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1. 概要 

本システムは、基本測量及び公共測量で得られた基準点データを国土地理院イントラネットにおいて提

供し、内部利用及び基準点成果等の謄抄本交付を行うためのシステムです。  

 

【システム概要】 
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2. 画面構成と操作 

 

2.1. トップページ 

トップページは内部システムと外部システムで異なります。 

 

 内部システム用  2.1.1.

内部システムではトップページは「デスクトップ」と同じです。  

最初から「閲覧ユーザ」として本サイトを利用できます。 

 

 外部システム用  2.1.2.

外部システムではトップページは専用の別ページが用意されます。 

トップページで「基準点検索入口」ボタンを押すと、「利用上の注意」画面が表示されます。「利用上の注

意」画面で「同意する」ボタンをクリックすると外部公開向けのシステムに遷移します。 

 

2.2. デスクトップ 

本サイトの機能を利用するためのアイコンやメニュー、機能ごとのウィンドウが表示される画面です。  

デスクトップ上のアイコンは、クリックすることで該当するウィンドウを表示したり、マウスドラッグでアイコン

の位置を移動させたりすることができます。  

【デスクトップ画面例】 

 

 メニュー  2.2.1.

デスクトップ画面左下のメニューアイコンをクリックすることで表示されます。  

デスクトップ上のアイコンと同じく、メニュー画面中のアイコンをクリックすることで、該当する画面を表示し

ます。  
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【メニュー画面例】 

 

 タスクバー  2.2.2.

開いているウィンドウをアイコンのリストとして表示するエリアです。  

タスクバー中のアイコンをマウスクリックすることで、そのウィンドウを手前に表示することができます。非表

示になっているウィンドウでも表示状態に戻し、手前に出します。  

 

 



 

 

4 

2.3. ウィンドウ 

機能ごとに関連した情報やボタンなどが配置されたブラウザページ中の画面のことで、デスクトップの中

に表示されます。  

【ウィンドウ表示例】 

 

 ウィンドウ操作  2.3.1.

ウィンドウは以下の操作が可能です。  

【操作】  

操作 方法 

開く 
デスクトップ上のアイコンのマウスクリックか、メニューからマウスで選択します。  

開かれたウィンドウはタスクバーにもアイコンが表示されます。  

閉じる ウィンドウの右端にある をクリックします。 

移動する ウィンドウ上部の黒いバーをドラッグします。 

手前に表示する 

他のウィンドウが被さっている場合、手前に出したいウィンドウの見えている箇所をマ

ウスでクリックします。    

あるいはタスクバー中のアイコンをクリックすることでも可能です。  

サイズを任意に変

更する 

ウィンドウ右下隅のマウスドラッグによって、サイズの拡大・縮小ができます。  

※サイズ変更ができないウィンドウもあります。例）検索画面、詳細画面など  

サイズを最大化す

る 

ウィンドウ右上に がある場合、クリックすることでウィンドウをデスクトップいっぱいに

最大化できます。 
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サイズの最大化を

戻す 

ウィンドウ右上に がある場合、クリックすることでウィンドウを元のサイズに戻せま

す。 

非表示にする 

ウィンドウ右上に がある場合、クリックすることでウィンドウを非表示にできます。  

非表示になってもタスクバー上にアイコンが残ります。タスクバー上のアイコンをクリッ

クすることで再表示できます。  

 

 ウィンドウ種別  2.3.2.

ウィンドウには、サイズ変更の可否によって 2 種類のウィンドウがあります。 

それらはウィンドウ右上に表示されるボタンの種類によって区別できます。 

【リサイズ可能なウィンドウ例】 
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【リサイズ不可能なウィンドウ例】 

 

※画面の解像度により画面全体が表示されないことがあり、画面下部の「出力ボタン」、「キャンセル」ボタ

ンを表示出来ない場合があります。その場合はブラウザの表示縮尺を縮小してください。 

 



 

 

7 

3. 機能説明 

 

3.1. ログイン 

本サイトの管理機能を利用するために認証を行う機能です。  

管理者としてのログインが成功すると、デスクトップ上のアイコンやメニューに、管理者として利用可能な

機能が追加されます。  

 

 

 ログイン状態  3.1.1.

ユーザのログイン状態は、メニューアイコンでも確認できます。  

メニューアイコンは、ユーザのログイン状態に応じて以下の表のように変化します。  

【メニューアイコン】  

アイコン ログイン状態 

 

未ログイン時 

 

ログイン時 
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3.2. 索引図 

メニュー画面上の「索引図」アイコン 

 

をクリックすると、本メニューウィンドウが表示されます。 

 

索引図の「1/20 万図名」を選択すると、「1/5 万図名」の拡大図ウィンドウが表示されます。 

拡大図ウィンドウの「1/5 万図名」を選択すると、選択した地域の配点図が表示されます。 
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 索引図 3.2.1.

1. マウスで索引図の 1/20 万図名をクリックすると、該当箇所の拡大図ウィンドウが表示され、1/5 万図名

をクリックできます。 

 

2. 拡大図ウィンドウの 1/5 万図名をクリックすると、該当箇所の「配点図」ウィンドウが表示されます。 拡大

図ウィンドウは、左上の＜ ＞アイコンで閉じる事ができます。 

3. 「索引図」を終了する場合は、ウィンドウ右上の＜ ＞ボタンをクリックして下さい。 
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3.3. 検索 

デスクトップの「検索」アイコン 

 

をクリックすると、本ウィンドウが表示されます。 

あるいは、「検索結果一覧（内部用）」か「選択リスト」画面の操作「配点図確認」アイコン< >をクリック

すると、本ウィンドウが表示され、選択した基準点を地図中心に表示します。 

 

 

【中心位置の十字線】 

地図の中心位置にある十字線の表示と非表示を切り替えます。 

   

 

 

 

チェック ON 十字線を表示 

チェック OFF 十字線を非表示 
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【中心位置表示】 

現在表示中の地図の中心位置の座標が表示されます。また、この欄に緯度経度値を入力することによ

って、地図の中心位置を移動することができます。 

   

初期表示状態では、上図の通り、緯度・経度がカンマ区切りで度単位の十進表示されますが、「度分

秒」ボタンをクリックすると、表示が下図の通り度分秒の表現に切り替わります。「十進」ボタンをクリック

すると、上図の通りの十進表示に戻ります。 

           

         いずれの表示の場合でも、緯度経度値を入力し（現在表示されている緯度経度値を更新して）、「移

動」ボタンをクリックすると、入力された緯度経度値が中心となるよう、地図が移動します。 

 

【メニュー選択タブ】 

「基準点閲覧メニュー」「地名検索メニュー」でそれぞれ表示を切り替えます。 
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 基準点閲覧メニュー  3.3.1.

「基準点」の検索条件の設定や検索の実行、及び「基準点数」の情報、一括で取り置きを行う際に利用す

る「範囲選択」等のボタンを表示します。 

  

【基準点検索設定】 

基準点検索条件の設定を行います。 

「通常検索」と「詳細検索」のタブで検索方法を切り替えます。 

「詳細検索」はさらに、「基本基準点」、「基本基準点コード」、「公共基準点」、「ワンストップサービス ID

コード」の５種類の検索方法で構成されています。 

検索条件設定の詳細については本書「3.3.7 基準点検索条件」を参照してください。 
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【基準点検索実行】 

    

 検索件数上限の選択 

検索された結果、地図上および選択リストに表示される基準点数の上限を指定します。  

 地図の表示範囲検索から検索 

地図の表示範囲から指定した検索条件に一致した基準点を検索します。 

以下の条件を全て満たすと地図の「地図の表示範囲から検索」ボタンが有効になります。 

  ①地図縮尺が 1/100 万(ズームレベル 11)以下 

  ②通常検索または詳細検索の検索方法が「基本基準点」もしくは「公共基準点」 

 

 

ズームレベルが 10 以下の 

場合は、ボタンのクリック不可 

ズームレベルが 11 以上の

場合は、ボタンのクリック可 

（プラスボタン方向） 
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 全国から検索 

全国から検索条件に一致した基準点を検索します。 

※検索条件が「通常検索」の場合は検索できません(ボタンが押せません)。  

 検索の実行 

「地図の表示範囲から検索」または「全国から検索」ボタンを押すと基準点検索を実行します。 

基準点の検索が終了すると、検索結果が配点図上に表示されます。 

また、選択リストにも検索結果の一覧が表示されます。 

検索を実行するたびに前回の検索結果はクリアされますが、取り置き状態にある基準点はクリ

アされずに配点図や選択リストに残ります。 

配点図上に表示されるアイコンの種類と、基準点の種類の対応については本書「3.3.6 配点

図の凡例」を参照してください。  

【検索結果表示】 

基準点検索結果件数表示、及び、ポップアップとテキスト情報の表示切り換え設定を行います。 
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 地名検索メニュー 3.3.2.

地理院地図システム標準の地名検索機能が利用できます。 

   

【検索手順】  

1. 地名入力ボックスに、検索したい住所や施設名などを入力します。 

2. 検索ボタンを押すと条件に合致する地名が検索結果リストに表示され、検索結果リストの最上

位に表示される地名の地点に地図が移動します。 

3. 検索結果リストに表示された地名をクリックするとその場所へ地図が移動します。 

※クリアボタンを押すと地名入力ボックスと検索結果リストをクリアします。 

【つくば国際大学の検索結果】 

 

検索した地物のマーク       中心位置の十   中心位置の十はここのチェックで非表示 
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 ポップアップ表示内容  3.3.3.

「ポップアップ」チェックボックスを ON にしておくと、基準点の詳細情報をポップアップ表示することができ

ます。  

チェック ON 「ポップアップ」モード ON 

チェック OFF 「ポップアップ」モード OFF 

配点図のアイコン上、地域図上にマウス ON 状態で静止すると、基準点・実施地域の情報が表示されま

す。 

基準点の場合、表示される内容は、基本基準点/公共基準点によって異なります。 

【基本基準点の表示例】 

   
① 基準点コード 

② 等級種別  

③ 冠字選点番号（水準[L0],電子[EL]はこの項目を表示しない） 

④ 基準点名  

⑤ 成果状態  

⑥ 現況状態  

⑦ 現況備考 

⑧ 使用承認  

⑨ 備考  

 

【公共基準点の表示例】 

 

① 等級 

② 種別  

③ 基準点名 

④ 助言番号  

⑤ 計画期間名称 

⑥ 閲覧・謄本交付の可否 
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 基準点アイコンの操作 3.3.4.

配点図上の選択状態にある基準点アイコンは「詳細情報表示」「取り置き追加」「取り置き解除」の操作が 

可能です。 

1. 基準点検索を行い配点図に基準点アイコンを表示します。 

2. 操作したい基準点アイコンを選択状態にします。選択状態になったアイコンの周囲には青色の

枠が表示されます。 

 

3. 基準点アイコンをマウスで左クリックするとポップアップメニューが表示されます。 

 

4. ポップアップメニューから操作したい項目を選択します。 

種類 方法 

詳細情報表示 基準点の詳細情報を表示します。 

取り置き追加 
選択された基準点を取り置きにします。 

※選択リストの取り置きチェックボックスを ON にします。 

取り置き解除 
選択された基準点の取り置きを解除します。 

※選択リストの取り置きチェックボックスを OFF にします 

※選択状態を解除するには、地図上の点がない箇所をクリックします。 
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基準点アイコンが選択状態にならない場合があります。 

【十字線と基準点アイコンが重なっている場合】 

 

回避方法：「中心位置の十字線」のチェックボックスを OFF にするか、地図を動かして十字線と基 

準点アイコンが重ならないようにしてください。 

【ポップアップ表示矢印側の側面近傍の基準点アイコン】 

  赤枠で囲んだエリアが選択状態になりません。 

    

回避方法：「ポップアップ」のチェックボックスを OFF にするか、点のない個所をクリックしてポップ 

アップ表示を消してください。 

※取り置き状態にできる基準点は最大 1000 点です。全てを追加できなかった場合、登録数が最大値 

に達したことを伝えるアラートが表示され、それ以上の追加処理は中止されます。 

 地理院地図機能メニュー 3.3.5.

      地図右上部に地理院地図と同等の機能メニューを配置しています。機能メニューをクリックすると以下の 

４つのメニューが出てきます。 

各機能詳細と操作説明は別途「地理院地図マニュアル」の各機能説明ページを参照してください。 

メニュー 機能 

[作図・ファイル]メニュー 作図 

[印刷]メニュー プリント 

[計測]メニュー 計測 

[地図切替]メニュー 地図切替 
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 配点図の凡例 3.3.6.

