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1. ツール概要
artisoc 用 GIS データ変換ツール（以下、本ツール）は、GIS データ（ラインデータ、ポリゴンデータ、
ポイントデータ）から、artisoc のシミュレーションモデルで利用しやすい形式のデータに変換するため
のプログラムです。
シミュレーション用データの作成フローは図 1 の通りです。詳しくは、6 章を参照してください。
6.1 節

GIS データの読み込み

6.2 節 マップ画像の読み込み
6.3 節 対象範囲の設定
6.4 節 属性の編集
6.5 節 シミュレーション用データの作成

図 1 シミュレーション用データの作成フロー

KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.

3

artisoc 向け GIS データ変換ツール

ユーザーマニュアル

2. 動作環境
動作環境は以下の通りです。
表 1

動作環境（ソフトウェア）

ソフトウェア

バージョン

OS

Windows 8.1/8/7
Mac OS X 10.10/10.9/10.8

artisoc

artisoc 2.6 以上 (USB キーが必要です)
表 2

動作環境（ハードウェア）

ハードウェア

バージョン

メモリ

4GB 以上推奨
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3. インストール
お使いの環境にあったプログラムを CD-ROM からデスクトップ等、任意の場所にコピーします。
▼ Windows の場合
CD-ROM→[Installer]→[Windows]→[32bit、または、64bit]

▼ MacOS X の場合
CD-ROM→[Installer]→[MacOSX]→[GISDataConverter4.0.dmg]
ディスクイメージ「GISDataConverter4.0.dmg」を展開し、
「GISDataConverter4.0.app」をコピー

KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.
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4. ツールの起動
本ツールの起動方法は、下記の通りです。本ツールを利用する場合には、あらかじめお使いのコンピ
ュータに artisoc の USB キーが挿入されている必要があります。
▼ Windows の場合
「GISDataConverter.exe（または GISDataConverter_x64.exe）」をダブルクリックします。

▼ MacOS X の場合
「GISDataConverter.app」をダブルクリックします。

KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.
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5. ツールメイン画面
本ツールを起動すると、図 2 のようなメイン画面が表示されます。メイン画面は「コントロールパネ
ル（図中赤色）
」
「ツールバー（図中青色）
」
「マップパネル（図中緑色）
」から構成されます。本ツールを
起動した直後は、コントロールパネルに「GIS データ読込」ボタンのみが表示されます。

図 2

メイン画面

 コントロールパネル
【プロジェクト選択ボタン】 編集対象のプロジェクトを選択します
【GIS データ読込ボタン】 対象とする GIS データを読み込みます
【マップ画像読込ボタン】 背景として設定するマップ画像ファイルを読み込みます
【データ作成選択時】
 データ作成開始ボタン 設定された内容のシミュレーション用データを作成します
【設定モード選択時】
 対象範囲設定

GIS データから対象とする範囲を設定します

 範囲選択方法


セルサイズを固定

KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.
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セルの一辺の長さを固定して範囲を選択します（縦横のセル数が変化）



セルサイズ セルの一辺の長さを設定します

セル数を固定
縦横のセル数を固定して範囲を選択します（セルの一辺の長さが変化）


セル数（X / Y 方向） X / Y 方向のセル数を設定します

 セルサイズ単位
セルサイズの単位（メートル、キロメートル、秒、分、度）を設定します
 マップ画像配置設定 マップ画像の位置を調整します
 データテーブル編集 対象とするラインデータの属性を編集します
 属性検索・編集


テーブル表示
プルダウンメニューで選択しているラインデータの属性テーブルを表示します

 データ編集 対象とするポリゴンデータ、ポイントデータの属性を編集します
 編集対象データ 編集対象のポリゴンデータ、ポイントデータを選択します
 設定値

編集対象のポリゴンデータ、ポイントデータに設定する値を入力します

 設定方法 値を設定する方法（ペン、矩形）を選択します
【表示設定】 表示の ON・OFF をチェックボックス、透明度をスライダーで設定します
 罫線

対象範囲を表すセルの枠線の表示設定をします

 セル

対象範囲を表すセルの表示設定をします

 ポリゴン外形 ポリゴンの枠線の表示設定をします（ポリゴンデータ読み込み時のみ）
 ポリゴン内部 ポリゴン内部の表示設定をします（ポリゴンデータ読み込み時のみ）
 ライン

ラインデータの表示設定をします（ラインデータ読み込み時のみ）

 ポイント ポイントデータの表示設定をします（ポイントデータ読み込み時のみ）
 データ種色設定 マップ背景、ラインデータ、ポリゴン外形の表示色を設定します
 属性値色設定 ポリゴンの表示色を設定します（ポリゴンデータ読み込み時のみ）
 ツールバー
【新規プロジェクト保存ボタン

】

【プロジェクト上書き保存ボタン 】

新しくプロジェクトを保存します
現在のプロジェクトを保存します

【コントロールパネル表示/非表示ボタン

】 コントロールパネルの表示・非表示を切り替えます

【拡大・縮小・全体表示ボタン

マップパネルの拡大・縮小・全体表示を行います

【再読み込みボタン

】

】 マップパネルの再描画を行います（画像が正しく表示されない時）

 マップパネル


マップパネル上でマウスをドラッグすると、マップを上下左右に移動することができます



マップパネル上でマウスをスクロールすると、マップの拡大・縮小を行うことができます
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6. 使い方
6.1.

