8.3.属性値パネル 
 
選択されているシェープの情報を[属性値]パネルに表示します。 

  
 

8.4. 座標値パネル 
 
選択されているシェープ(ポリライン・ポリゴン、ポイント)の座標と点間の勾配、標高差、水平距離を[座標値]パネ

ルに表示します。 

  
  

・ 選択されているシェープの線を赤く表示します。 

・ 選択されている行の点を、３D表示で黄色く表示します。また、３D表示でクリックした点が選択行になります。 

・ 表の項目名を横にドラッグすることで、列の表示順序が変更できます。 

 
・ ポップアップメニューで、選択されている点を参照点とし、３Ｄパネル中央に表示することができます。 

 
8.5. レポートパネル 
 
選択されたシェープの情報や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。 

 
 

8.6. チェックリストパネル 
 
ファイル名のポップアップメニュー[属性情報リストアップ]メニューで該当する箇所を表示します。 

クリックされた項目の点が参照点になります。 

各項目に該当する点を３Ｄパネルに赤い点で表示します。 
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9. その他 
 

9.1. 地形断面表示 
 
TIN 作成後、マーク点(コントロールキーを押しながらマウス左ボタンクリックで指定)と、右ボタンクリックで指定

したピック点との間の断面を赤く表示します。マーク点とピック点間の線と TINの三角形の辺との交点位置を、赤い

縦線で表示します。ステータスバーに２点間の水平距離や標高差、傾斜角を表示します。 

  

 

9.2. 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、シェープ三次元ビューF をインストールフォルダ(Vista では C:¥ユーザ¥(ログイン

名)¥AppData¥Roaming¥GeoCoachSystems¥シェープ三次元ビューF)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。シェープ三次元ビューF のデフォルトに戻すには、このファイルを

削除して下さい。 

 

9.3. メモリ使用量 
 

32bit の Windows では、プログラムとデータ全体で最大約１.5G 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１.5G 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。64bit 版の Windows では、ほとんど制限はありません。詳しくはインストール説明書の「使用メモ

リの指定」を参照してください。 

 

9.4. 未処理項目 
 
以下の問題が判明しておりますが、未対応の状態です。 

・ 地図中心から遠く離れたシェープの選択がピッキングを繰り返さないとできない場合があります。 

・ 座標値パネルの表の一部が表示されないことがあります。タブを切り替えることで正常に表示します。 

・ アプリケーションを複数個立ち上げると、３D表示されないことがあります。 

・ TIN 作成後、全ての TIN が表示されないことがあります。三角ポリゴンの数が大きくて、ビデオカードのメモリ

を使い切っているのが原因です。再度アプリケーションを立ち上げるか、PCを立ち上げなおしてみてください。 

・ TIN 作成で多数の三角ポリゴンができた場合、表示する段階でプログラムが終了することがあります。三角ポリ

ゴン数が約７２万個で現象を確認しています。 

・ 線分の端点が３Ｄパネルの外側に位置するほど拡大されている場合、その線分をクリックしても、シェープが選

択できないことがあります。 

 

9.5. 更新記録 
 
6.0.2 2010/05/29 

 Windows7と Java6に対応 
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7.0.0 2013/01/13 

 Java7に対応 

 
8.0.0 2014/07/03 

 Windows8.1 と Java8 に対応、Windows8.1 のタブレットのインターフェースを追加。 

 
8.0.1 2014/07/10 

 メニュー[ファイル]-[開く 写真 Exif]を追加。 
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