 

配点図に表示される基準点アイコンと基準点の等級・種別の対応について説明します。  

 

3.3.6.1. 基本基準点 

 

基準点 

 

経緯度原点 等級種別が「経緯度原点」の基本基準点を表示します。 

 

一等三角点 等級種別が「一等三角点」の基本基準点を表示します。 

 

二等三角点 等級種別が「二等三角点」の基本基準点を表示します。 

 

三等三角点 等級種別が「三等三角点」の基本基準点を表示します。 

 

四等三角点 等級種別が「四等三角点」の基本基準点を表示します。 

 

図根点 等級種別が「図根点」の基本基準点を表示します。 

 

二等多角点 等級種別が「二等多角点」の基本基準点を表示します。 

 

三等多角点 等級種別が「三等多角点」の基本基準点を表示します。 

 

電子基準点 等級種別が「電子基準点」の基本基準点を表示します。 

 

電子基準点(付) 等級種別が「電子基準点(付)」の基本基準点を表示します。 

 

GNSS 固定点 等級種別が「GNSS 固定点」の基本基準点を表示します。 

 

地殻変動観測点 等級種別が「地殻変動観測点」の基本基準点を表示します。 

水準点 

 

水準原点 等級種別が「水準原点」の基本基準点を表示します。 

 

基準水準点 等級種別が「基準水準点」の基本基準点を表示します。 

 

一等水準点 等級種別が「一等水準点」の基本基準点を表示します。 

 

二等水準点 等級種別が「二等水準点」の基本基準点を表示します。 

 

三等水準点 等級種別が「三等水準点」の基本基準点を表示します。 

 

道路水準点 等級種別が「道路水準点」の基本基準点を表示します。 

 

準基準水準点 等級種別が「準基準水準点」の基本基準点を表示します。 
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交点 等級種別が「交点」の基本基準点を表示します。 

 

渡海水準点 等級種別が「渡海水準点」の基本基準点を表示します。 

 

附属水準点 等級種別が「附属水準点」の基本基準点を表示します。 

 

無号＆験潮場固定点 等級種別が「無号＆験潮場固定点」の基本基準点を表示します。 

 

電子基準点(二等水準点) 等級種別が「電子基準点(二等水準点)」の基本基準点を表示します。 

 
電子基準点(三等水準点) 等級種別が「電子基準点(三等水準点)」の基本基準点を表示します。 

磁気点 

 
基準磁気点 等級種別が「基準磁気点」の基本基準点を表示します。 

 
一等磁気点 等級種別が「一等磁気点」の基本基準点を表示します。 

 
二等磁気点 等級種別が「二等磁気点」の基本基準点を表示します。 

重力点 

 
基準重力点 等級種別が「基準重力点」の基本基準点を表示します。 

 
一等重力点 等級種別が「一等重力点」の基本基準点を表示します。 

 
一等重力点(併用点) 等級種別が「一等重力点(併用点)」の基本基準点を表示します。 

 
二等重力点 等級種別が「二等重力点」の基本基準点を表示します。 
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3.3.6.2. 公共基準点 

 

グループ名 等級 種別 水準点兼用 アイコン 

１級基準点 1 級 

基準点 兼用なし 
 

基準点 水準点兼用（1 級） 
 

基準点 水準点兼用（2 級） 
 

基準点 水準点兼用（3 級） 
 

基準点 水準点兼用（4 級） 
 

復興基準点 兼用なし 
 

復興基準点 水準点兼用（1 級） 
 

復興基準点 水準点兼用（2 級） 
 

復興基準点 水準点兼用（3 級） 
 

復興基準点 水準点兼用（4 級） 
 

２級基準点 2 級 

基準点 兼用なし 
 

基準点 水準点兼用（1 級） 
 

基準点 水準点兼用（2 級） 
 

基準点 水準点兼用（3 級） 
 

基準点 水準点兼用（4 級） 
 

３級基準点 3 級 基準点 兼用なし 
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グループ名 等級 種別 水準点兼用 アイコン 

基準点 水準点兼用（1 級） 
 

基準点 水準点兼用（2 級） 
 

基準点 水準点兼用（3 級） 
 

基準点 水準点兼用（4 級） 
 

街区三角点 

1 級 

街区三角点 兼用なし 
 

街区三角点 水準点兼用（1 級） 
 

街区三角点 水準点兼用（2 級） 
 

街区三角点 水準点兼用（3 級） 
 

街区三角点 水準点兼用（4 級） 
 

2 級 

街区三角点 兼用なし 
 

街区三角点 水準点兼用（1 級） 
 

街区三角点 水準点兼用（2 級） 
 

街区三角点 水準点兼用（3 級） 
 

街区三角点 水準点兼用（4 級） 
 

街区多角点 3 級 

街区多角点 兼用なし 
 

街区多角点 水準点兼用（1 級） 
 

街区多角点 水準点兼用（2 級） 
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グループ名 等級 種別 水準点兼用 アイコン 

街区多角点 水準点兼用（3 級） 
 

街区多角点 水準点兼用（4 級） 
 

１級水準点 

1 級 

基準点 水準点兼用（1 級） 
 

水準点 兼用なし 
 

復興基準点 水準点兼用（1 級） 
 

その他 水準点兼用（1 級） 
 

2 級 

基準点 水準点兼用（1 級） 
 

街区三角点 水準点兼用（1 級） 
 

その他 水準点兼用（1 級） 
 

3 級 

基準点 水準点兼用（1 級） 
 

街区多角点 水準点兼用（1 級） 
 

その他 水準点兼用（1 級） 
 

4 級 

基準点 水準点兼用（1 級） 
 

その他 水準点兼用（1 級） 
 

その他 

基準点 水準点兼用（1 級） 
 

その他 水準点兼用（1 級） 
 

不明 基準点 水準点兼用（1 級） 
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グループ名 等級 種別 水準点兼用 アイコン 

その他 水準点兼用（1 級） 
 

２級水準点 

1 級 

基準点 水準点兼用（2 級） 
 

復興基準点 水準点兼用（2 級） 
 

その他 水準点兼用（2 級） 
 

2 級 

基準点 水準点兼用（2 級） 
 

水準点 兼用なし 
 

街区三角点 水準点兼用（2 級） 
 

その他 水準点兼用（2 級） 
 

3 級 

基準点 水準点兼用（2 級） 
 

街区多角点 水準点兼用（2 級） 
 

その他 水準点兼用（2 級） 
 

4 級 

基準点 水準点兼用（2 級） 
 

その他 水準点兼用（2 級） 
 

その他 

基準点 水準点兼用（2 級） 
 

その他 水準点兼用（2 級） 
 

不明 

基準点 水準点兼用（2 級） 
 

その他 水準点兼用（2 級） 
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グループ名 等級 種別 水準点兼用 アイコン 

３級水準点 

1 級 

基準点 水準点兼用（3 級） 
 

復興基準点 水準点兼用（3 級） 
 

その他 水準点兼用（3 級） 
 

2 級 

基準点 水準点兼用（3 級） 
 

街区三角点 水準点兼用（3 級） 
 

その他 水準点兼用（3 級） 
 

3 級 

基準点 水準点兼用（3 級） 
 

水準点 兼用なし 
 

街区多角点 水準点兼用（3 級） 
 

その他 水準点兼用（3 級） 
 

4 級 

基準点 水準点兼用（3 級） 
 

その他 水準点兼用（3 級） 
 

その他 

基準点 水準点兼用（3 級） 
 

その他 水準点兼用（3 級） 
 

不明 

基準点 水準点兼用（3 級） 
 

その他 水準点兼用（3 級） 
 

その他 1 級 

その他 兼用なし 
 

その他 水準点兼用（1 級） 
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グループ名 等級 種別 水準点兼用 アイコン 

その他 水準点兼用（2 級） 
 

その他 水準点兼用（3 級） 
 

その他 水準点兼用（4 級） 
 

2 級 

その他 兼用なし 
 

その他 水準点兼用（1 級） 
 

その他 水準点兼用（2 級） 
 

その他 水準点兼用（3 級） 
 

その他 水準点兼用（4 級） 
 

3 級 

その他 兼用なし 
 

その他 水準点兼用（1 級） 
 

その他 水準点兼用（2 級） 
 

その他 水準点兼用（3 級） 
 

その他 水準点兼用（4 級） 
 

4 級 

基準点 兼用なし 
 

水準点 兼用なし 
 

その他 兼用なし 
 

その他 基準点 兼用なし 
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グループ名 等級 種別 水準点兼用 アイコン 

基準点 水準点兼用（1 級） 
 

基準点 水準点兼用（2 級） 
 

基準点 水準点兼用（3 級） 
 

基準点 水準点兼用（4 級） 
 

水準点 兼用なし 
 

その他 兼用なし 
 

その他 水準点兼用（1 級） 
 

その他 水準点兼用（2 級） 
 

その他 水準点兼用（3 級） 
 

その他 水準点兼用（4 級） 
 

不明 

基準点 兼用なし 
 

基準点 水準点兼用（1 級） 
 

基準点 水準点兼用（2 級） 
 

基準点 水準点兼用（3 級） 
 

基準点 水準点兼用（4 級） 
 

水準点 兼用なし 
 

その他 兼用なし 
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グループ名 等級 種別 水準点兼用 アイコン 

その他 水準点兼用（1 級） 
 

その他 水準点兼用（2 級） 
 

その他 水準点兼用（3 級） 
 

その他 水準点兼用（4 級） 
 

４級基準点 4 級 

基準点 兼用なし 
 

基準点 水準点兼用（1 級） 
 

基準点 水準点兼用（2 級） 
 

基準点 水準点兼用（3 級） 
 

基準点 水準点兼用（4 級） 
 

４級水準点 

1 級 

基準点 水準点兼用（4 級） 
 

復興基準点 水準点兼用（4 級） 
 

その他 水準点兼用（4 級） 
 

2 級 

基準点 水準点兼用（4 級） 
 

街区三角点 水準点兼用（4 級） 
 

その他 水準点兼用（4 級） 
 

3 級 

基準点 水準点兼用（4 級） 
 

街区多角点 水準点兼用（4 級） 
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グループ名 等級 種別 水準点兼用 アイコン 

その他 水準点兼用（4 級） 
 

4 級 

基準点 水準点兼用（4 級） 
 

水準点 水準点兼用（4 級） 
 

その他 水準点兼用（4 級） 
 

その他 

基準点 水準点兼用（4 級） 
 

その他 水準点兼用（4 級） 
 

不明 

基準点 水準点兼用（4 級） 
 

その他 水準点兼用（4 級） 
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 基準点検索条件 3.3.7.

「配点図ウィンドウ」の左側、「検索条件設定パネル」では、基準点検索の条件を設定することができます。 

基準点名や基準点コード等から基準点を検索します。  

 

3.3.7.1. 検索方法 

通常検索と詳細検索のどちらかを選択します。 

また、詳細検索を選択した場合、さらに以下の検索方法を選択できます。  

1. 基本基準点 

2. 基本基準点コード 

3. 公共基準点 

4. ワンストップサービス ID コード 

から選択します。 

方法によって、検索条件が異なります。  

1.基本基準点の検索方法について 

基準点の種別、点名、都道府県、市区町村等を検索条件に指定し、検索が可能です。 

2.基本基準点コードの検索方法について 

基準点コード、水準点コードを複数指定し、検索が可能です。 

3.公共基準点の検索方法について 

点名、助言番号、成果 ID、都道府県、市区町村等を検索条件に指定し、検索が可能です。 

4. ワンストップサービス ID コード 

過去に発行されたワンストップサービス ID で対象の基準点の検索が可能です。 
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3.3.7.2. 通常検索 

通常検索の場合は「全国から検索」ができません(ボタンが押せません)。 

 

基準点を等級・種別で絞り込みます。 

 基本基準点のチェック欄 

基本基準点を検索対象とするか否か、設定を行います。  

 基本基準点配下のチェック欄 

システム管理者が設定した複数の等級コードを纏めたグループ単位で基本基準点検索条件の

設定を行います。  

 公共基準点のチェック欄 

基本基準点を検索対象とするか否か、設定を行います。  

 公共基準点配下のチェック欄 

システム管理者が設定した複数の等級コードを纏めたグループ単位で公共基準点検索条件の

設定を行います。  
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3.3.7.3. 詳細検索(1)：基本基準点 

以下の条件で絞り込みます。 

(*) はあいまい検索(文字包含)が可能です。 

テキストで直接入力する項目は「,（カンマ）」区切りによる複数入力が可能です。  

 

1. 等級種別 

基準点の等級種別で検索します。 

チェックボックスから選択して下さい。複数選択できます。グループのチェックボックスを選択することで、

配下の等級種別がすべて選択されます。 

 

2. 点名(*) 

基準点名で検索します。 

検索する文字列を直接入力して下さい。 

 

3. 冠字選点番号(*) 

冠字選点番号で検索します。 

検索する文字列を直接入力して下さい。 

 

4. 電子基準点番号 

電子基準点番号で検索します。 

検索する文字列を直接入力して下さい。 

 

5. u コード(*) 

u コードで検索します。 

検索する文字列を直接入力して下さい。 

 

6. 部号(*) 

部号で検索します。 

 

7. ２次メッシュコード 

２次メッシュコードで検索します。 

検索する文字列を直接入力して下さい。 

※メッシュコードは完全一致でないと検索できません。 

 

8. 都道府県名(*) 

都道府県名で検索します。 

直接入力、あるいは「候補」から選択して下さい。 
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9. 市区町村名(*) 