GIS データの読み込み

変換の対象とする GIS データの読み込み方法について説明します。まず、コントロールパネルの「GIS
データ読込」ボタンを押下します。すると、図 3 の入力データ設定ダイアログが表示されます。読み込
み可能な GIS データ種別は「ラインデータ」
「ポリゴンデータ」「ポイントデータ」の 3 つです。本ツー
ル内では、1 つのラインデータ、1 つのポリゴンデータの 1 属性、および、複数のポイントデータの複数
属性を同時に扱うことができます。

図 3

入力データ設定ダイアログ

6.1.1. ラインデータの読み込み
ラインデータを読み込む場合は、入力データ設定ダイアログのプルダウンメニュー「GIS データ種別」
から「ラインデータ」を選択してください。
本ツールでは、
「Shapefile 形式」の GIS データ、国土地理院発行の「数値地図データ基盤 25000 形式」
の GIS データ、および、本ツールで出力した Text_Shapefile 形式のデータを読み込むことができます。
同ダイアログの「GIS データ形式」から所望のデータ形式を選択してください。なお、数値地図データ
基盤 25000 形式に関して、JPGIS 形式には対応していないのでご注意ください。
次に、入力データに対応した座標系を同ダイアログの「GIS データ座標系」から選択します。ここで
は、「緯度経度座標系」、および、「平面直角座標系（系番号 1～19）」を選択することができます。対応
す る 平 面 直 角 座 標 系 は 地 域 に よ っ て 異 な り ま す の で 、 選 択 の 際 に は 国 土 地 理 院 WEB ペ ー ジ
（http://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/patchjgd/download/Help/jpc/jpc.htm）を参照してください。なお、測地
系は特に考慮されません。
KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.
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GIS データ形式、および、GIS データ座標系を選択したら、読み込む GIS データを選択します。同ダ
イアログの「GIS データ選択」ボタンを押下してください。すると、図 4 のようなファイル選択ダイア
ログが表示されます。Shapefile 形式を選択した場合には、拡張子 shp の Shapefile 形式のラインデータ
を選択します。数値地図データ基盤 25000 形式を選択した場合には、対象とする地域のフォルダを選択
します。ここで、複数のフォルダを選択し、複数の地域を同時に読み込むことが可能です。対象とする
ファイル、または、フォルダを選択後、同ダイアログの「開く」ボタンを押下して操作を完了します。

図 4

ファイル選択ダイアログ（左：Shapefile 形式、右：数値地図データ基盤 25000 形式）

最後に、ラインデータのデータ間引き率を設定します。GIS データのラインデータには、図 5 のよう
に、交差点以外にも曲線を表現するために複数のノードが存在します。しかし、ノードが多すぎる場合、
シミュレーションの実行速度が遅くなってしまう可能性があります。そこで、本ツールでは、交差点以
外のノードをある程度間引く機能を用意しています。同ダイアログの「データ間引き率」に%単位で入力
してください。データ間引き率が 0%の場合はノードを全く間引かず、100%の場合は交差点以外の間引
き対象ノードを全て間引き、交差点同士が直線で結ばれます。それ以外の場合は、間引き対象ノードか
ら指定した間引き率に従って間引きします。

間引き対象ノード

図 5
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6.1.2. ポリゴンデータの読み込み
ポリゴンデータを読み込む場合は、入力データ設定ダイアログのプルダウンメニュー「GIS データ種
別」から「ポリゴンデータ」を選択してください。
本ツールでは、
「Shapefile 形式」
、または、本ツールで出力した Text_Shapefile 形式のポリゴンデー
タを読み込むことができます。同ダイアログの「GIS データ形式」から所望のデータ形式を選択してく
ださい。また、Shapefile 形式を選択した場合には、ラインデータと同様に「GIS データ座標系」を適切
に設定してください。GIS データ形式、および、GIS データ座標系を選択したら、読み込むポリゴンデ
ータを選択します。同ダイアログの「GIS データ選択」ボタンを押下すると、ラインデータの読み込み
時と同様に、図 4 のようなファイル選択ダイアログが表示されます。読み込み対象のファイルを選択し、
「開く」ボタンを押下して操作を完了してください。
同ダイアログで「OK」ボタンを押下すると、図 6 のようなポリゴン読み込み属性設定ダイアログが表
示されます。本ツールでは、1 つのポリゴンデータの 1 属性のみ取り扱うことができます。同ダイアログ
のプルダウンメニュー「読込対象」から取り扱う属性を選択します。セルの面積比に応じてポリゴンの
属性値を按分したい場合には、同ダイアログのオプション項目「データ分割」をチェックしてください。
本オプション項目は面積や人口など数値属性に対しては有効となりますが、市区町村名など文字列属性
に対しては無効となることに注意してください。

図 6

ポリゴン読み込み属性設定ダイアログ

6.1.3. ポイントデータの読み込み
ポイントデータを読み込む場合は、入力データ設定ダイアログのプルダウンメニュー「GIS データ種
別」から「ポイントデータ」を選択してください。
本ツールでは、
「Shapefile 形式」
、または、本ツールで出力した Text_Shapefile のポイントデータを
読み込むことができます。ポリゴンデータの場合と同様に、同ダイアログから「GIS データ形式」を選
択し、
「GIS データ座標系」を適切に設定します。その後、同ダイアログから「GIS データ選択」ボタン
を押下し、読み込みの対象とするファイルを選択します。
同ダイアログで「OK」ボタンを押下すると、図 7 のようなポリゴン読み込み属性設定ダイアログが表
示されます。本ツールでは、複数のポイントデータの複数属性を取り扱うことができます。同ダイアロ
グの「Property Select」から取り扱う属性を選択します。また、Property Select で選択した属性データ
に対する名称（データ名）を、同ダイアログの「Data Name」に入力してください。
KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.
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図 7

6.2.

ポイント読み込み属性設定ダイアログ

マップ画像の読み込み

シミュレーションモデルの背景画像として利用するマップ画像データの読み込み方法について説明し
ます。なお、マップ画像の設定は、シミュレーション用データの作成に際して必須事項ではありません。

6.2.1. 読み込み方法
コントロールパネルに表示されている「マップ画像読込」ボタンを押下します。すると、図 8 に示す
マップ画像選択ダイアログが表示されます。同ダイアログでマップ画像として利用する画像ファイルを
選択し、最後に「開く」ボタンを押下して操作を完了します。ここでは、汎用画像形式 JPEG、PNG、
GIF、BMP と、GIS でのラスタ画像設定ファイル形式 JGW を取り扱うことができます。

図 8
KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.
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6.2.2. 調整方法
マップ画像の初期位置は、読み込んだ GIS データの経度、緯度がそれぞれ最小、最大となる位置に設
定されます。そのため、本ツールでマップ画像と読み込んだ GIS データが合うようにシミュレーション
用データを作成するためには、マップ画像の位置と大きさを手動で調整する必要があります。
まず、コントロールパネルの「設定モード」から「マップ画像配置設定」ボタンを押下します。その
後、マップパネル上でマップ画像の右上、または、左下の端点を左クリックして選択すると、図 9 のよ
うにマップ画像の位置と大きさを調整できるようになります。マップ画像の端点を選択した状態で別の
地点までマウスカーソルを移動させ、新たに端点を設定したい場所で再び左クリックをすると、マップ
画像の位置と大きさが確定します。

図 9

6.3.

