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更新履歴  

［ArcViewシェープファイルデータ（SHP/SHX/DBF）のエクスポート］ダイアログボックスのオプション変更 

［エクスポート］-［汎用］-［ArcViewシェープファイル］の

［ArcViewシェープファイルデータ（SHP/SHX/DBF）のエクス

ポート］ダイアログボックスのオプション「構造化ポリゴンにお

ける中抜けポリゴンの処理」で、今までダイアログを開く際は

常に「モード 1」の状態となっていましたが、前回設定したモー

ドが反映されるようになりました。 

 

［注記属性の一括編集］ダイアログボックスのオプション追加 

［データベース］-［編集］-［注記属性］-［注記属性の一括編集］の［注記属性

の一括編集］ダイアログボックスに、オプション「（複数行時の）行間ファクター」

を追加しました。 

注記属性が複数行存在する場合に、一括で行間ファクターを指定した行数

に変更します。 

 

 

 

 

 

 

［UAV撮影コース設計（カメラ撮影）」機能の仕様変更 

［ツール］-［UAV コース設計］-［UAV撮影コース設計（カメラ撮影）］の「UAV撮影コース設計（カメラ撮影）」機能で、標高

データがない箇所に関しては、標高 0m として処理するようにしました。 

 

「計算フィールド」に関数を追加 

［計算フィールドのヒント］ダイアログボックスの日付時刻関数に「YearB」関

数を追加しました。 

YearB（{フィールド名}） で、日付時刻型フィールドを指定して、その内部表

現から年度を得ます。 

 

 

 

 

  



 

 

［GPSログファイルからベクターデータ生成］ダイアログボックスのオプション追加 

［システム］-［GPS］-［GPSログから軌跡ベクター生成］の［GPSログファ

イルからベクターデータ生成］ダイアログボックスのオプションに、「チェック

サムを無視して取り込む」チェックボックス及び「ビデオファイルの更新日

時を（GPS軌跡上の）スタート時間とする」チェックボックスを追加しまし

た。 

 「チェックサムを無視して取り込む」チェックボックスを ONにすると、

チェックサムエラーが原因でデータがはねられる場合に、チェックサ

ムを無視して取り込みます。 

 「ビデオファイルの更新日時を（GPS軌跡上の）スタート時間とする」

チェックボックスを ONにすると、再生対象の動画ファイルの更新日時を動画のスタート時間にします。 

 

多重包含ポリゴンの動的代表点の表示について 

2重（3重）包含のポリゴン状態で、画面表示領

域に外側のポリゴンの表示領域がなく、動的代表

点を算出できない場合、従来は、「座標値の単純

平均」を動的代表点としていましたが、も動的代

表点が非表示になるようにしました。 

動的代表点=代表点ではなく、画面表示領域に

応じて移動する表示用代表点 

 

 

マルチスレッド処理に関する仕様変更 

起動オプション「-OmpThreads X」に関して、 

省略時のデフォルトの設定を 

-OmpThreads 0 （マルチスレッド処理あり） 

としました。 

また、［システム環境設定］-［操作 3］パネルのオプションに「マルチスレッド処理により高速化を行わない」チェックボックス

を追加しました。 

［ポリゴン・背景イメージヒストグラムオーバーレイ］ダイアログボックスのオプション追加 

［ツール］-［空間統計解析］-［ポリゴンオーバーレイ］-［ポリゴン・背景イメージヒストグラムオーバーレイ］の［ポリゴン・背

景イメージヒストグラムオーバーレイ］ダイアログボックスのオプションで、前景以外の背景レイヤーの背景イメージも指定で

きるようにしました。 

 

  



 

 