市区町村名で検索します。 

直接入力、あるいは「候補」から選択して下さい。  

 

10. 【都道府県-市区町村名：絞込表示】 

「都道府県名」をプルダウンから選択すると、該当する都道府県の「市区町村名」が「候補」として絞込表

示されます。 

※都道府県を選択しないと、市区町村リストは表示されません（件数が大きすぎてリストで表示しきれない

場合があるため）。 

※検索は、都道府県を選択しなくても、市区町村名を直接入力する事で結果の一覧を表示できます。 

 

11. 図葉名 

図葉名で検索します。 

検索する文字列を直接入力して下さい。 

 

12. 成果状態 

基準点成果情報の「状態」で検索します。 

チェックボックスから選択して下さい。複数選択できます。 

 

13. IC タグの有無 

「IC タグの有無」で検索します。 

 

14. 品質コード 

「品質コード」で検索します。 

プルダウンから選択して下さい。  

 

15. 基準点維持の分類コード 

「基準点維持の分類コード」で検索します。 

プルダウンから選択して下さい。  

 

16. 電子基準点取付 

「電子基準点取付」で検索します。 

プルダウンから選択して下さい。  

 



 

 

34 

17. 水準路線番号 

「品質コード」で検索します。 

プルダウンから選択して下さい。  

 

18. 一坪国有地 

「一坪国有地」で検索します。 

プルダウンから選択して下さい。  

 

19. 地上権 

「地上権」で検索します。 

プルダウンから選択して下さい。  

 

20. 法令による指定 

「法令による指定」で検索します。 

プルダウンから選択して下さい。  
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3.3.7.4. 詳細検索(2)：基準点コード 

基準点コード、あるいは水準点コード（あるいはその両方）を入力します。 

それぞれ「追加入力用テキストボックス」と「追加」ボタン、「検索条件ストック用テキストボックス」から構成さ

れます。 

 

・入力方法  

 「追加入力用テキストボックス」にコードを入力し、「追加」ボタンを押すかキーボードの Enter キ

ーを押し、「検索条件ストック用テキストボックス」へストックします。 

入力が成功した場合、左端に "*" がついた文字列としてストック用テキストボックスの最下行

に追加されていきます。 

"*"部分はあいまいな検索キーとみなされます。 

【入力処理補足】  

o １つ目のコード入力の場合、文字数が基準点コードでは 10 文字、水準点コードでは

11 文字に満たない場合はダイアログが表示され、それ以上の文字数を入力するよう

に求められます。  

o ２つ目以降のコード入力で上記文字数未満の場合は、ストック用テキストボックスの最

下行のコード文字列の左端から足りない部分が補完された後、ストック用テキストボッ

クスに追加されます。  

o 入力文字が多い場合、右端の文字から基準点コードでは 10 文字、水準点コードで

は 11 文字までが採用されます。  

 「検索条件ストック用テキストボックス」へ直接入力することもできます。  

o 一行に１つのコードを入力して下さい。 

o 改行で複数の基準点を一度に検索できます。 

※検索対象は「検索条件ストック用テキストボックス」に入っているコードです。 

「追加入力用テキストボックス」のコードは対象ではありません。  
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3.3.7.5. 詳細検索(3)：公共基準点 

以下の条件で絞り込みます。 

(*) はあいまい検索(文字包含)が可能です。 

テキストで直接入力する項目は「,（カンマ）」区切りによる複数入力が可能です。  

1. 点名(*) 

基準点名で検索します。 

2. 助言番号(*) 

助言番号で検索します。 

3. 成果 ID 

成果 ID で検索します。 

「,（カンマ）」区切りによる複数入力が可能です。 

4. 計画機関名(*) 

計画機関名で検索します。 

5. 都道府県名 

都道府県名で検索します。 

直接入力、あるいは「候補」から選択して下さい。 

6. 市区町村名(*) 

市区町村名で検索します。 

直接入力、あるいは「候補」から選択して下さい。 

7. 【都道府県-市区町村名：絞込表示】 

「都道府県名」をプルダウンから選択すると、該当する都道府県の「市区町村名」が「候補」として絞込表

示されます。 

※都道府県を選択しないと、市区町村リストは表示されません（件数が大きすぎてリストで表示しきれない

場合があるため）。 

※検索は、都道府県を選択しなくても、市区町村名を直接入力する事で結果の一覧を表示できます。 

8. 種別 

基準点の種別で検索します。 

プルダウンから選択して下さい。 

9. 等級 

基準点の等級で検索します。 

プルダウンから選択して下さい。 

10. IC タグの有無 

「IC タグの有無」で検索します。 

11. 成果状態 

成果状態で検索します。 

チェックボックスから選択して下さい。複数選択できます。 
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3.3.7.6. 詳細検索(4)：ワンストップサービス ID コード 

ワンストップサービス用に登録された基準点を検索します。  

1. テキストボックスにワンストップサービス ID コードを入力します。 

2. ＜検索＞ボタンを押すと、処理が実行されます。 

※ID コードが半角で 8 文字の大文字英字と数字のみの組み合わせ文字列でない場合は、実

行せずに ID コードの再入力を促すダイアログを表示します。  

良い例：AI90OK8Y 

悪い例：ＡＩ９０ＯＫ８Ｙ 
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3.4. 配点図出力 

デスクトップの「配点図出力」アイコン 

 

をクリックすると、本メニューウィンドウが表示されます。  
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 配点図出力 3.4.1.

1. プルダウンから  

o 1/20 万図名→1/5 万図名(絞込) 

o 1/5 万図名 

を選択します。 

プルダウンを選択すると、地形図も合わせて地域を拡大して表示します。  

【1/20 万図名-1/5 万図名：絞込表示】 

「1/20 万図名」をプルダウンから選択すると、「1/5 万図名」が絞込表示されます。 

※「1/20 万図名」を選択しなくても、「1/5 万図名」を直接選択する事で出力図を表示する事ができます。 

2. あるいは、地形図からマウスクリックで選択する事もできます。 

マウスで 1/20 万図名をクリックすると、該当箇所の拡大図ウィンドウが表示され、1/5 万図名を

選択できます。 

選択すると、プルダウンに指定した図名が自動的に入力されます。 

拡大図ウィンドウは、左上の＜ ＞アイコンで閉じる事ができます。 

3. 地図がない場合は、点の記の画像なしエラーと同様に、存在しないファイル名が出力されます。 

地形図コードは、等級種別と同様、基準点コードより判別するようになっています。 

4. ＜出力＞ボタンをクリックすると、 

----- 

配点図「******：○○○」を出力しますか？」 

----- 

と確認のメッセージが表示されます。  

o ＜OK＞ボタンを押すと、処理を実行します。 

o ＜キャンセル＞ボタンを押すと、処理をキャンセルして地形図選択ウィンドウに戻りま

す。  

5. 「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスが表示されますので、「保存」を選択します。 

6. 「名前を付けて保存」ダイアログボックスで保存先を指定し、＜保存＞をクリックして下さい。 

地形図と基準点の種類を配点した PDF が保存(出力)されます。 

7. 「配点図出力」を終了する場合は、ウィンドウ右上の＜ ＞ボタンをクリックして下さい。  
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 出力される配点図記号 3.4.2.

 

シンボル 凡例名称 [cRank].[id] [cRank].[value] 

 

一等三角点 TR1 一等三角点 

 

二等三角点 TR2 二等三角点 

 

三等三角点 TR3 三等三角点 

 

四等三角点 TR4 四等三角点 

 

その他の基準点 

TR5 五等三角点 

TR7 復興基準点 

TR8 小等三角点 

TRG 経緯度原点 

TR0 三等多角点 

TR9 二等多角点 

TR6 図根点 

EK0 GNSS 固定点 

MPA 地殻変動観測点(MPA) 

MPB 地殻変動観測点(MPB) 

MPC 地殻変動観測点(MPC) 

GR0 基準重力点 

GR1 一等重力点 

GR2 二等重力点 

MA0 基準磁気点 

MA1 一等磁気点 

MA2 二等磁気点 

 

電子基準点 

EL0 電子基準点 

EL1 電子基準点(付) 
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水準点 

L00 基準水準点 

L01 一等水準点 

L02 二等水準点 

L03 三等水準点 

L04 道路水準点 

L05 準基準水準点 

L06 交点 

L07 渡海水準点 

L08 附属水準点 

L09 無号&験潮場固定点 

L0E 電子基準点(二等水準点) 

L0F 電子基準点(三等水準点) 

L0G 水準原点 

 成果状態 =「廃点」「管理移管」の点は(検索一覧ウィンドウには表示されていても)配点図には

表示されません。 

 成果状態 =「正常」以外の点は記号に取消線が表示されます。 

 



 

 

42 

 配点文字の表示ルール 3.4.3.

配点図で、点が混み合った場所では、以下の順序で点名やコードが重ならないよう文字を再配置してい

ます。  

     【基準点の場合】 

基本形  

 

点名 

 

   

 

コー

ド  

 

①  

 

点名 

 

  

コ

ー

ド 

    

②  

   

  

点

名 

 

コー

ド  

 

③  

   

コ

ー

ド 

 

点

名 

    

④  

   

コ

ー

ド 

  

 

点名 

 
 

⑤  

 

点名 

 

コ

ー

ド 

  

    

【水準点の場合】 

基本形  

   

 
 

 

 

コー

ド  

 

①  

   

コ

ー

ド 

 

 

    

②  

 

コー

ド  

 
 

 

    

③  

   

 
 

コ

ー

ド 
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3.5. 網図出力 

デスクトップの「網図出力」アイコン 

 

をクリックすると、本メニューウィンドウが表示されます。  
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 網図出力 3.5.1.

1. プルダウンから  

o 1/20 万図名→1/5 万図名(絞込) 

o 1/5 万図名 

を選択します。 

プルダウンを選択すると、地形図も合わせて地域を拡大して表示します。  

【1/20 万図名-1/5 万図名：絞込表示】 

「1/20 万図名」をプルダウンから選択すると、「1/5 万図名」が絞込表示されます。 

※「1/20 万図名」を選択しなくても、「1/5 万図名」を直接選択する事で出力図を表示する事ができます。 

2. あるいは、地形図からマウスクリックで選択する事もできます。 

マウスで 1/20 万図名をクリックすると、該当箇所の拡大図ウィンドウが表示され、1/5 万図名を選択で

きます。 

選択すると、プルダウンに指定した図名が自動的に入力されます。 

拡大図ウィンドウは、左上の＜ ＞アイコンで閉じる事ができます。 

3. 地図がない場合は、点の記の画像なしエラーと同様に、存在しないファイル名が出力されます。 

地形図コードは、等級種別と同様、基準点コードより判別するようになっています。 

4. ＜出力＞ボタンをクリックすると、 

----- 

網図「******：○○○」を出力しますか？」 

----- 

と確認のメッセージが表示されます。  

o ＜OK＞ボタンを押すと、処理を実行します。 

o ＜キャンセル＞ボタンを押すと、処理をキャンセルして地形図選択ウィンドウに戻ります。  

5. 「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスが表示されますので、「保存」を選択します。 

6. 「名前を付けて保存」ダイアログボックスで保存先を指定し、＜保存＞をクリックして下さい。 

網図 PDF が保存(出力)されます。 

7. 「網図出力」を終了する場合は、ウィンドウ右上の＜ ＞ボタンをクリックして下さい。  
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3.6. 選択リスト 

配点図の検索結果を一覧表示するウィンドウです。 

配点図からの検索以外に、基準点一覧からの「選択リストへ追加」機能で選択リストに基準点を追加することが

可能です。 

同一の点を重複して追加することはできません。 

最大 1000 点まで追加・登録できます。 

※最大登録数は、[Web.Config].[SelectedListMaxPoints] で変更可能です。 

 

 

 

基準点(基本基準点・基本基準点（旧）・公共基準点)の一覧表示や削除、各点の詳細な情報を閲覧できます。 

タブ「基本基準点」「基本基準点（旧）」「公共基準点」でそれぞれ表示を切り替えます。 

「基本基準点（旧）」タブ内に表示される点は、最新データ以外の古い「基準点成果情報」、あるいは古い「点の

記情報」をもつ基本基準点です。 基準点詳細画面から追加できます。  
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【メニューアイコン】  

 

削除(取り置き点以外) 

取り置き状態の基準点以外のデータを全て削除します。 

※表示中のタブで、かつプルダウンで選択された種類の点のみを対

象とします。 

 

保存：CSV ファイル 

一覧表を CSV で保存します。 

取り置き状態が１つでもある場合は取り置きのみのデータが対象にな

ります。 

取り置き状態が１つもなければ全データが対象になります。 

 

保存項目設定 

保存項目の設定を行います。 

アイコンをクリックすると、「基準点一覧【保存項目設定】」ウィンドウが

表示されます。 

 

保存:KML ファイル 

一覧表を KML で保存します。 

取り置き状態が１つでもある場合は取り置きのみのデータが対象にな

ります。 

取り置き状態が１つもなければ全データが対象になります。 

 

現況写真出力 

現在表示されている基準点の現況写真をダウンロードします。 

アイコンをクリックすると、「現況写真出力」ダイアログボックスが表示さ

れます。 

取り置き状態が１つでもある場合は取り置きのみのデータが対象にな

ります。 

取り置き状態が１つもなければ全データが対象になります。 

 

成果表出力 

【基本基準点】【基本基準点（旧）】 

現在表示されている基準点の成果表を PDF 形式で出力します。 

※廃点 ([DatumsResult].[Status]=6) は除きます。 

【公共基準点】 

現在表示されている基準点の成果表(PDF 形式)をダウンロードしま

す。 

アイコンをクリックすると、「成果表出力」ダイアログボックスが表示され

ます。 

取り置き状態が１つでもある場合は取り置きのみのデータが対象にな

ります。 

取り置き状態が１つもなければ全データが対象になります。 

 

点の記画像出力 
現在表示されている基準点の点の記(PDF 形式)をダウンロードしま

す。 
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アイコンをクリックすると、「点の記画像出力」ダイアログボックスが表示

されます。 

※廃点 ([DatumsResult].[Status]=6) は除きます。 

取り置き状態が１つでもある場合は取り置きのみのデータが対象にな

ります。 

取り置き状態が１つもなければ全データが対象になります。 

 

謄本交付 

現在表示されている基準点の謄本申請書を出力します。 

アイコンをクリックすると、「謄本交付申請書」ダイアログボックスが表示

されます。 

※廃点 ([DatumsResult].[Status]=6) は除きます。 

取り置き状態が１つでもある場合は取り置きのみのデータが対象にな

ります。 

取り置き状態が１つもなければ全データが対象になります。 

 

配点図更新 選択リストに入っている全ての基準点情報を配点図に反映します。 
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 一覧表示 3.6.1.