マップ画像の位置調整

対象範囲の設定

読み込んだ GIS データから変換の対象とする範囲を設定する方法について説明します。まず、コント
ロールパネルの「設定モード」から「対象範囲設定」ボタンを押下します。すると、コントロールパネ
ルが図 10 のように切り替わります。本ツールでは、範囲を選択する方法として「セルサイズを固定した
設定方法」と「セル数を固定した設定方法」の何れかを選択することができます。シミュレーションモ
デルの設計等を踏まえて、適切な設定方法を選択してください。以下では、各設定方法について説明し
ます。

KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.
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図 10

対象範囲設定モード

6.3.1. セルサイズを固定した設定方法
この設定方法は、シミュレーションモデルが入力データに応じて空間サイズを変化させられるように
設計されている場合に利用する方法です。対象範囲を設定する際には、まず、コントロールパネルから
セルサイズ（X、Y 方向のセルの長さ）を設定してください（図 11 を参照）
。セルサイズの単位として、
「メートル」
「キロメートル」
「秒」
「分」
「度」の何れかを選択することが可能です。コントロールパネ
ルのプルダウンメニューから選択してください。
次に、マップパネル上で対象範囲を選択します。マップパネル上で対象範囲の始点としたい位置を左
クリックで設定し、別の地点までマウスカーソルを移動させ、対象範囲の終点としたい位置を再び左ク
リックして範囲を確定します。すると、図 12 に示すように、マップパネル上で対象範囲とそのセル情報
がグリッド状に表示されます。設定した対象範囲を削除したい場合は、その対象範囲の上で右クリック
してください。

図 11

KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.
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図 12

対象範囲の設定例

6.3.2. セル数を固定した設定方法
この設定方法は、シミュレーションモデルが入力データによらず空間サイズが一定となるように設計
されている場合に利用する方法です。対象範囲を設定する際には、まず、コントロールパネルから X 方
向、Y 方向のセル数を設定してください（図 13 を参照）。対象範囲は、マップパネル上で前述のセルサ
イズを固定した設定方法の場合と同様の手続きに従って設定してください。

図 13

KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.
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属性の編集

読み込んだ GIS データ（ラインデータ、ポリゴンデータ、ポイントデータ）の属性を編集する方法に
ついて説明します。

6.4.1. GIS データの属性値検索と編集
属性値の検索・編集をする場合は、まず、コントロールパネルの「設定モード」から「データテーブ
ル編集」ボタンを押下します。すると、コントロールパネルが図 14 のように切り替わります。
以下ではラインデータの属性値検索と編集の方法を説明します。
（ポリゴンデータ、ポイントデータにつ
いても操作は同様です）

図 14

データテーブル編集モード

コントロールパネルのプルダウンメニューから編集のラインデータを選択し、
「テーブル表示」ボタン
を押下します。すると、図 15 に示すラインデータ編集用の属性テーブルダイアログが表示されます。同
ダイアログは、属性の編集機能（図中赤色）
、キーワード検索機能（図中青色）
、CSV データ入出力機能（図
中緑色）を備えています。以下では、これらの各機能について説明します。

KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.
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キーワード検索機能

属性の編集機能

CSVデータの入出力機能

図 15


ラインデータ編集用の属性テーブルダイアログ

属性の編集機能
同ダイアログ上で各ラインの属性を直接編集することができます。ダイアログ中の属性テーブルには、

読み込んだラインデータのライン ID と、各ラインに対応する全ての属性が表示されます。属性テーブル
上で編集の対象としたいラインに対応する行を 1 回左クリックすると、属性テーブル中では当該の行が、
マップパネル上では対象としたいラインが図 16 のように選択状態となります。

図 16

KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.
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編集の対象としたいラインを選択し、さらに、編集の対象としたい属性をダブルクリックすると、図 17
のように同ダイアログから属性値を直接編集することができます。属性値の編集が終わったら、エンタ
ーキーを押下して値を確定してください。

図 17

属性値の直接編集

なお、コントロールキーを押しながら属性テーブル上の各ラインに対応する行をクリックしていくこ
とで、複数のラインを同時に選択することができます。

KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.
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キーワード検索機能
同ダイアログ上で属性に対するキーワード検索を実行することができます。まず、同ダイアログ中の

プルダウンメニューから検索の対象としたい属性を選択し、テキストボックス内に検索したいキーワー
ド（属性値）を入力します。次に、同ダイアログ中の「検索」ボタンを押下します。すると、全てのラ
インの中から入力したキーワードと完全に一致する属性値を持つラインが選択状態となります。
同ダイアログ右上の項目「選択行の表示」をチェックすると、図 18 のように、属性テーブルに選択し
たラインのみが表示されるようになります。

図 18


キーワード検索の一例（SHUBETSU 属性に対して“高速道路”で検索）

CSV データ入出力機能
同ダイアログ上で表示されている属性テーブルを CSV データ形式で入出力し、外部の専用エディタ

（Excel など）で編集することができます。
現在の属性テーブルを CSV データ形式で出力するには、同ダイアログの「CSV データ出力」ボタンを
押下してください。すると、図 19 のような CSV データ形式入出力ダイアログが表示されるので、出力
ファイル名を指定してください。最後に「開く」ボタンを押下すると、属性テーブルが記録された CSV
データが出力され、外部の専用エディタで編集することが可能となります。外部の専用エディタで属性
値を編集する際、属性の並び順（列）
、および、リンクデータの並び順（行）を変更しないでください。
変更した場合、本ツールに入力する際にエラーとなります。
外部の専用エディタで編集後、同ダイアログの「CSV データ入力」ボタンを押下してください。する
と、CSV データ出力時と同様にダイアログが表示されるので、入力ファイル名を指定してください。
「開
く」ボタンを押下して操作を完了すると、編集した属性値が同ダイアログに反映されます。
KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.
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図 19 CSV データ形式入出力ダイアログ

6.4.2. セル属性の編集
セル属性を編集する場合は、まず、コントロールパネルの「設定モード」から「データ編集」ボタン
を押下します。すると、コントロールパネルが図 20 のように切り替わります。