法務省地図 XML インポートに関するコマンド追加 

「法務省地図 XML」のインポートに関するコマンドを追加しました。 

コマンド 

ImportMinjiTizu・・・法務省民事局の地図情報システムデータ（XML形式）をインポートする 

オプション 

-GyName （行政名） ・・・行政名で ジオコーディングした結果位置へ平行移動してセット 

-No図郭 ・・・図郭レイヤーを取得しない 

-No筆  ・・・筆レイヤーを取得しない 

-No基準点 ・・・基準点レイヤーを取得しない 

-No筆界点 ・・・筆界点レイヤーを取得しない 

-No筆界線 ・・・筆界線レイヤーを取得しない 

-No地区外 ・・・地区外を取得しない ImportMinjiTizu2 

-No別図 ・・・別図を取得しない 

-NoMerge ・・・レイヤー毎のマージ処理なし 

-OutDir （出力フォルダー）・・・レイヤー毎にファイル出力する（デフォルトは NAV ファイル） 

-ExportShp・・・シェープファイルにして出力（-Outdir と併用する） 

-NoDlg ・・・ダイアログを開かずに実行する 

（XMLパス名）・・・ハイフンの無いものはすべて全て XMLパス名と解釈される 

例）ImportMinjiTizu -OutDir C:¥shp¥ C:¥data¥001.xml -NoDlg -ExportShp 

詳細に関しては、ヘルプをご覧ください。 

※このコマンドは「メニューにないコマンド」です。 

 

広域イメージパネルの透過色に関するコマンド追加 

「広域イメージ」パネルの「透過色」チェックボックスに関する以下の三つのコマンドを追加しました。 

 

コマンド 

Proc△Wai△（広域イメージレベル名）△TpOn・・・透過モード ON 

Proc△Wai△（広域イメージレベル名）△TpOff・・・透過モード OFF 

Proc△Wai△（広域イメージレベル名）△TpColor△#RRGGBB・・・透過色指定  

※△は半角スペース 

詳細に関しては、ヘルプをご覧ください。 

※これらのコマンドは「メニューにないコマンド」です。 

  



 

 

［属性転記（ポリゴン・アーク間）］ダイアログボックスのオプション追加 

［属性］-［オプション］-［属性転記］-［属性転記（ポリゴン・アーク間）］の［属性転記（ポリゴン・アーク間）］ダイアログボックス

にオプション「データベースリンクした値を転記する」を追加しました。 

ONの場合、転記元レイヤーで、データベースリンクのフィールドから転記する場合、リンク後の値を転記します。 

OFFの場合、転記元レイヤーで、データベースリンクのフィールドから転記する場合、リンクキー（実データ）を転記します。 

詳細については、ヘルプをご覧ください。 

 

［GoogleEarth（Googleマップ） KML ファイルエクスポート］ダイアログボックスに関するキーリストの追加 

［エクスポート］-［汎用］-［GoogleEarth（Googleマップ） KMLファイル］の［GoogleEarth（Googleマップ） KMLファイルエクス

ポート］ダイアログボックスに関するキーリストを設定できるようにしました。 

［レイヤーエキスパート］-［キーリスト］パネルで、 

キー：foldername 

値：（レイヤーのフォルダー名） 

でレイヤーのフォルダ―名を指定できるようにしました。 

［プロジェクトエキスパート］-［キーリスト］パネルで、 

キー：foldernameT 

値：（トップレベルのフォルダー名） 

でトップレベルのフォルダー名を指定できるようにしました。 

キー：foldername 

値：（ その下のフォルダー名） 

で その下のフォルダー名を指定できるようにし、 

foldername=@NoFolder とすることで、フォルダー自体をなしとするようにしました。 

FolderMode=1 とすることで、プロジェクトのフォルダー構成を再現してエクスポートするようにしました。 

 

［マルチレイヤー属性照会］ダイアログボックスの機能追加 

［属性］-［照会］-［ポリゴンマルチレイヤー属性照会］の［マルチレイヤー属性照会］ダイアログボックスで、ポリゴンにデータ

ベース型のフィールドを設定している場合に、【リレーション】ボタンからインデータベースの閲覧ができるようになりました。 

インデータベースの閲覧に関して、従来 IE を使った HTMLテーブル方式から通常のデータベースグリッドでの表示に

変更しました。 

 

PVPにおける表示領域連動プロジェクトの表示 

拡張 PVPで、表示領域連動先のプロジェクトを同一のフォルダーに置くことで、表示領域連動プロジェクトが復元されるよ

うにしました。 

※本機能を利用するには、拡張 PVPオプション（有償）が必要となります。 

 拡張 PVPオプションの詳細に関しては、以下のリンクをご覧ください。 

 https://www.mapcom.tokyo/product/ht/pvp/ 

  

https://www.mapcom.tokyo/product/ht/pvp/


 

 

［標高メッシュデータの組み立て］ダイアログボックスのオプション機能追加 

［ホーム］-［ファイル］-［新規］-［標高メッシュ］の［標高メッシュデー

タの組み立て］ダイアログボックスに、以下の機能を追加しました。 

・オプション【系の変更】ボタンを追加しました。 

 標高データが直角座標系の場合、明示的にその系を変更できます。 

・【追加】ボタンから.txt形式のファイルを選択し、取り込めるように 

しました。 

 座標系は手動で設定します。 

・ダイアログウィンドウのサイズを調整できるようにしました。 

 