現在登録されている基準点情報が一覧表示されます。  

【タブによる切り替え】 

「基本基準点」「基本基準点（旧）」「公共基準点」のタブをクリックする事で、表示を切り替える事ができます。 

 

【プルダウン選択による切り替え】 

プルダウンから以下を選択する事で、  

 全て 

 基準点 

 水準点 

一覧表示を切り替える事ができます。 

デフォルトでは「全て」を表示するようになっています。 

 

【操作アイコン】 

 

取り置き 基準点を取り置き状態にします。 

 

詳細情報の表示 
指定した基準点の詳細を表示します。 

アイコンをクリックすると、「基準点詳細」ウィンドウが表示されます。 

 

配点図確認 指定した基準点を配点図ウィンドウ上で確認します。 
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【表示項目】 

タブによる表示(基本基準点/基本基準点（旧）/公共基準点)の切り替えにより、一覧表示される基準点情報の

項目が異なります。  

タブ：「基本基準点」 

プルダウン：「全て/基準点/水準点」(表示項目はどちらも同じです) 

基準点コード 
等級

種別 

冠字

選点

番号 

基準

点名 

成果

状態 

点の

記有

無 

写

真 

現況

状態 

現況

備考 

使用

承認 

成果

品質 

基準点

維持の

分類 

電子基

準点取り

付け 

備

考 

 

タブ：「基本基準点（旧）」 

プルダウン：「全て/基準点/水準点」(表示項目はどちらも同じです) 

基準点コード 
等級

種別 

冠字選

点番号 

基準

点名 

登録年月日 

データが古い成果情報の場

合、その登録年月日が表示さ

れます 

調整年月日 

データが古い点の記情報の場

合、その調整年月日が表示され

ます 

  

 

タブ：「公共基準点」 

プルダウン：「全て/基準点/水準点」(表示項目はどちらも同じです) 

成果 ID 
等

級 

種

別 

基準

点名 

助言

番号 

計画機

関名称 

成果

状態 

閲覧・謄本交

付の可否 

成果表

の有無 

点の記

の有無 

写

真 

備

考 

 

 基準点詳細表示 3.6.2.

一覧リストで＜ ＞をクリックすると、「基準点詳細」ウィンドウが開き、選択した基準点の詳細情報が表示され

ます。 

表示される項目は、基準点の種類によって異なります。 

※一覧画面から表示される詳細画面と同じです。 

「基本基準点（旧）」タブから表示される詳細は「基本基準点」のものと同じです。 
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 保存：CSV ファイル 3.6.3.

現在一覧表示されている基準点を CSV 形式で保存します。 

取り置き状態が１つでもある場合は取り置きのみのデータが対象になります。 

取り置き状態が１つもなければ全データが対象になります。 

この時、「保存項目設定」にある条件、フォーマットで出力されます。  

1. 一覧が表示された状態で＜ ＞をクリックすると、 

----- 

[基本基準点/基本基準点（旧）/公共基準点]の抽出データを保存しますか？ 

【CSV ファイル】 

----- 

と確認のメッセージが表示されます。  

o ＜OK＞をクリックすると、処理を実行します。 

o ＜キャンセル＞をクリックすると、処理をキャンセルして「選択リスト」に戻ります。 

2. 確認のメッセージが表示されますので、＜OK＞をクリックします。 

3. 「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスが表示されますので、「保存」を選択します。 

4. 「名前を付けて保存」ダイアログボックスで保存先を指定し、＜保存＞をクリックして下さい。 

【保存ファイル名】 

デフォルトでは「yyyy_mm_dd_ss_****(基本基準点/公共基準点).csv」になります。 
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 保存項目設定 3.6.4.

保存する際の条件、フォーマットを設定します。 

「選択リスト」で＜ ＞をクリックすると、  

 「基本基準点」のタブを表示している場合は、基本基準点用 

 「公共基準点」のタブを表示している場合は、公共基準点用 

のそれぞれが表示されます。 

※一覧画面から表示される保存項目設定と同じです。 

「基本基準点（旧）」タブは「基本基準点」のタブのものと同様です。 

また、この「基準点一覧【保存項目設定】」ウィンドウは、「選択リスト」ウィンドウが閉じられると連動して閉じます。  

＜ ＞をクリックすると、設定したフォーマット情報を保存します。 

＜ ＞をクリックすると、フォーマット情報を初期化します。 

 

【基本基準点用フォーマット】 

フォーマットは 6 種類です。プルダウンから種類を選択して下さい。 

「オプション」(「院内用」のみ)はチェックするだけで反映されます。 チェックを ON にすると、「フォーマッ

ト」欄の表示が更新され、出力項目が確認できます。  

 院内用(21～82 カラム) ★ 

 院内：点の記(83 カラム) 

 応用地図課(8 カラム) ★ 

【公共基準点用フォーマット】 

フォーマットは 1 種類です(23～32 カラム) ★。 

「オプション」はチェックするだけで反映されます。 チェックを ON にすると、「フォーマット」欄の表示が更

新され、出力項目が確認できます。 

 

＜緯度経度表示＞ 

★ のフォーマットを選択した場合、経緯度の出力形式を選択できます。 

出力形式をラジオボタンで選択して下さい。  

 DEG：DD.DDDDDDDD (度単位) 

 SEC：SSSSSS.SS (秒単位) 

 DDMMSS.SSSS (度分秒単位) 

＜ ＞をクリックすると、設定したフォーマット情報を保存します。 

＜ ＞をクリックすると、フォーマット情報を初期化します。  
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3.6.4.1. 基本基準点用フォーマット 

印の項目は「オプション」チェックを入れる事で出力されます。 

印の形式は、出力時に経緯度座標の表示を  

 ddmmss.ssss：度分秒単位 

 dd.dddddddd：度単位 

 ssssss.ssss：秒単位 

から選択する事ができます。  

 

院内用（21～82 カラム）  

1 基 準 点 コ

ード 

21

 

３次メッシュコー

ド 

41 

 

現況状態 (一般

からの情報提供)

コード 

61 

 

備考 81

 

重力点 併用

点コード 

2 

 

IC タ グ （ u

コード） 

22 成果区分 42

 

年月日(一般から

の情報提供) 

62 

 

磁気点 偏角(西

偏) 

82

 

重力点 公開

コード 

3 

 

IC タ グ の

有無 

23

 
成果区分コード 

43

 
所在地 

63

 
磁気点 伏角 

4 等級種別 24 北緯 
44

 
地目 

64

 

磁気点  水平分

力 

5 

 

等 級 種 別

コード 
25 東経 45 県名 

65

 

磁気点  鉛直分

力 

6 冠字 27 標高 
46

 
県コード 

66

 
磁気点 全磁力 

7 選点番号 27 楕円体高 47 自治体名 
67

 
磁気点 エポック 

8 

 

電 子 基 準

点番号 
28 標高区分 

48

 
自治体コード 

68

 

磁気点  公開コ

ード 

9 基準点名 29 平面直角座標系 
49

 
調査者 

69

 

重力点  重力鉛

直勾配(mGal/m) 

10 

 
路線番号 30 Ｘ 

50

 
調査備考 

70

 

重力点  重力値

(mGal) 
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11 

 
成果品質 31 Ｙ 

51

 
使用承認申請日 

71

 

重力点  正規重

力

(γ1980)(mGal) 

12 

 

基 準 点 維

持の分類コ

ード 

32

 

真北方向 角 (計

算値) 

52

 
使用開始日 

72

 

重力点  地形補

正(mGal) 

13 

 

電 子 基 準

点取り付け 

33

 

縮尺係数 (計算

値) 

53

 
使用終了日 

73

 

重力点  大気補

正(mGal) 

14 
ワンストップ

可否 

34

 
作業内容 

54

 
助言番号 

74

 

重力点 フリーエ

ア補正(mGal) 

15 
登 録 年 月

日 

35

 
作業内容コード 

55

 

申請者 (計画機

関) 

75

 

重力点 単純フリ

ー エ ア 異 常

(mGal) 

16 成果状態 
36

 
作業年月日 

56

 
申請者連絡先 

76

 

重力点 フリーエ

ア異常(mGal) 

17 

 

成 果 状 態

コード 
37 現況状態 

57

 
一坪国有地 

77

 

重力点  ブーゲ

ー補正(mGal) 

18 

 

1/20 万 地

勢図名 

38

 
現況状態コード 

58

 
地上権 

78

 

重力点  単純ブ

ー ゲ ー 異 常

(mGal) 

19 

 

1/5 万  地

勢図名 
39 現況年月日 

59

 
法令による指定 

79

 

重力点  ブーゲ

ー異常(mGal) 

20 

 

地 形 図 コ

ード 

40

 

現況状態 (一般

からの情報提供) 

60

 

法令による指定

(法令名称) 

80

 
重力点 エポック 

 

【補足】  

 基準点テーブル [Datums] をメインに、基準点成果テーブル [DatumsResult]、基準点属性テーブル 

[DatumsAttribute] に、データ [HistoryFlag=1] が入っている場合に出力されます。 

 所在地 ([DatumsPoint].[Address1]) は、データがない場合、空欄で出力されます。 

 一覧に表示されていても、基準点属性テーブル [DatumsAttribute] にデータ [HistoryFlag=1] がない

場合は、出力されません。 
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院内：点の記(83 カラム) 

1 番号 26 氏名等 51 履歴２ 76 協議状況 

2 入力時刻 27 選点年号 52 旧年号２ 77 路線番号 

3 基準点コード 28 選点年月日 53 旧年月日２ 78 調整年号 

4 等級 29 選点者 54 水準点１ 79 調製年月日 

5 ふりがな 30 設置年号 55 水準点２ 80 電子２ 

6 点名 31 設置年月日 56 水準点３ 81 電子３ 

7 1/20 万図名 32 設置者 57 水準点４ 82 画像ファイル名 

8 1/5 万図名 33 観測年号 58 水準点５ 83 ＥＮＤ 

9 三角原簿 34 観測年月日 59 水準点６ 

10 部号番号 35 観測者 60 水準点７ 

11 冠字 36 旧情報１ 61 水準点８ 

12 選点番号 37 旧情報２ 62 水準点９ 

13 設置区分 38 自動車到達点 63 水準点１０ 

14 設置状況 39 歩道状況 64 水準点１１ 

15 保護石数 40 その他 65 処置年号 

16 標識種類 41 徒歩時間（分） 66 処置年月日 

17 標識番号 42 徒歩距離（ｍ） 67 処置補修 

18 柱石長 43 周囲状況 68 アンテナ位置 

19 所在地１ 44 履歴年号１ 69 アンテナ高 

20 行政コード 45 履歴年月日１ 70 備考 

21 所在地２ 46 履歴１ 71 測量方法 

22 地目 47 旧年号１ 72 水準点１２ 

23 所有・管理 48 旧年月日１ 73 水準点１３ 

24 住所等 49 履歴年号２ 74 水準点１４ 

25 行政コード２ 50 履歴年月日２ 75 水準点１５ 
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【補足】  

 管理ツールでデータベースにインポートしたデータを出力します。 

取り込まなかった項目(データベースにフィールドがない項目)は出力されません。 

また、処理判定に使用しただけの項目も、データベースには保持されていないため出力できません。 

 一覧に表示されていても、点の記テーブル [DatumsPoint] にデータ [HistoryFlag=1] がない場合、出

力されません。 

応用地図課用（8 カラム）  

1 基準点コード 

2 点名 

3 等級種別 

4 現況状態 

5 成果状態 

6 緯度 

7 経度 

8 標高 

【補足】 

「院内用」の【補足】と同様です。  
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3.6.4.2. 公共基準点用フォーマット 

印の項目は「オプション」チェックを入れる事で出力されます。 

印の形式は、出力時に経緯度座標の表示を  

 ddmmss.ssss：度分秒単位 

 dd.dddddddd：度単位 

 ssssss.ssss：秒単位 

から選択する事ができます。 

 

公共基準点用（23～32 カラム）  

1 成果ＩＤ 11 成果区分 21 成果状態 31 助言番号 

2  種別 

12 

 

 

成果区分コード 
22 

 
成果状態コード 32 計画機関 

3  

 
種別コード 13 緯度 23 現況状態     

4  作業内容 14  経度 
24 

 
現況状態コード     

5  

 
作業内容コード 15 標高 25 

現況調査年月

日 
    

6 等級 16  平面直角座標系番号 26 都道府県名     

7 

  
等級コード 17 Ｘ 

27 

 
都道府県コード     

8  水準点兼用コード 18 Ｙ 28 自治体名     

9 点番号 19 閲覧・謄本交付の可否 
29 

 
自治体コード     

10 点名 
20 

 
閲覧・謄本交付の可否コード 30 ワンストップ可否 

  

  



 

 

57 

 保存：KML 3.6.5.