図 20

ポリゴン属性編集モード

コントロールパネルのプルダウンメニューからポリゴンデータを選択します。この編集はセルごとに
行いますので、この段階で対象範囲の設定（6.3 を参照）を終えている必要があります。

次に、コントロールパネルの「設定値」のテキストボックスに、設定したい属性値を入力します。入
KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.
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力を終えたら、ポリゴン属性の編集方法をコントロールパネルの「設定方法」から選択してください。
設定方法として「

ペン」を選択した場合、マップパネル上で編集の対象とするセルを左クリックする

ことで、そのセルに先に入力した属性値が設定されます。一方、設定方法として「

矩形」を選択した

場合、6.3 節で対象範囲を設定した時と同様の方法で、マップパネル上で矩形領域を指定してください。
すると、矩形領域内に含まれるすべてのセルに対して、入力した属性値を設定することができます。
マップパネル上で各セルを右クリックすると、当該セルに設定されている属性値をコントロールパネ
ルの設定値として取得することができます。

図 21

ポリゴン属性の編集イメージ

6.4.3. ポイントデータの編集
ポイントデータを編集する場合は、まず、コントロールパネルの「設定モード」から「データ編集」
ボタンを押下します。すると、コントロールパネルが図 22 のように切り替わります。

図 22

ポイント属性編集モード

コントロールパネルのプルダウンメニューから編集の対象とするポイントデータを選択します。ポイ
ントデータに関しては、ラインデータとポリゴンデータとは異なり、その属性の編集だけでなくポイン
KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.
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トの追加と削除を行うことができます。


編集
ポイント属性を編集する場合には、コントロールパネルの「編集」ボタンを押下してください。する

と、コントロールパネルが図 23 のように切り替わります。

図 23

ポイント属性編集モード

まず、図 23 のプルダウンメニューから、編集の対象とする属性名を選択します。次に、
「設定値」の
テキストボックスに、設定する属性値を入力します。属性値を入力したら、ポイント属性の編集方法を
「設定方法」から選択してください。設定方法として「

ペン」を選択した場合、マップパネル上で編

集の対象とするポイントを左クリックすることで、そのポイントに先に入力した属性値が設定されます。
一方、設定方法として「

矩形」を選択した場合、6.3 節で対象範囲を設定した時と同様の方法で、マ

ップパネル上で矩形領域を指定してください。すると、矩形領域内に含まれるすべてのポイントに対し
て、入力した属性値を設定することができます。
マップパネル上で各ポイントを右クリックすると、当該ポイントに設定されている属性値をコントロ
ールパネルの設定値として取得することができます。


追加
ポイントを追加する場合には、コントロールパネルの「追加」ボタンを押下してください。次に、マ

ップパネル上でポイントを追加したい位置を左クリックしてください。すると、ポイントが新たに追加
されます。このとき、新たに追加したポイントには属性値が与えられていないので、前述の編集方法に
従い、適切に設定してください。



削除
ポイントを削除する場合には、コントロールパネルの「削除」ボタンを押下してください。すると、

KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.
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コントロールパネルが図 24 のように切り替わります。

図 24

ポイント削除モード

次に、図 24 の「設定方法」から、ポイントの削除方法を選択してください。設定方法として「

ペ

ン」を選択した場合、マップパネル上で削除の対象とするポイントを左クリックすることで、そのポイ
ントを削除することができます。一方、設定方法として「

矩形」を選択した場合、6.3 節で対象範囲

を設定した時と同様の方法で、マップパネル上で矩形領域を指定してください。すると、矩形領域内に
含まれるすべてのポイントを一括して削除することができます。
なお、一つのポイントデータに含まれるポイントを 0 にすることができないので注意してください。

図 25
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シミュレーション用データの作成

シミュレーション用データの作成方法について説明します。ここで、対象範囲が設定されていな
い場合、シミュレーション用データを作成することができないので注意してください。まず、図 26
のコントロールパネルの「データ作成開始」ボタンを押下してください。すると、図 27 のようなシ
ミュレーション用データ作成ダイアログが表示されます。同ダイアログでは、シミュレーション用
データの出力フォルダと出力内容を設定します。

図 26

図 27



シミュレーション用データ作成モード

シミュレーション用データ作成ダイアログ

出力フォルダの設定

シミュレーション用データの出力フォルダを設定します。同ダイアログのテキストボックス「デ
ータ出力先フォルダ」の右端にあるボタンを押下すると、図 28 のようなシミュレーション用データ
出力フォルダ設定ダイアログが表示されます。出力フォルダを選択し、
「保存」ボタンを押下して操
作を完了してください。

KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.
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シミュレーション用データ出力フォルダ設定ダイアログ

出力内容の設定

シミュレーション用データの出力内容を設定します。本ツールでは、読み込んだラインデータ、
ポリゴンデータ（セルデータに変換したもの）
、および、ポイントデータをそれぞれ別々のシミュレ
ーション用データのファイルとして出力することができます。
読み込んだラインデータに対応するシミュレーション用データを出力する場合には、同ダイアロ
グの項目「ラインデータ」をチェックしてください。その際、プルダウンメニューから次の 3 つの
出力形式を選択することができます。


ASM（CSV）形式
artisoc のシミュレーションモデルで利用しやすい形式で、カンマ区切りの CSV 形式として扱
われます。ASM 形式を選択した場合には、ラインデータはラインを構成する「ノードデータ」
と、ノード同士の接続関係を表す「リンクデータ」の 2 つに分けて出力されます。それぞれの
出力ファイル名を、同ダイアログのテキストボックス内に入力してください。なお、ASM 形式
の詳細仕様に関しては、0 章を参照してください。



Shapefile 形式
通常の Shapefile 形式として出力されます。出力ファイル名を、同ダイアログのテキストボ
ックス内に入力してください。



Text_Shapefile 形式
Shapefile 形式と似た CSV 形式のファイルとして出力されます。
出力ファイル名を、同ダイアログのテキストボックス内に入力してください。

読み込んだポイントデータに対応するシミュレーション用データを出力する場合には、同ダイア
ログの項目「ポイントデータ」をチェックしてください。その際、プルダウンメニューから次の 3
つの出力形式を選択することができます。
KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.
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ASM（CSV）形式
artisoc のシミュレーションモデルで利用しやすい形式で、カンマ区切りの CSV 形式として扱
われます。出力ファイル名を、同ダイアログのテキストボックス内に入力してください。なお、
ASM 形式の詳細仕様に関しては、7 章を参照してください。



Shapefile 形式
通常の Shapefile 形式として出力されます。出力ファイル名を、同ダイアログのテキストボ
ックス内に入力してください。



Text_Shapefile 形式
出力ファイル名を、同ダイアログのテキストボックス内に入力してください。



シミュレーション用データの出力

シミュレーション用データの出力設定を終えた後、同ダイアログの「OK」ボタンを押下して操作
を完了します。すると、
「データ出力先フォルダ」で指定したフォルダの中に出力項目としてチェッ
クしたラインデータ、ポリゴンデータ、ポイントデータ、および、背景画像が指定したファイル形
式で出力されます。

KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.
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7. ASM 形式
artisoc のシミュレーションモデルで利用しやすい形式である「ASM 形式」のファイルフォーマットに
ついて説明します。

7.1.