現在一覧表示されている基準点を KML 形式で保存します。 

取り置き状態が１つでもある場合は取り置きのみのデータが対象になります。 

取り置き状態が１つもなければ全データが対象になります。 

1. 一覧が表示された状態で＜ ＞をクリックすると、 

----- 

[基本基準点/公共基準点]の抽出データを保存しますか？ 

【KML ファイル】 

----- 

と確認のメッセージが表示されます。  

o ＜OK＞をクリックすると、処理を実行します。 

o ＜キャンセル＞をクリックすると、処理をキャンセルして「基準点一覧」に戻ります。 

2. 「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスが表示されますので、「保存」を選択します。 

3. 「名前を付けて保存」ダイアログボックスで保存先を指定し、＜保存＞をクリックして下さい。 

 現況写真出力 3.6.6.

現在表示されている基準点の現況写真を PDF 形式でダウンロードします。 

取り置き状態が１つでもある場合は取り置きのみのデータが対象になります。 

取り置き状態が１つもなければ全データが対象になります。 

1. ＜ ＞をクリックすると、「現況写真出力」ダイアログボックスが表示されます。 

2. 「現況写真出力」ダイアログボックスには  

ダウンロードアイコン 

＜ ＞ 

PDF のページ数 成果表の合計サイズ 

3. が表示されます。  

o 100 ページ以上の PDF を出力することはできません(※)。 

※ページ数上限は、[Web.Config].[dbDatumsExportPictures] で変更可能です。 

【処理について】 

現況写真の近景・遠景を１ファイルに集約します。 

現況写真が破損していたり、読み込めなかったりする場合は、ページ内に含む事ができなかったファイ

ル名がフッターに表示されます。 

エラー詳細は、ログファイル「GSI.Datums_yyyy_mm_dd.log」のように記録されます。 

4. ダウンロードアイコン＜ ＞をクリックすると、「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスが表示されま

すので、「保存」を選択します。 

5. 「名前を付けて保存」ダイアログボックスで保存先を指定し、＜保存＞をクリックして下さい。  

【保存ファイル名】 

デフォルトでは「yyyy_mm_dd_hh_mm_ss.pdf」になります。 
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 成果表出力 「基本基準点」「基本基準点（旧）」 3.6.7.

現在表示されている基準点の成果表を PDF 形式で出力します。 

取り置き状態が１つでもある場合は取り置きのみのデータが対象になります。 

取り置き状態が１つもなければ全データが対象になります。 

※廃点 ([DatumsResult].[Status]=6) は除きます。  

1. ＜ ＞をクリックすると、 

----- 

成果表を出力しますか？ 

----- 

と確認のメッセージが表示されます。  

o ＜OK＞をクリックすると、処理を実行します。 

o ＜キャンセル＞をクリックすると、処理をキャンセルして「選択リスト」に戻ります。 

2. 「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスが表示されますので、「保存」を選択します。 

3. 「名前を付けて保存」ダイアログボックスで保存先を指定し、＜保存＞をクリックして下さい。  

【出力項目】 

基準点成果表  

基準点コード 

. 

種別 

冠字番号 

. 

基準点名  

緯度 

経度 

標高 

Ｘ（ｍ） 

Ｙ（ｍ） 

座標系 

縮尺係数 

 

楕円体高 

１／５万図名 

 

標高区分 

 

水準点平均成果表  

基準点コード 種別 点名 標高(m) １／５万図名 

 

【保存ファイル名】 

デフォルトでは「yyyy_mm_dd_hh_mm_ss.pdf」になります。 
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 成果表出力 「公共基準点」 3.6.8.

現在表示されている基準点の成果表(PDF 形式)をダウンロードします。 

取り置き状態が１つでもある場合は取り置きのみのデータが対象になります。 

取り置き状態が１つもなければ全データが対象になります。 

1. ＜ ＞をクリックすると、「成果表出力」ダイアログボックスが表示されます。 

2. 「成果表出力」ダイアログボックスには  

ダウンロードアイコン 

＜ ＞ 

PDF のページ数 成果表の合計サイズ 

3. が表示されます。  

o PDF は、100 枚単位で分割(※)されます。 

※分割数は、[Web.Config].[dbDatumsExportPoints] で変更可能です。 

【処理について】 

成果表を１ファイルに集約します。 

成果表 PDF が破損していたり、読み込めない場合は、ページ内に含む事ができなかったファイル名

がフッターに表示されます。 

エラー詳細は、ログファイル「GSI.Datums_yyyy_mm_dd.log」のように記録されます。 

4. ダウンロードアイコン＜ ＞をクリックすると、「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスが表示されま

すので、「保存」を選択します。 

5. 「名前を付けて保存」ダイアログボックスで保存先を指定し、＜保存＞をクリックして下さい。  

【保存ファイル名】 

デフォルトでは「yyyy_mm_dd_hh_mm_ss.pdf」になります。 
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 点の記画像出力 3.6.9.

現在表示されている基準点の点の記(PDF 形式)をダウンロードします。 

※廃点 ([DatumsResult].[Status]=6) は除きます。  

1. ＜ ＞をクリックすると、「点の記画像出力」ダイアログボックスが表示されます。 

2. 「点の記画像出力」ダイアログボックスには  

ダウンロードアイコン 

＜ ＞ 

PDF のページ数 PDF 内の点の記画像の合計サイズ 

3. が表示されます。  

o 出力される内容は、「選択リスト」に表示されている基準点の「最新の点の記画像」を全て出力

します(同一基準点で、複数ある場合は、調整年月日が一番新しいものを出力します)。 

o PDF は、100 枚単位で分割(※)されます。 

※分割数は、[Web.Config].[dbDatumsExportPoints] で変更可能です。 

【処理について】 

PDF に変換済みの 点の記画像 PDF を１ファイルに集約します。 

点の記画像 PDF が破損していたり、読み込めない場合は、ページ内に含む事ができなかったファイ

ル名がフッターに表示されます。 

エラー詳細は、ログファイル「GSI.Datums_yyyy_mm_dd.log」のように記録されます。 

4. ダウンロードアイコン＜ ＞をクリックすると、「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスが表示されま

すので、「保存」を選択します。 

5. 「名前を付けて保存」ダイアログボックスで保存先を指定し、＜保存＞をクリックして下さい。  

【保存ファイル名】 

デフォルトでは「yyyy_mm_dd_hh_mm_ss.pdf」になります。 
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 謄本交付 3.6.10.

現在表示されている基準点の謄本申請書を出力します。 

取り置き状態が１つでもある場合は取り置きのみのデータが対象になります。 

取り置き状態が１つもなければ全データが対象になります。 

※廃点 ([DatumsResult].[Status]=6) は除きます。  

1. ＜ ＞をクリックすると、 

----- 

謄本申請書を出力しますか？ 

----- 

と確認のメッセージが表示されます。  

o ＜OK＞をクリックすると、処理を実行します。 

o ＜キャンセル＞をクリックすると、処理をキャンセルして「基準点一覧」に戻ります。 

2. 「謄本交付申請書」ダイアログボックスが表示されます。  

■ 単価 

単価は、データベースのテーブル 辞書：謄本単価マスタ[cCertifiedCopyPrice] で設定する事がで

きます。 

■ 申請者情報 

申請者氏名、申請者住所、会社名等、使用目的、郵送時の宛先（住所、郵便番号、電話番号）を入

力します。 

■ 数量 

数量が全く入力されていない場合、PDF の出力の１枚目の集計はなされません。 

また、集計、基準点のリストに表示される基準点は、以下の通り等級が決まっているので、それ以外

の点については(「基準点一覧」に表示されていても)は謄本申請書としては出力されません。  

 

【謄本交付申請時の種別】 

謄本交付申請書の対象となるのは、以下の等級の基準点のみです。  

 
h_cd h_nm 

三角点 

TR1 一等三角点 

TR2 二等三角点 

TR3 三等三角点 

TR4 四等三角点 

TR5 五等三角点 

TR7 復興基準点 
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TR8 小等三角点 

TRG 経緯度原点 

水準点 

L00 基準水準点 

L01 一等水準点 

L02 二等水準点 

L03 三等水準点 

L04 道路水準点 

L05 準基準水準点 

L06 交点 

L07 渡海水準点 

L08 附属水準点 

L09 無号&験潮場固定点 

L0E 電子基準点(二等水準点) 

L0F 電子基準点(三等水準点) 

L0G 水準原点 

多角点 

TR0 三等多角点 

TR9 二等多角点 

電子基準点 

EL0 電子基準点 

EL1 電子基準点(付) 

重力点 

GR0 基準重力点 

GR1 一等重力点 

GR2 二等重力点 

磁気点 

MA0 基準磁気点 

MA1 一等磁気点 

MA2 二等磁気点 
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その他 

TR6 図根点 

EK0 GNSS 固定点 

MPA 地殻変動観測点(MPA) 

MPB 地殻変動観測点(MPB) 

MPC 地殻変動観測点(MPC) 

 

公共基準点の種別の対応は、以下の通りです。  

 
種別 

三角点 

基準点 

復興基準点 

街区三角点 

水準点 水準点 

多角点 街区多角点 

電子基準点 (なし) 

その他 その他 

 

■ 交付申請書 

処理は、「別紙」に掲載される基準点の集計を行い出力されます。  

 

測量成果又は、測量記録の種類 

１６種類(※)についての数量、単価から算出した手数料が一覧表示されます。 

その種類の申請がない場合は、表示されず、行も詰められます。 

(※)成果又は種類として表示される名称は以下の通りです。  

1. 三角点成果表 

2. 三角点点の記 

3. 水準点成果表 

4. 水準点点の記 

5. 多角点成果表 

6. 多角点点の記 
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7. 電子基準点成果表 

8. 電子基準点点の記 

9. 重力点成果表 

10. 重力点点の記 

11. 磁気点成果表 

12. 磁気点点の記 

13. その他成果表 

14. その他点の記 

15. 配点図 

16. 網図 

該当する５万分の１地形図名（基本基準点のみ） 

複数の基準点がある場合、図名が複数になる場合は「別紙の通り」と記載されます。 

助言番号（公共基準点のみ） 

複数の基準点がある場合、「別紙の通り」と記載されます。 

謄本又は抄本名 

謄本のみです。 

数量 

別紙より数量をカウントします。 

単価 

デフォルトでは Web.Config の設定初期値となっていますが、この値は固定ではなく、出力前に設定

できます。 

小計 

数量と単価より自動で算出しています。 

枠とフォントの関係より、100 万円を超える事はないと見做して設計されています。 

合計 

小計の合計を自動で算出しています。 枠とフォントの関係より、100 万円を超える事はないと見做し

て設計されています。 

 

■ 謄本交付用別紙 

１／５万図名または助言番号、等級種別、点名(点コード)、成果、点の記、配点図、網図等について、

交付希望のもの全てを表示します。  

o 成果 

o 点の記 
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o 配点図 

o 網図 

は、出力前に、数量を指定する事ができます。 

別紙の最後の合計欄には、  

o 三角点は、等級種別の上２桁が、「TR」 

o 水準点は、等級種別の上２桁が、「L0」 

o 電子基準点は、等級種別の上２桁が、「EL」 

o 多角点は、上記以外全て（三角点・水準点・多角点・電子基準点・その他）＝「その他」 

で集計された結果が表示されます。 

1. ＜出力＞をクリックすると、「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスが表示されますので、

「保存」を選択します。 

2. 「名前を付けて保存」ダイアログボックスで保存先を指定し、＜保存＞をクリックして下さい。  

3. 「謄本交付申請書」を終了する場合は、ウィンドウ右上の＜ ＞ボタン、または＜キャンセル

＞ボタンをクリックして下さい。 

【保存ファイル名】 

デフォルトでは「yyyy_mm_dd_hh_mm_ss.pdf」になります。 

 

【処理可能件数】 

フォームで数量を調整できるようにしている都合上、一度に処理可能な点数は 1000 件までとしていま

す(最大 1000 行の編集フォームが表示されます)。 
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 基準点詳細【基本基準点】 3.6.11.