ラインデータ

ASM 形式では、ラインデータはラインを構成する「ノードデータ」とノード間の接続関係を表す「リ
ンクデータ」に分けて扱われます。


ノードデータ
ノードデータのフォーマットについて説明します。図 29 はフォーマットの概念図です。ノードデータ

の中には、各ノードの GIS データから得られる「経度」「緯度」と、これらをシミュレーション空間の
X-Y 座標に変換した値「X」
「Y」が記録されます。
「NID」と「SIZE」はそれぞれ各ノードの固有 ID と
ノードの総数を表しています。
「X・Ymin」
「X・Ymax」は、それぞれシミュレーション空間の X・Y 方
向の最小値、最大値を表しています。
「LENGTH[m]」は、シミュレーション空間上での X・Y 軸の長さ
（
「X・Ymax」–「X・Ymin」
）と実空間上での距離[m]との対応を表しています。また、出力ファイルの
座標情報以降の右列には、各ノードの属性名と属性値が記録されます。

Xの最小値

Yの最小値

ノードID

Xの最大値

Yの最大値

Xmin
Ymin
Xmax
Ymax
X軸の実際の距離(m)
0
0
522.3916
600
LENGTH[m] 1445.83 1660.628
Y軸の実際の距離(m)
SIZE
2282
NID
X
Y
経度
緯度
属性1
属性2
0
318.1295 486.6737 130.6998 32.82176
L2110
2052
1
322.2595 483.1081 130.6999 32.82167
L2110
2052
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
・・・
ノードのX座標

ノードの緯度
ノードの経度

ノードのY座標

図 29
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リンクデータ
リンクデータのフォーマットについて説明します。図 30 はフォーマットの概念図です。1 つのリンク

は、開始ノード ID「FromNID」と終端ノード ID「ToNID」の組で表されます。これらのノード ID は、
ノードデータに記録されているノード ID（NID）に対応しています。また、出力ファイルのリンク情報
以降の右列には、各リンクの属性名と属性値が記録されます。

接続元ノードID

FromNID
0
0
1
・・・

ToNID
1
13
0
・・・
図 30

7.2.

接続先ノードID

属性1
L2110
L2110
L2110
・・・

GISに付与されている属性データ

属性2
2052
2052
2052
・・・

・・・
・・・
・・・
・・・
・・・

リンクデータのフォーマット

セルデータ

ASM 形式では、ポリゴンデータをセルごとのセルデータとして扱います。図 31 はフォーマットの概
念図です。
「Dim:1」
「Dim:2」はそれぞれシミュレーション空間上での各セルの X、Y 座標を表していま
す。また、
「Dim:3」は空間変数のレイヤー番号を表しています。最終列以降の右列には、各セルの属性
名と属性値が記録されます。

図 31

KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.
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ポイントデータ

ASM 形式では、ポイントデータは、ポイントデータごとのファイルとして扱われます。ファイル名は
「[ポイントデータ名].csv」で出力されます。図 32 はフォーマットの概念図です。ポイントデータは、
ノードデータと同様に、GIS データから得られる各ポイントの「経度」
「緯度」と、これらをシミュレー
ション空間の X-Y 座標に変換した値「X」
「Y」が記録されます。
「PID」は各ポイントの固有 ID です。
出力ファイルの座標情報以降の右列には、各ポイントの属性名と属性値が記録されます。

アイテム数

4
アイテムID

PID

・・・
アイテムX座標

図 32

KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.

X
Y
0 818601.3 374653.9
1 818825.2
374494
2 819016.7 374678.6
・・・
・・・

経度
140.0731
140.0754
140.0777
・・・

緯度
36.03258
36.03096
36.03246
・・・

アイテムY座標
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8. artisoc サンプルモデル
本ツールで出力した ASM 形式の出力データ（ノードデータ、リンクデータ、ポイントデータ、背景画
像）を artisoc 上で利用する方法について、付録したサンプルモデルに基づいて説明します。サンプルモ
デルでは実行開始時に先の出力データを読み込み、人エージェントが読み込んだ地図上をランダムに移
動します。図 33 はサンプルモデルの実行画面の一例です。以下の各節では、サンプルモデルのファイル
構成とシミュレーションモデルの構成、および、サンプルモデルの振る舞いの概略について説明します。

図 33

8.1.

サンプルモデルの実行画面

ファイルの構成

サンプルモデルを実行するためには、同一フォルダ内に以下の 5 つのファイルが存在している必要が
あります。
GISsample.model

artisoc のシミュレーションモデルファイル

Node.csv

ASM 形式のノードデータ

Link.csv

ASM 形式のリンクデータ

School.csv

ASM 形式のポイントデータ

Map.png

本ツールで出力した背景画像
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シミュレーションモデルの構成

シミュレーションモデルの構成について説明します。サンプルモデルでは、Universe の直下に 1 つの
空間変数 Map と 2 つの実数型変数を持ちます。また、空間変数 Map は人エージェント Person、ノードエ
ージェント RoadNode、ポイント（学校）エージェント School から構成されます。以下にこれらの関係を
まとめます。
【Universe】
Map（空間変数）
Person（エージェント型）
人を表すエージェント型です。これまでに歩いた総距離（WalkedDistance）
、歩くルート
（Route）などをエージェント変数として持ちます。
RoadNode（エージェント型）
サンプルモデルでは、各ノードを 1 つのエージェントとして扱います。また、各ノード
エージェントはノード間の接続関係を表すエージェント集合型変数（Connection）を持
ちます。
School（エージェント型）
サンプルモデルでは、各ポイントをノードデータと同様に 1 つのエージェントとして扱
います。
REAL_DISTANCE_PER_CELL_WIDTH（実数型変数）
単位セル幅あたりの実空間上での距離を表す実数型変数です。シミュレーション空間上での
移動距離を、実空間上での移動距離に変換する場合に使います。
MAP_DOMAIN（実数型変数）
シミュレーション空間の定義域（X・Y 方向の最大、最小値）を記録するための実数型配列で
す。

8.3.

サンプルモデルの振る舞い

サンプルモデルの振る舞いについて説明します。サンプルモデルは、以下の手続きに従ってシミュレ
ーションが進行します。
① 本ツールで出力された出力データ（ノードデータ、リンクデータ、ポイントデータ）を読み込む
② 人エージェントを生成し、初期化する
③ 時間ステップごとに各 Person エージェントをランダムに移動させる
以降では、これらの手続きの概略を説明します。
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 出力データの読み込み
▼ ノードデータ、リンクデータ、ポイントデータ
各データを Universe ルール内の Univ_Init で読み込みます。各データの読み込み手続きの流れ
は以下の通りです。
Univ_Init

10～12 行目 各データへの相対パスを指定します

FILE_NODE_PATH

ノードデータ（Node.csv）へのパス

FILE_LINK_PATH

リンクデータ（Link.csv）へのパス

FILE_POINT_PATH

ポイントデータ（School.csv）へのパス

Univ_Init

15～21 行目 各データを実際に読み込みます

ReadNodeData(path As String, map As Space, type As AgtType)
ノードデータ読み込み用のサブルーチンです。引数はそれぞれノードデータへのパス、
読み込みの対象とする空間変数、ノードエージェントのエージェント型変数を表しま
す。このサブルーチンを実行した後には、各ノードエージェントの X・Y 座標、
REAL_DISTANCE_PER_CELL_WIDTH、MAP_DOMAIN が初期化されます。
ReadLinkData(path As String, type As AgtType)
リンクデータ読み込み用のサブルーチンです。引数はそれぞれリンクデータへのパス、
ノードエージェントのエージェント型変数を表します。このサブルーチンを実行した
後には、各ノードエージェントのノード間の接続関係を表すエージェント集合型変数
Connection が初期化されます。
ReadPointData(path As String, type As AgtType)
ポイントデータ読み込み用のサブルーチンです。引数はそれぞれリンクデータへのパ
ス、ノードエージェントのエージェント型変数を表します。サンプルモデルでは、学
校エージェント School が初期化されます。
※ 上で利用した 3 つのサブルーチンは、各データへのパス、空間変数、ノード・ポイントエー
ジェント型変数を変更することによって汎用的に使うことができます。また、属性データを
読み込む場合などに関しては、サブルーチンの中身を適宜変更してお使いください。
▼ マップの背景画像
背景画像（map.png）は「出力設定」の「マップ出力設定」で設定しています。
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 Person エージェントの生成、初期化
Person エージェントの生成数は、Person プロパティから設定します。また、各エージェントの初期
化は、Person ルールの Agt_Init で行います。各エージェントの初期化手続きの流れは以下の通りで
す。
Agt_Init

8～9 行目

歩行速度（SPEED）と最大ルート長（MAX_LENGTH_OF_ROUTE）を決定する
Agt_Init

14～19 行目

歩行開始地点を接続関係のあるノードからランダムに選択し、ルート（Route、次に向かうノー
ドエージェントのリスト）に追加する
Agt_Init

22～25 行目

最大ルート長に達するまで、接続関係のあるノードからランダムに選択したノードをルートに
追加する
 Person エージェントの振る舞い
各 Person エージェントは、時間ステップごとに歩行速度（SPEED）で指定した距離だけ次に向かうノ
ード（nextNode）に向かって進みます。nextNode に到達したら、ルートから新しい nextNode を選び
直してそのノードへ向かって歩きます。ルートの最終ノードに達したら、自身の Person エージェン
トを削除します。時間ステップごとの Person エージェントの振る舞いは以下の通りです。
Agt_Step

11 行目

現在までに進んだ総距離（WalkedDistance）を歩行速度に基づいて更新する
Agt_Step

14～31 行目

エージェントが現在いる位置を求める。現在の位置がルート上である場合は、現在の位置から
の nextNode と前に到達したノード（previousNode）が定まり、フラグ onRoute が true となる。
現在の位置がルート上でない場合は、onRoute が false となる。
Agt_Step

34～40 行目

エージェントの現在いる位置がルート上、すなわち、フラグ onRoute が true の場合は nextNode
に向かってエージェントを進める。それ以外の場合は、自身のエージェントを削除する。
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9. データ変換作業フローの例
ここでは、データ変換ツールを使用して、artisoc で読み込めるデータを作成する変換作業の流れを、
サンプルファイルを例に説明します。また、変換作業と同時に、GIS データと重ねながら背景画像をシ
ミュレーション対象部分だけ切り取って保存することもできます。artisoc で読み込むファイルへの変換
だけでなく、変換対象とした部分を再び Shapefile として出力することも可能です。

9.1.

ラインデータの変換作業フロー

道路データなどのラインデータを変換する作業について説明します。
[1] GIS データの読み込み
まずは、変換したい GIS データの読み込みを行います。
(1)まず、左上にある GIS データ読み込みボタン（図 34 の赤枠内）を押します。
(2)図 34 のような画面が出るので、GIS データ種別をラインデータに設定し、GIS データ形式と座標系
を選択するデータに合わせて設定します。
(3)GIS データを選択します（図 35 の赤枠のボタンを押してデータを選択）
。
(4)データの間引きを行う場合には、間引き率を入力します。
※間引き率については本マニュアル内の「5.1

GIS データの読み込み

●データ間引き率」をご覧ください。

(5)「了解」ボタンを押すと、GIS データが読み込まれ画面に表示されます。
※ここで表示されたデータが、画面からはみ出してしまい全体像が見えない場合や、表示が小さすぎる場合は、
画面上部のツールバーの拡大/縮小ボタンを使用して調整してください。