 

をクリックすることで、基準点を取り置き状態にできます。  

 

3.6.11.1. 基準点基本情報  

基準点の種別に応じて出力項目が変わります。 

○：出力有 ×：出力無  

出力項目／基準点種別 基本基準点 基本水準点 磁気点 重力点 

基準点コード ○ ○ ○ ○ 

ＩＣタグ(ucode) ○ ○ ○ ○ 

等級種別 ○ ○ ○ ○ 

冠字選点番号 ○ × × × 

路線番号 × ○ × × 

磁気点番号 × ○ ○ × 

電子基準点観測点番号 ○ ○ × × 

基準点名 ○ ○ ○ ○ 

部号 ○ × × × 

成果品質 ○ ○ × × 

基準点維持の分類コード ○ ○ × × 

電子基準点取り付け ○ ○ × × 

標高区分 ○ × × × 

ワンストップサービスの可否 ○ ○ ○ ○ 
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3.6.11.2. 基準点成果情報 

基準点の種別に応じて出力項目が変わります。  

○：出力有 ×：出力無 

出力項目／基準点種別 基本基準点 基本水準点 磁気点 重力点 

登録年月日 ○ ○ ○ ○ 

状態 ○ ○ ○ ○ 

２０万分の１地勢図名 ○ ○ ○ ○ 

５万分の１地形図名 ○ ○ ○ ○ 

成果区分 ○ ○ ○ ○ 

北緯 ○ ○ ○ ○ 

東経 ○ ○ ○ ○ 

水準点緯度経度算出方法 × ○ × × 

標高(m) ○ ○ ○ ○ 

楕円体高(m) ○ × × × 

平面直角座標系(番号) ○ × × × 

平面直角座標系(X)(m) ○ × × × 

平面直角座標系(Y)(m) ○ × × × 

真北方向角(計算値) ○ × × × 

縮尺係数(計算値) ○ × × × 

偏角(西偏) × × ○ × 

伏角 × × ○ × 

水平分力 × × ○ × 

鉛直分力 × × ○ × 

全磁力 × × ○ × 

重力鉛直勾配(mGal/m) × × × ○ 

重力値(mGal) × × × ○ 

正規重力(γ1980)(mGal) × × × ○ 
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地形補正(mGal) × × × ○ 

大気補正(mGal) × × × ○ 

フリーエア補正(mGal) × × × ○ 

単純フリーエア異常(mGal) × × × ○ 

フリーエア異常(mGal) × × × ○ 

ブーゲー補正(mGal) × × × ○ 

単純ブーゲー異常(mGal) × × × ○ 

ブーゲー異常(mGal) × × × ○ 

エポック × × ○ ○ 

作業内容 ○ ○ ○ ○ 

作業年月日 ○ ○ ○ ○ 

公開コード × × ○ ○ 

※登録履歴(登録年月日)が複数ある場合はラジオボタンで選択する事で成果情報の内容が切り替わり

最新ではないデータについては をクリックすることで、該当する履歴情報を

選択リストへ追加できます。  



 

 

69 

3.6.11.3. 点の記情報 

 点の記画像 

※履歴が複数ある場合は、プルダウンメニューから調整年月日で選択する事ができます。 

  最新ではないデータについては をクリックすることで、該当する履歴

情報を選択リストへ追加できます。  

下記のアイコンが表示されている場合に点の記画像(PDF)を表示する事ができます。 

 

点の記画像閲覧=可 アイコンをクリックすると、点の記画像(PDF)が表示されます。 

 

3.6.11.4. 現況写真 

※磁気点の詳細表示項目にはありません。 

 遠景写真 

遠景写真(JPG)をダウンロードする事ができます。 

 

写真をダウンロード=可 アイコンをクリックすると、画像ファイルがダウンロードされます。 

 

写真をダウンロード=不

可 

指定した基準点には画像ファイルがないため、ダウンロードはできま

せん。 

 近景写真 

近景写真(JPG)をダウンロードする事ができます。 

 

写真をダウンロード=可 アイコンをクリックすると、画像ファイルがダウンロードされます。 

 

写真をダウンロード=不

可 

指定した基準点には画像ファイルがないため、ダウンロードはできま

せん。 
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3.6.11.5. 基準測量及び同等の情報（調査年月日） 

      現況情報に履歴がある場合は、プルダウンから選択する事ができます。  

 現況状態 

 調査年月日：yyyymmdd 

 種別 

 所在地 

 現況地目 

 調査者 

 調査備考 

3.6.11.6. 公共測量及び一般からの情報 

一般からの情報提供に履歴がある場合は、プルダウンから選択する事ができます。  

※磁気点、重力点の詳細表示項目にはありません。 

 現況状態 

 調査年月日：yyyymmdd 

 種別 

 所在地 

 現況地目 

 調査者 

 調査備考 

3.6.11.7. 使用承認 

使用承認に履歴がある場合は、プルダウンから選択する事ができます。  

※磁気点、重力点の詳細表示項目にはありません。 

 使用承認申請日 

 使用開始日 

 使用終了日 

 助言番号 

 申請者（計画機関） 

 申請者連絡先 

3.6.11.8. 法令情報 

※磁気点、重力点の詳細表示項目にはありません。 

 一坪国有地 

 地上権 

 法令による指定 
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3.6.11.9. 備考 

 備考 

 基準点詳細【公共基準点】【公共水準点】 3.6.12.

 

をクリックすることで、基準点を取り置き状態にできます。  

 

3.6.12.1. 公共基準点情報 

 成果 ID 

 種別 

 作業内容 

 等級 

 水準点兼用コード 

 点番号 

 ＩＣタグ(ucode) 

 点名 

 成果区分 

 北緯 

 東経 

 標高(ｍ) 

 平面直角座標系(番号) 

 平面直角座標(Ｘ)(ｍ) 

 平面直角座標(Ｙ)(ｍ) 

 真北方向角(計算値) 

 縮尺係数(計算値) 

 座標値点検レベル 

 成果表 

下記のアイコンが出ている場合に成果表(PDF)を表示する事ができます。  

 

成果表閲覧=可 アイコンをクリックすると、成果表(PDF)が表示されます。 

 点の記 

下記のアイコンが出ている場合に点の記画像(PDF)を表示する事ができます。  

 

点の記画像閲覧=可 アイコンをクリックすると、点の記画像(PDF)が表示されます。 
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 閲覧・謄本交付の可否 

 データ登録年月日 

 成果状態 

 現況状態 

 現況調査年月日 

 所在地 

 成果コメント 

 備考 

 遠景写真 

遠景写真(JPG)をダウンロードする事ができます。  

 

遠景写真をダウンロード=

可 
アイコンをクリックすると、遠景写真がダウンロードされます。 

 

遠景写真をダウンロード=

不可 

指定した基準点には遠景写真がないため、ダウンロードはで

きません。 

 近景写真 

近景写真(JPG)をダウンロードする事ができます。  

 

近景写真をダウンロード=

可 
アイコンをクリックすると、近景写真がダウンロードされます。 

 

近景写真をダウンロード=

不可 

指定した基準点には近景写真がないため、ダウンロードはで

きません。 

 ワンストップサービスの可否 
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3.6.12.2. 公共測量作業情報 

 助言番号 

 計画機関名 

 担当部署 

 連絡先 

 作業実施機関 

 網図 

下記のアイコンが出ている場合に網図(PDF)をダウンロードする事ができます。  

 

網図をダウンロード=可 アイコンをクリックすると、網図(PDF)がダウンロードされます。 

 作業コメント 

 備考 
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3.7. 検索結果一覧（内部用） 

デスクトップの「検索結果一覧（内部用）」アイコン 

 

をクリックすると、本ウィンドウが表示されます。 

基準点(基本基準点・公共基準点)の一覧表示や、各点の詳細な情報を閲覧できます。 

タブ「基本基準点」「公共基準点」でそれぞれ表示を切り替えます。 

 

 

 

 

【メニューアイコン】  

 

保存：CSV ファイ

ル 
一覧表を CSV で保存します。 

 

保存項目設定 

保存項目の設定を行います。 

アイコンをクリックすると、「基準点一覧【保存項目設定】」ウィンドウが表示され

ます。 

 

保存:KML ファイ

ル 
一覧表を KML で保存します。 

 

現況写真出力 
現在表示されている基準点の現況写真をダウンロードします。 

アイコンをクリックすると、「現況写真出力」ダイアログボックスが表示されます。 
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目次出力 

現在表示されている基準点の目次を PDF 形式で出力します。 

アイコンをクリックすると、「目次出力内容選択」ウィンドウが表示されます。 

※廃点 ([DatumsResult].[Status]=6) は除きます。 

★「基本基準点」タブのみ 

 

成果表出力 

【基本基準点】 

現在表示されている基準点の成果表を PDF 形式で出力します。 

※廃点 ([DatumsResult].[Status]=6) は除きます。 

【公共基準点】 

現在表示されている基準点の成果表(PDF 形式)をダウンロードします。 

アイコンをクリックすると、「成果表出力」ダイアログボックスが表示されます。 

 

点の記画像出力 

現在表示されている基準点の点の記(PDF 形式)をダウンロードします。 

アイコンをクリックすると、「点の記画像出力」ダイアログボックスが表示されま

す。 

※廃点 ([DatumsResult].[Status]=6) は除きます。 

 

謄本交付 

現在表示されている基準点の謄本申請書を出力します。 

アイコンをクリックすると、「謄本交付申請書」ダイアログボックスが表示されま

す。 

※廃点 ([DatumsResult].[Status]=6) は除きます。 
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 一覧表示 3.7.1.

現在登録されている基準点情報が一覧表示されます。  

【タブによる切り替え】 

「基本基準点」「公共基準点」のタブをクリックする事で、表示を切り替える事ができます。 

【プルダウン選択による切り替え】 

プルダウンから以下を選択する事で、  

 全て 

 基準点 

 水準点 

一覧表示を切り替える事ができます。 

デフォルトでは「全て」を表示するようになっています。 

【操作アイコン】 

 

選択リストへ追加 指定した基準点を選択リストへ追加します。 

 

詳細情報の表示 
指定した基準点の詳細を表示します。 

アイコンをクリックすると、「基準点詳細」ウィンドウが表示されます。 

 

配点図確認 指定した基準点を配点図ウィンドウ上で確認します。 

【表示項目】 

タブによる表示(基本基準点/公共基準点)の切り替えにより、一覧表示される基準点情報の項目が異なり

ます。  

タブ：「基本基準点」 

プルダウン：「全て/基準点/水準点」(表示項目はどちらも同じです) 

基準

点コ

ード 

等級

種別 

冠字

選点

番号 

基準

点名 

成果

状態 

点の

記有

無 

写

真 

現況

状態 

現況

備考 

使用

承認 

成果

品質 

基準点

維持の

分類 

電子基

準点取り

付け 

備

考 

 

タブ：「公共基準点」 

プルダウン：「全て/基準点/水準点」(表示項目はどちらも同じです) 

成果

ID 

等

級 

種

別 

基準

点名 

助言

番号 

計画機

関名称 

成果

状態 

閲覧・謄本交

付の可否 

成果表

の有無 

点の記

の有無 

写

真 

備

考 
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 検索条件について 3.7.2.

一覧リストに表示する基準点の検索条件は「配点図」の左側パネル「通常検索」もしくは「詳細検索」で設

定することができます。  

 

 保存：CSV ファイル 3.7.3.

現在一覧表示されている基準点を CSV 形式で保存します。 

この時、「保存項目設定」にある条件、フォーマットで出力されます。  

1. 一覧が表示された状態で＜ ＞をクリックすると、 

----- 

[基本基準点/公共基準点]の抽出データを保存しますか？ 

【CSV ファイル】 

----- 

と確認のメッセージが表示されます。  

o ＜OK＞をクリックすると、処理を実行します。 

o ＜キャンセル＞をクリックすると、処理をキャンセルして「基準点一覧」に戻ります。 

2. 確認のメッセージが表示されますので、＜OK＞をクリックします。 

3. 「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスが表示されますので、「保存」を選択します。 

4. 「名前を付けて保存」ダイアログボックスで保存先を指定し、＜保存＞をクリックして下さい。 

【保存ファイル名】 

デフォルトでは「yyyy_mm_dd_ss_****(基本基準点/公共基準点).csv」になります。 

【注意】 

5000 件以上のデータの保存を行おうとした場合、確認ダイアログに、 

----- 

[基本基準点/公共基準点]の抽出データを保存しますか？ 

【CSV ファイル】 

警告： 

5000 件を超えるデータは時間がかかります。 

データを絞り込むことをお勧めします。 

----- 

と表示されます。 

※この場合、「基準点検索」などで条件を与え、一覧件数を絞り込む事を推奨します。 
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 保存項目設定 3.7.4.