図 34

GIS データ読み込みボタン

図 35 GIS データ選択画面

[2] 背景画像の読み込みと位置調整（※この操作は必須ではありません。
）
続いて、背景画像の読み込みを行います。背景画像を使用することで、データ変換対象とする範囲を
画像の端点に合わせることや、変換対象範囲に該当する部分を切り取った画像ファイルをデータ変換時
に同時に出力することができます。なお、この操作は背景画像を使用しない場合には必要ありません。
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(1)「マップ画像読込」ボタン（図 36 の赤枠内）を押し、ファイルを選択します。
→図 36 のように、先ほど読み込んだ GIS データと重なって画像ファイルが表示されます。
(2)続いて、背景画像の位置と大きさを調整します。まず、
「マップ画像配置設定」
（図 37 の赤枠内）を押
します。続いて、マップの右上または左下を左クリックすると、マップの端点が動かせるようになりま
す。再びクリックすると、クリックした位置に端点が固定されます。右上および左上の端点を動かして、
GIS データと合うように大きさと位置を調整します。（図 38）
※調整が完了したら、そのまま次の操作に進んでください（設定完了のための特別な操作は不要）
※次の対象範囲の設定を行った後でも、再度「マップ画像配置設定」ボタンを押せば、マップの位置調整を行
うこともできます。

図 36 マップ画像読込ボタン

図 37 マップ画像位置調整ボタン

図 38 マップ画像を変形している様子
[3]対象範囲の設定
(1) 「対象範囲設定」ボタンを押します。
（図 39 の赤枠内）
(2) 「セル数を固定」または「セルサイズを固定」のいずれかを選択し、さらにその下の欄でセル数また
はセルサイズを指定します。
(3) 対象範囲の端点にしたい位置で左クリックし、続いて対象範囲のその対角線上の端点にしたい位置で
再度左クリックすると、対象範囲が設定されます。
（図 40）
（例：左上にしたい位置でクリック→右下にしたい位置に移動してクリック）
※「セル数を固定」
「セルサイズを固定」の使い分けについては、本マニュアル 5.2「対象範囲の設定」をご

KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.

35

artisoc 向け GIS データ変換ツール

ユーザーマニュアル

覧ください。
※右クリックすると、設定した範囲がクリアされます。
※表示設定にて、罫線やセルを消すことや、透過させることができます。

図 39 対象範囲設定ボタン

図 40 対象範囲設定が行われた状態

[4] データの出力
(1)「データ作成開始」ボタン（図 41 赤枠内）を押します。
(2)データ出力先と出力形式を入力します（
「…」ボタンを押すとフォルダを選択できます）
(3)背景画像データを、対象範囲についてだけ切り取ったものを出力する場合は、背景画像の欄にチェッ
クを入れ、出力先とピクセル数を設定します。
※画像ファイルの形式は「JPG」
「PNG」
「GIF」
「BMP」で出力できます。いずれかの拡張子をつけたファイ
ル名を入力して下さい。また、罫線やセルの塗りつぶしもそのまま画像として出力されますので、表示設定で
調整してください。

(4) ASM 形式で出力された場合は、ノードデータ「Node.csv」とリンクデータ「Link.csv」が、Shapefile
形式の場合は shp、shx、dbf ファイルが生成されていることを確認してください。

図 41 データ作成開始ボタン
以上でラインデータの変換は完了です。
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ポリゴンデータの変換作業フロー

建物形状や行政界などのポリゴンデータを、artisoc で読み込める形に変換する作業の手順を説明しま
す。ポリゴンデータの変換では、各セルと重なる位置にある入力ポリゴンの属性値（またはそれを面積
按分した値）を持つようなセルのデータが出力されます。
[1] GIS データの読み込み
はじめに、変換したい GIS データの読み込みを行います。
(1)左上にある GIS データ読み込みボタン（図 42 の赤枠内）を押します。
(2)図 43 のような画面が出るので、GIS データ種別をポリゴンデータに設定し、GIS データ形式と座標
系を選択するデータに合わせて設定します。
(3)GIS データを選択します（図 43 の赤枠のボタンを押してデータを選択）
。
(4)「了解」ボタンを押すと、読み込み対象とデータ分割の有無について設定するウィンドウが出てきま
す。まず、読み込み対象としたい属性を一つ選択します。さらに、そのデータを、セルの面積ごとに
按分して出力したい場合（人口など、面積におよそ比例すると思われる属性の場合）には、
「データ分
割」にチェックを入れます。
(5) さらに「了解」ボタンを押すと、GIS データが読み込まれ画面に表示されます。
※ここで表示されたデータが画面からはみ出してしまい全体像が見えない場合や、逆に表示が小さすぎる場合
は、画面上のツールバーの拡大/縮小ボタンを使用して大きさを調整してください。

図 42

GIS データ読み込みボタン

図 43 GIS データ選択画面

[2] 背景画像の読み込みと位置調整（※この操作は必須ではありません。
）
この操作は「9.1 ラインデータの変換」と同じですので、そちらをご覧ください。
※ポリゴン内部の塗りつぶしにより、背景画像が見えにくいときは、表示設定の「ポリゴン内部」のチェッ
クを外すか、スライドバーを操作して透過させるようにすることができます。

[3] 対象範囲の設定
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(1) 対象範囲設定ボタンを押します。
（図 44 の赤枠内）
(2) 「セル数を固定」または「セルサイズを固定」のいずれかを選択し、さらにその下の欄でセル数また
はセルサイズを指定します。
(3) 対象範囲の端点にしたい位置で左クリックし、続いて対象範囲のその対角線上の端点にしたい位置で
再度左クリックすると、対象範囲が設定されます。
（例：左上にしたい位置でクリック→右下にしたい位置に移動してクリック）
(4)対象範囲設定が行われると、ポリゴンの属性値（またはそれを面積按分した値）を引き継いだセルが
表示されます。
（図 45 のようになります）
※「セル数を固定」
「セルサイズを固定」の使い分けについては、本マニュアル 5.2「対象範囲の設定」をご
覧ください。
※右クリックすると、設定した範囲がクリアされます。
※表示設定にて、罫線やセルの表示を消すことや、透過させることができます。

図 44 対象範囲設定ボタン

図 45 対象範囲設定が行われた状態

[4] データの編集（※この操作は必須ではありません。
）
ここでは、各セルが持つ属性値を編集する方法について説明します。この属性値の変更はセルごとに
行うものなので、
「[3]対象範囲の設定」をした後で行ってください。また、属性値を変更する必要がない
場合は、この操作は不要です。
(1)「データの編集」ボタンを押します（図 46 の赤枠内）
(2) コントロールパネルの「設定値」のテキストボックス内に設定する属性値を入力します。
（例：図 46 では、JINKO の値を 20000 に設定するために、20000 と入力してあります）
(3)「設定方法」のボタンの中から属性の設定の仕方を選択します。
(3-1)左の選択肢「ペン」を選択した場合は、マップ画面上で対象とするセルをクリックすることで、そ
のセルの属性値を設定することができます。
(3-2)右の選択肢「矩形」を選択した場合は、マップ画面上で始点と終点をクリックして定まる矩形領域
内に含まれる全セルの属性値を一括して設定することができます。
※マップ画面上で各セルを右クリックすることで、現在ハイライトされているセルの属性値をコントロ
ールパネル上の「設定値」として取得することができます。
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図 46 データ編集ボタンと属性値の設定画面
[5] データの出力
(1)「データ作成開始」ボタン（図 31 赤枠内）を押します。
(2)データ出力先と出力形式を入力します（
「…」ボタンを押すとフォルダを選択できます）
(3)背景画像データを、対象範囲についてだけ切り取ったものを出力する場合は、背景画像の欄にチェッ
クを入れ、出力先とピクセル数を設定します。
※画像ファイルの形式は「JPG」
「PNG」
「GIF」
「BMP」で出力できます。いずれかの拡張子をつけたファイ
ル名を入力して下さい。また、罫線やセルの塗りつぶしもそのまま画像として出力されますので、表示設定で
調整してください。

(4) セルデータとして、ASM 形式で出力した場合はセルデータ「Cell.csv」が、ポリゴンデータとして
Shapefile 形式を出力した場合は shp、shx、dbf ファイルが生成されていることを確認してください。
（ポ
リゴンデータとしての出力データは入力したポリゴンデータの形状でありセルの形状・編集内容ではな
いことに注意してください）

図 47 データ作成開始ボタン
以上でポリゴンデータの変換は完了です。
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ポイントデータの変換作業フロー

学校や避難所、バス停、充電スポットなどのポイントで示されるデータを、artisoc で読み込める形に
変換する作業のフローを説明します。
[1] GIS データの読み込み
はじめに、変換したい GIS データの読み込みを行います。
(1) 左上にある GIS データ読み込みボタン（図 48 の赤枠内）を押します。
(2) 図 49 のような画面が出るので、GIS データ種別をラインデータに設定し、GIS データ形式と座標系
を選択するデータに合わせて設定します。
(3) GIS データを選択します（図 49 の赤枠のボタンを押してデータを選択）
。
(4) ポイントの「定義名」を入力し、データと合わせて読み込む属性にチェックを入れます。※定義名は、
今回読み込んだポイント群の名称として使用されるデータ名で、変換後データの出力時のファイル名になり
ます。扱いやすい任意の文字列を設定可能です
※複数の属性を読み込むこともできます。

(5)「了解」ボタンを押すと、GIS データが読み込まれ画面に表示されます。
※ここで表示されたデータが画面からはみ出してしまい全体像が見えない場合や、逆に表示が小さすぎる場
合は、画面上のツールバーの拡大/縮小ボタンを使用して大きさを調整してください。

図 48

GIS データ読み込みボタン

図 49 GIS データ選択画面

[2] 背景画像の読み込みと位置調整（※この操作は必須ではありません。
）
この操作は「9.1 ラインデータの変換」と同じですので、そちらをご覧ください。
[3] データの編集（※この操作は必須ではありません。
）
ここでは、各ポイントが持つ属性値を編集する方法について説明します。この編集操作は、
「[4]対象範
囲の設定」を行った後でも可能です。ただし、対象範囲設定によりセル表示が現れ、それによりポイン
トデータの位置が見にくくなる可能性もありますので、事前に編集を済ませておくことをお勧めします。
また、属性値を変更する必要がない場合は、この操作は不要です。
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(1)「データ編集」ボタン（図 50 赤枠内）を押します。
(2) コントロールパネル上の選択肢「追加」
「削除」「編集」から、行う操作のボタンを押します。
(3-1) 追加する場合
マップ画面上で新たなポイントを追加したい位置で左クリックをします。
(3-2) 削除する場合
マップ画面上で削除したいポイントを左クリックして選択します。クリック 1 回で削除すること
ができます。なお、1 つの「定義名」のポイント数を 0 にすることはできません。
(3-3) 編集する（属性を変更する）場合
コントロールパネル上で指定した「属性名」とその「設定値」を、ポイントごとに設定すること
ができます。設定手順は次の通りです。
i) コントロールパネルの「設定値」のテキストボックス内に設定する属性値を入力します。
ii) 「設定方法」のボタンの中から属性の設定の仕方を選択します。
→左の選択肢「ペン」を選択した場合は、マップ画面上で対象とするセルをクリックするこ
とで、そのセルの属性値を設定することができます。
→右の選択肢「矩形」を選択した場合は、マップ画面上で始点と終点をクリックして定まる
矩形領域内に含まれる全セルの属性値を一括して設定することができます。

図 50 データ編集ボタン
[4]対象範囲の設定
この操作は「9.1 ラインデータの変換」と同じですので、そちらをご覧ください。
[5] データの出力
(1)「データ作成開始」ボタン（図 51 赤枠内）を押します。
(2)データ出力先と出力形式を入力します（
「…」ボタンを押すとフォルダを選択できます）
(3)背景画像データを、対象範囲についてだけ切り取ったものを出力する場合は、背景画像の欄にチェッ
クを入れ、出力先とピクセル数を設定します。
※画像ファイルの形式は「JPG」
「PNG」
「GIF」
「BMP」で出力できます。いずれかの拡張子をつけたファイ
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ル名を入力して下さい。また、罫線やセルの塗りつぶしもそのまま画像として出力されますので、表示設定で
調整してください。

(4) ASM 形式で出力された場合は、
「[定義名].csv」が、Shapefile 形式の場合は shp、shx、dbf ファイル
が生成されていることを確認してください。

図 51

データ作成開始ボタン

以上でポイントデータの変換は完了です。

KOZO KEIKAKU ENGINEERING Inc.

42