保存する際の条件、フォーマットを設定します。 

「基準点一覧」で＜ ＞をクリックすると、  

 「基本基準点」のタブを表示している場合は、基本基準点用 

 「公共基準点」のタブを表示している場合は、公共基準点用 

のそれぞれが表示されます。 

また、この「基準点一覧【保存項目設定】」ウィンドウは、「基準点一覧」ウィンドウが閉じられると連動して

閉じます。  

【基本基準点用フォーマット】 

フォーマットは 6 種類です。プルダウンから種類を選択して下さい。 

「オプション」(「院内用」のみ)はチェックするだけで反映されます。 チェックを ON にすると、「フォーマッ

ト」欄の表示が更新され、出力項目が確認できます。  

 院内用(21～82 カラム) ★ 

 院内：点の記(83 カラム) 

 応用地図課(8 カラム) ★ 

【公共基準点用フォーマット】 

フォーマットは 1 種類です(23～32 カラム) ★。 

「オプション」はチェックするだけで反映されます。 チェックを ON にすると、「フォーマット」欄の表示が更

新され、出力項目が確認できます。 

 

＜緯度経度表示＞ 

★ のフォーマットを選択した場合、経緯度の出力形式を選択できます。 

出力形式をラジオボタンで選択して下さい。  

 DEG：DD.DDDDDDDD (度単位) 

 SEC：SSSSSS.SS (秒単位) 

 DDMMSS.SSSS (度分秒単位) 

＜ ＞をクリックすると、設定したフォーマット情報を保存します。 

＜ ＞をクリックすると、フォーマット情報を初期化します。  
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 保存：KML 3.7.5.

現在一覧表示されている基準点を KML 形式で保存します。 

1. 一覧が表示された状態で＜ ＞をクリックすると、 

----- 

[基本基準点/公共基準点]の抽出データを保存しますか？ 

【KML ファイル】 

----- 

と確認のメッセージが表示されます。  

o ＜OK＞をクリックすると、処理を実行します。 

o ＜キャンセル＞をクリックすると、処理をキャンセルして「基準点一覧」に戻ります。 

2. 「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスが表示されますので、「保存」を選択します。 

3. 「名前を付けて保存」ダイアログボックスで保存先を指定し、＜保存＞をクリックして下さい。 

 現況写真出力 3.7.6.

現在表示されている基準点の現況写真を PDF 形式でダウンロードします。 

1. ＜ ＞をクリックすると、「現況写真出力」ダイアログボックスが表示されます。 

2. 「現況写真出力」ダイアログボックスには  

ダウンロードアイコン 

＜ ＞ 

PDF のページ数 成果表の合計サイズ 

3. が表示されます。  

o 100 ページ以上の PDF を出力することはできません(※)。 

※ページ数上限は、[Web.Config].[dbDatumsExportPictures] で変更可能です。 

【処理について】 

現況写真の近景・遠景を１ファイルに集約します。 

現況写真が破損してたり、読み込めない場合は、ページ内に含む事ができなかったファイル名

がフッターに表示されます。 

エラー詳細は、ログファイル「GSI.Datums_yyyy_mm_dd.log」のように記録されます。 

4. ダウンロードアイコン＜ ＞をクリックすると、「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスが表

示されますので、「保存」を選択します。 

5. 「名前を付けて保存」ダイアログボックスで保存先を指定し、＜保存＞をクリックして下さい。  

【保存ファイル名】 

デフォルトでは「yyyy_mm_dd_hh_mm_ss.pdf」になります。 

【注意】 

5000 件以上のデータの出力を行おうとした場合、確認ダイアログに、 

----- 

「現況写真出力」ダイアログボックスを表示しますか？ 

警告： 
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5000 件を超えるデータは時間がかかります。 

データを絞り込むことをお勧めします。 

----- 

と表示されます。 

※この場合、「基準点検索」などで条件を与え、一覧件数を絞り込む事を推奨します。 

 

 

 目次出力 3.7.7.

現在表示されている基準点の目次(PDF 形式)をダウンロードします。 

※廃点 ([DatumsResult].[Status]=6) は除きます。  

1. ＜ ＞をクリックすると、「目次出力内容選択」ウィンドウが表示されます。  

2. 「目次出力内容選択」ウィンドウでは「種別」と「成果状態」を選択します。  

 

種別 「基準点」/「水準点」のどちらかを選択 

成果状態 「廃点以外」/「廃点」のどちらかを選択 

o 出力される内容は、「基準点一覧」に表示されている基準点のうち、「目次出力内容

選択」ウィンドウで選択した内容とマッチする点です。 

o プルダウンで選択した種別とは関係ありません。 

3. 出力ボタン＜ ＞をクリックすると、「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスが

表示されますので、「開く」か「保存」を選択します。  

【保存ファイル名】 
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デフォルトでは「yyyy_mm_dd_hh_mm_ss.pdf」になります。 

 

【注意】  

エラー詳細は、ログファイル「GSI.Datums_yyyy_mm_dd.log」のように記録されます。 

 5000 件以上のデータの目次出力を行おうとした場合、上記ウィンドウに、 

----- 

警告：5000 件を超えるデータは時間がかかります。 データを絞り込むことをお勧めしま

す。 

----- 

と表示されます。 

※この場合、「基準点検索」などで条件を与え、一覧件数を絞り込む事を推奨します。  

 選択された点が複数の図葉に跨る場合や廃点しかない場合はアラートを表示し、PDF は作

成されません。 

※この場合、「基準点検索」などで検索条件を変更し、一覧データを変更する事を推奨

します。  
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 成果表出力 「基本基準点」 3.7.8.

現在表示されている基準点の成果表を PDF 形式で出力します。 

※廃点 ([DatumsResult].[Status]=6) は除きます。  

1. ＜ ＞をクリックすると、 

----- 

成果表を出力しますか？ 

----- 

と確認のメッセージが表示されます。  

o ＜OK＞をクリックすると、処理を実行します。 

o ＜キャンセル＞をクリックすると、処理をキャンセルして「基準点一覧」に戻ります。 

2. 「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスが表示されますので、「保存」を選択します。 

3. 「名前を付けて保存」ダイアログボックスで保存先を指定し、＜保存＞をクリックして下さい。  

【出力項目】 

基準点成果表  

基準点コード 

. 

種別 

冠字番号 

. 

基準点名  

緯度 

経度 

標高 

Ｘ（ｍ） 

Ｙ（ｍ） 

座標系 

縮尺係数 

 

楕円体高 

１／５万図名 

 

標高区分 

 

水準点平均成果表  

基準点コード 種別 点名 標高(m) １／５万図名 

 

【保存ファイル名】 

デフォルトでは「yyyy_mm_dd_hh_mm_ss.pdf」になります。 

 

【注意】 

5000 件以上のデータの出力を行おうとした場合、確認ダイアログに、 

----- 

成果表を出力しますか？ 

警告： 

5000 件を超えるデータは時間がかかります。 

データを絞り込むことをお勧めします。 

----- 

と表示されます。 

※この場合、「基準点検索」などで条件を与え、一覧件数を絞り込む事を推奨します。 
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 成果表出力 「公共基準点」 3.7.9.

現在表示されている基準点の成果表(PDF 形式)をダウンロードします。 

1. ＜ ＞をクリックすると、「成果表出力」ダイアログボックスが表示されます。 

2. 「成果表出力」ダイアログボックスには  

ダウンロードアイコン 

＜ ＞ 

PDF のページ数 成果表の合計サイズ 

3. が表示されます。  

o PDF は、100 枚単位で分割(※)されます。 

※分割数は、[Web.Config].[dbDatumsExportPoints] で変更可能です。 

【処理について】 

成果表を１ファイルに集約します。 

成果表 PDF が破損していたり、読み込めない場合は、ページ内に含む事ができなかったファ

イル名がフッターに表示されます。 

エラー詳細は、ログファイル「GSI.Datums_yyyy_mm_dd.log」のように記録されます。 

4. ダウンロードアイコン＜ ＞をクリックすると、「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスが表

示されますので、「保存」を選択します。 

5. 「名前を付けて保存」ダイアログボックスで保存先を指定し、＜保存＞をクリックして下さい。  

【保存ファイル名】 

デフォルトでは「yyyy_mm_dd_hh_mm_ss.pdf」になります。 

【注意】 

5000 件以上のデータの出力を行おうとした場合、確認ダイアログに、 

----- 

「成果表出力」ダイアログボックスを表示しますか？ 

警告： 

5000 件を超えるデータは時間がかかります。 

データを絞り込むことをお勧めします。 

----- 

と表示されます。 

※この場合、「基準点検索」などで条件を与え、一覧件数を絞り込む事を推奨します。 
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 点の記画像出力 3.7.10.

現在表示されている基準点の点の記(PDF 形式)をダウンロードします。 

※廃点 ([DatumsResult].[Status]=6) は除きます。  

1. ＜ ＞をクリックすると、「点の記画像出力」ダイアログボックスが表示されます。 

2. 「点の記画像出力」ダイアログボックスには  

ダウンロードアイコン 

＜ ＞ 

PDF のページ数 PDF 内の点の記画像の合計サイズ 

3. が表示されます。  

o 出力される内容は、「基準点一覧」に表示されている基準点の「最新の点の記画像」

を全て出力します(同一基準点で、複数ある場合は、調整年月日が一番新しいものを

出力します)。 

o PDF は、100 枚単位で分割(※)されます。 

※分割数は、[Web.Config].[dbDatumsExportPoints] で変更可能です。 

【処理について】 

PDF に変換済みの 点の記画像 PDF を１ファイルに集約します。 

点の記画像 PDF が破損していたり、読み込めない場合は、ページ内に含む事ができなかっ

たファイル名がフッターに表示されます。 

エラー詳細は、ログファイル「GSI.Datums_yyyy_mm_dd.log」のように記録されます。 

4. ダウンロードアイコン＜ ＞をクリックすると、「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスが表

示されますので、「保存」を選択します。 

5. 「名前を付けて保存」ダイアログボックスで保存先を指定し、＜保存＞をクリックして下さい。  

【保存ファイル名】 

デフォルトでは「yyyy_mm_dd_hh_mm_ss.pdf」になります。 

【注意】 

5000 件以上のデータの出力を行おうとした場合、確認ダイアログに、 

----- 

「点の記画像出力」ダイアログボックスを表示しますか？ 

警告： 

5000 件を超えるデータは時間がかかります。 

データを絞り込むことをお勧めします。 

----- 

と表示されます。 

※この場合、「基準点検索」などで条件を与え、一覧件数を絞り込む事を推奨します。 
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 謄本交付 3.7.11.

現在表示されている基準点の謄本申請書を出力します。 

※廃点 ([DatumsResult].[Status]=6) は除きます。  

1. ＜ ＞をクリックすると、 

----- 

謄本申請書を出力しますか？ 

----- 

と確認のメッセージが表示されます。  

o ＜OK＞をクリックすると、処理を実行します。 

o ＜キャンセル＞をクリックすると、処理をキャンセルして「基準点一覧」に戻ります。 

2. 「謄本交付申請書」ダイアログボックスが表示されます。  

■ 単価 

単価は、データベースのテーブル 辞書：謄本単価マスタ[cCertifiedCopyPrice] で設定する事がで

きます。 

■ 申請者情報 

申請者氏名、申請者住所、使用目的、郵送時の宛先（住所、郵便番号、電話番号）を入力します。 

■ 数量 

数量が全く入力されていない場合、PDF の出力の１枚目の集計はなされません。 

また、集計、基準点のリストに表示される基準点は、以下の通り等級が決まっているので、それ以外

の点については(「基準点一覧」に表示されていても)は謄本申請書としては出力されません。  

 

【謄本交付申請時の種別】 

 

謄本交付申請書の対象となるのは、以下の等級の基準点のみです。  

 
h_cd h_nm 

三角点 

TR1 一等三角点 

TR2 二等三角点 

TR3 三等三角点 

TR4 四等三角点 

TR5 五等三角点 

TR7 復興基準点 

TR8 小等三角点 
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TRG 経緯度原点 

水準点 

L00 基準水準点 

L01 一等水準点 

L02 二等水準点 

L03 三等水準点 

L04 道路水準点 

L05 準基準水準点 

L06 交点 

L07 渡海水準点 

L08 附属水準点 

L09 無号&験潮場固定点 

L0E 電子基準点(二等水準点) 

L0F 電子基準点(三等水準点) 

L0G 水準原点 

多角点 

TR0 三等多角点 

TR9 二等多角点 

電子基準点 

EL0 電子基準点 

EL1 電子基準点(付) 

重力点 

GR0 基準重力点 

GR1 一等重力点 

GR2 二等重力点 

磁気点 

MA0 基準磁気点 

MA1 一等磁気点 

MA2 二等磁気点 

その他 TR6 図根点 
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EK0 GNSS 固定点 

MPA 地殻変動観測点(MPA) 

MPB 地殻変動観測点(MPB) 

MPC 地殻変動観測点(MPC) 

 

公共基準点の種別の対応は、以下の通りです。  

 

 
種別 

三角点 

基準点 

復興基準点 

街区三角点 

水準点 水準点 

多角点 街区多角点 

電子基準点 (なし) 

その他 その他 

 

■ 交付申請書 

処理は、「別紙」に掲載される基準点の集計を行い出力されます。  

 

測量成果又は、測量記録の種類 

１６種類(※)についての数量、単価から算出した手数料が一覧表示されます。 

その種類の申請がない場合は、表示されず、行も詰められます。 

(※)成果又は種類として表示される名称は以下の通りです。  

1. 三角点成果表  

2. 三角点点の記  

3. 水準点成果表  

4. 水準点点の記  

5. 多角点成果表  

6. 多角点点の記  

7. 電子基準点成果表  

8. 電子基準点点の記  

9. 重力点成果表  
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10. 重力点点の記  

11. 磁気点成果表  

12. 磁気点点の記  

13. その他成果表  

14. その他点の記  

15. 配点図  

16. 網図 

該当する５万分の１地形図名（基本基準点のみ） 

複数の基準点がある場合、図名が複数になる場合は「別紙の通り」と記載されます。 

助言番号（公共基準点のみ） 

複数の基準点がある場合、「別紙の通り」と記載されます。 

謄本又は抄本名 

謄本のみです。 

数量 

別紙より数量をカウントします。 

単価 

デフォルトでは Web.Config の設定初期値となっていますが、この値は固定ではなく、出力前に

設定できます。 

小計 

数量と単価より自動で算出しています。 

枠とフォントの関係より、100 万円を超える事はないと見做して設計されています。 

合計 

小計の合計を自動で算出しています。 枠とフォントの関係より、100 万円を超える事はないと見

做して設計されています。 

■ 謄本交付用別紙 

１／５万図名または助言番号、等級種別、点名(点コード)、成果、点の記、配点図、網図等について、

交付希望のもの全てを表示します。  

o 成果 

o 点の記 

o 配点図 

o 網図 

は、出力前に、数量を指定する事ができます。 

別紙の最後の合計欄には、  

o 三角点は、等級種別の上２桁が、「TR」 

o 水準点は、等級種別の上２桁が、「L0」 

o 電子基準点は、等級種別の上２桁が、「EL」 

o 多角点は、上記以外全て（三角点・水準点・多角点・電子基準点・その他）＝「その他」 
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で集計された結果が表示されます。 

3. ＜出力＞をクリックすると、「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスが表示されますので、

「保存」を選択します。 

4. 「名前を付けて保存」ダイアログボックスで保存先を指定し、＜保存＞をクリックして下さい。  

5. 「謄本交付申請書」を終了する場合は、ウィンドウ右上の＜ ＞ボタン、または＜キャンセル

＞ボタンをクリックして下さい。 

【保存ファイル名】 

デフォルトでは「yyyy_mm_dd_hh_mm_ss.pdf」になります。 

【処理可能件数】 

フォームで数量を調整できるようにしている都合上、一度に処理可能な点数は 1000 件までとし

ています(最大 1000 行の編集フォームが表示されます)。 
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3.8. 集計 

デスクトップの「集計」アイコン 

 

をクリックすると、本メニューウィンドウが表示されます。 

基本基準点の設置点数一覧を集計します。 

※廃点 ([DatumsResult].[Status]=6) は除きます。 

 

【メニューアイコン】  

 

集計 基準点点数を集計します。 

 

保存：CSV ファイル 集計結果を CSV 形式で保存します。 

 

保存：SQL 集計結果を SQL 形式で保存します。 

 

印刷 集計結果を印刷します。 
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 集計処理 3.8.1.

1. プルダウンから  

o 都道府県(全点)別に表示 

o 都道府県別に表示 

o 地方(全点)別に表示 

o 地方別に表示 

のいずれかを選択します。 

2. ＜ ＞をクリックすると、 

----- 

設置点数一覧(***) 

が表示されるまでしばらく時間がかかります。 

※廃点は除いて集計されます。 

----- 

と確認のメッセージが表示されます。  

o ＜OK＞をクリックすると、処理を実行します。 

集計処理が実行されないと、以降のファイル保存や印刷処理アイコンはグレーアウト

状態のまま利用できません。 

o ＜キャンセル＞をクリックすると、処理をキャンセルして集計ウィンドウに戻ります。 

3. 集計結果が一覧表示されます。  

【集計項目】 

以下の等級別に集計されます。  

o TR1：一等三角点 

o TR2：二等三角点 

o TR3：三等三角点 

o TR4：四等三角点 

o L00：基準水準点 

o L01：一等水準点 

o L02：二等水準点 

o L0E：電子基準点(二等基準点) 

o EL0：電子基準点 

※「一等水準点」は、L01,L04,L05,L06,L07,L08 を含み集計されます。  

 

【集計項目：全点の場合】 

集計方法で「全点」を選択した場合、それぞれ都道府県・地方別のものに下記のものが追加されます。  

o TRG：経緯度原点 
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o TR5：五等三角点 

o TR6：図根点 

o TR8：小等三角点 

o TR9：二等多角点 

o MPB：地殻変動観測点 

o L0G：水準原点 

o L03：三等水準点 

o L09：無号＆験潮場固定点 

o EL1：電子基準点付属標 

o GR0～G29：重力点 

o MA0～MA2：地磁気点 

4. 「集計」を終了する場合は、ウィンドウ右上の＜ ＞ボタンをクリックして下さい。 

 保存：CSV ファイル 3.8.2.

集計結果を CSV 形式で保存します。  

1. 集計を実行し、一覧が表示された状態で＜ ＞をクリックします。 

2. 確認のメッセージ 

----- 

保存しますか？ 

【CSV ファイル】 

----- 

が表示されますので、＜OK＞をクリックします。 

3. 「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスが表示されますので、「保存」を選択します。 

4. 「名前を付けて保存」ダイアログボックスで保存先を指定し、＜保存＞をクリックして下さい。 

【保存ファイル名】 

デフォルトでは「yyyy_mm_dd_ss_****(基本基準点/公共基準点)[(都道府県別/地方別)].csv」になります。 
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 保存：SQL 3.8.3.

集計結果を SQL 形式で保存します。  

1. 集計を実行し、一覧が表示された状態で＜ ＞をクリックします。 

2. 確認のメッセージ 

----- 

保存しますか？ 

【SQL ファイル】 

----- 

が表示されますので、＜OK＞をクリックします。 

3. 「ファイルのダウンロード」ダイアログボックスが表示されますので、「保存」を選択します。 

4. 「名前を付けて保存」ダイアログボックスで保存先を指定し、＜保存＞をクリックして下さい。 

【保存ファイル名】 

デフォルトでは「yyyy_mm_dd_ss_****(基本基準点/公共基準点)[(都道府県別/地方別)].sql」になります。 

 

【保存：SQL について】 

このメニューを実行すると保存できる SQL 文は、ダウンロードできるだけです。 

アップロードし、それを実行させる事はできません。 

ダウンロードした SQL 文を実行するには、SQL サーバーにログインできる権限を持ったユーザーのみで

す。 

 

 印刷 3.8.4.

集計結果をプリンタで印刷します。  

1. 集計を実行し、一覧が表示された状態で＜ ＞をクリックします。 

2. 確認のメッセージ 

----- 

印刷しますか？ 

----- 

が表示されますので、＜OK＞をクリックします。 

3. 新規にウィンドウが開き、「印刷」ダイアログボックスが表示されますので、プリンタを指定し、印

刷を実行して下さい。 

4. ＜キャンセル＞をクリックすると、印刷処理を取りやめます。 
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3.9. 永久標識及び一時標識の一覧 

デスクトップの「永久／一時標識」アイコン 

 

をクリックすると、本ウィンドウが表示されます。 

永久標識及び一時標識の一覧表示を閲覧できます。 

 

 一覧表示 3.9.1.

1. プルダウンから都道府県を選択します。 

2. 都道府県を選択後、＜検索＞ボタンをクリックします。 

3. 選択した都道府県の永久標識及び一時標識が一覧表示されます。  

【表示項目】 

以下の項目が表示されます。  

作業区分 種類 冠字番号及び点名 新旧の所在地 設置年月日 
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3.10. ユーザー管理 

デスクトップの「ユーザー管理」アイコン 

 

をクリックすると、本メニューウィンドウが表示されます。 

ユーザーの登録、変更、削除を行います。 

権限レベルの種類と、その権限で実行できる作業については、【データベース構成】テーブル：user を参

照して下さい。 

※下図ユーザー名はセキュリティの観点から塗り潰しています。 

 

【権限について】 

現状、Web 上での操作については、権限レベルによる使用制限はありませんが、データの管理・編集等

を行う「管理ツール」各種の使用は  

 システム管理者 

 本院基準点管理者 

としての権限が必要となります。 

【メニューアイコン】  

 

登録 ユーザー情報を新規に登録します。 
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 一覧表示 3.10.1.

現在登録されているユーザー情報が一覧表示されます。 

【操作アイコン】  

 

変更 既存のユーザー情報の編集を行います。 

 

削除 既存のユーザー情報の削除を行います。 

 

 登録 3.10.2.

1. 一覧表の上部にある＜ ＞をクリックすると入力フォームが表示され、新たに各種権限レベル

でのユーザーアカウントを追加する事ができます。  

o 「表示名」は、必須ではありませんが、入力推奨です。 

o 新規追加時は、ID 欄に「新規追加」と表示されます(この ID は内部的に附番されま

す。ユーザー側で任意に変更する事はできません)。  

2. 入力後、＜登録＞ボタンをクリックすると、 

----- 

登録しますか？ 

----- 

と確認のメッセージが表示されます。  

o ＜OK＞をクリックすると、入力内容が確定し、新規にユーザーが追加されます。「ユ

ーザー一覧」にも反映されます。 

o ＜キャンセル＞をクリックすると、登録処理は行わず、入力フォームに戻ります。 

3. 登録後も入力フォームは表示されたままですので、引き続きユーザー登録を行えます。 

4. ＜キャンセル＞ボタンで処理をキャンセルする事ができます。 

入力フォームを閉じる場合も＜キャンセル＞ボタンをクリックして下さい。 
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 変更 3.10.3.

1. 一覧表から、変更したいユーザーリスト左側の＜ ＞をクリックすると、 

----- 

変更しますか？ 

----- 

と確認のメッセージが表示されます。  

o ＜OK＞をクリックすると、入力フォームが表示されますので、編集を行います。  

 「ID」と「ユーザー名」は、変更できません。 

 「パスワード」は、「変更」チェックボックスを ON にした場合のみ、フォームエ

リアに入力可能になります。 

「変更」がチェックされない場合は、パスワードは変更されません。 

o ＜キャンセル＞をクリックすると、変更処理は行わず、「ユーザー一覧」に戻ります。 

2. ユーザー情報を更新した後は、＜変更＞ボタンを押して下さい。 

----- 

変更しますか？ 

----- 

のメッセージが表示されます。  

o ＜OK＞をクリックすると、変更内容が確定し、「ユーザー一覧」にも反映されます。 

o ＜キャンセル＞をクリックすると、変更処理は行わず、「ユーザー一覧」に戻ります。 

 削除 3.10.4.

1. 一覧表から、削除したいユーザーリスト左側の＜ ＞をクリックすると、 

----- 

削除しますか？（元に戻せません） 

----- 

と確認のメッセージ(一回目)が表示されます。  

o ＜OK＞を選択すると、再度確認のメッセージ 

----- 

本当に削除しますか？ 

----- 

が表示されます。 

o ＜キャンセル＞を選択すると、削除処理は行わず、「ユーザー一覧」に戻ります。 

2. 削除については、２度ダイアログメッセージによる確認がなされます。 

２度目の確認ダイアログで  
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o ＜OK＞をクリックすると、削除が実行され、一覧から該当ユーザーが抹消されます。 

一度削除すると元に戻せませんのでご注意下さい。 

o ＜キャンセル＞をクリックすると、削除処理は行わず、「ユーザー一覧」に戻ります。 
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3.11. お知らせ 

本サイト利用者へお知らせを表示する機能です。  

デスクトップの「お知らせ」アイコン 

 

をクリックすると、「お知らせ」ウィンドウが表示されます。 

【お知らせ表示例】 

 

その内容は、  

 本サイトのアプリ用ファイルシステムに "SysMsg/news.html" が存在する場合、そのファイルの

中身が表示されます。  

 "SysMsg/news.html" が存在しない場合、代わりに "SysMsg/news_default.html" の中身が表

示されます。  

"SysMsg/news.html" が存在する場合、本サイト利用時に自動的に「お知らせ」ウィンドウが開きます。  
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3.12. ヘルプ 

本サイトのヘルプ画面です。  

デスクトップの「ヘルプ」アイコン 

 

をクリックすると、「ヘルプ」ウィンドウが表示されます。  

 