［選択ベクターのレイヤー間移動・複写］ダイアログボックスの仕様変更 

［編集］-［編集］-［選択編集］-［レイヤー間移動・コピー］の［選択ベクターのレイヤー間移動・複写］ダイアログボックスのポリ

ゴンの移動時、従来元のポリゴンを残すようにしていましたが、移動時に破棄されるように変更しました。 

※ただし、対象がポリゴンのみの場合、アークは元のレイヤーに残ります。 

 

参照データベースの表示に関するキーリストの追加 

［レイヤーエキスパート］-［キーリスト］パネル及び［属性データベース設定］-［キーリスト］パネルに、 

キー：@NoMenuList 

値：1 

と設定すると、 

［データベース］-［編集］-［編集］-［フィールド結合］の［フィールドの結合］ダイアログボックス、 

［データベース］-［編集］-［編集］-［フィールド照合・転記］の［フィールド照合・転記］ダイアログボックス、 

［データベース］-［編集］-［編集］-［レコード結合］の［レコードの結合］ダイアログボックス、 

［データベース］-［編集］-［編集］-［フィールド結合］の［フィールドの結合］ダイアログボックス 

においてリストされるデータベースが非表示となるようにしました。 

 

［GoogleEarth（Googleマップ） KML ファイルエクスポート］ダイアログボックスのオプション追加 

［エクスポート］-［汎用］-［GoogleEarth（Googleマップ） KML ファイル］の［GoogleEarth（Googleマップ） KML ファイル

エクスポート］ダイアログボックスに、オプション「広域イメージをエクスポート」を追加しました。 

ONの場合、表示対象の広域イメージ全て（ただし統合広域イメージ・サイズの大きな ECW・MrSID ファイルは出力され

ません）を出力します。 

 

［スナップショット機能の設定］ダイアログボックスのオプション追加 

［拡張］-［スナップショット］-［スナップショット機能の設定］の［スナップショット機能の設定］ダイアログボックスに、オプション

「プライマリースクリーンエリアをコピーする」を追加しました。 

ONの場合、複数のモニターを使用している環境でプライマリースクリーンのみをコピーします。 

  



 

 

リボンカスタマイズの機能追加 

［ワークスペース］-［カスタマイズ］-［リボンバーカスタマイズ］の［リボンカスタマイズ］ダイアログボックスで、OKボタンク

リック時に、 

・更新して、閉じる 

・更新して、再起動 

・カスタマイズ保留を解除して更新、再起動 

から処理を選択できるようにしました。 

これにより、手動での再起動が不要となりました。 

尚、「カスタマイズ保留を解除して更新、再起動」はカスタマイズ時に「カスタマイズ保留」チェックボックスが ONの場合に

表示されます。 

 

［補間点操作］の機能追加 

［作図］-［アーク・ノード］-［補間点操作］-［補間点操作］で、以下の操作で［距離（半径値）指定］ダイアログボックスを出す

ようにしました。選択した端点からの延伸距離を指定できます。 

① 端点を選択 

② Altキーを押しながらマウスを少し動かしたところで

マウスを止める（マウスから手を離す） 

③ Altキーを離した状態で Enterキーをクリックする 

②の状態のままフリーハンドで、選択した端点からの延伸

距離をフリーハンドで設定することもできます。 

 

［システム環境設定］-［操作］パネルにアーク線幅を設定するオプション追加 

［スタート］-［システム環境設定］の［システム環境設定］-［操作］パネルに、オプション「作図、編集時のラバーバンド」を追

加しました。 

アーク追加時のラバーバンドの線幅をピクセル 96dpi換算値で設定します。 

 

  



 

 

［ツール］-［UAV コース設計］-［オプション］-［サイドラップ等を再計算］追加 

［ツール］-［UAV コース設計］-［オプション］-［サイドラップ等を再計算］を追加しました。 

コマンド「UAVCourseSL」 

を実行すると、［UAV コース サイドラップ等算出］

ダイアログボックスが開きます。 

設計したコースや作図したコースレイヤーに対し

て、サイドラップ等を再計算し、算出結果として新

規プロジェクトを作成します。 

 

  



 

 

［標高メッシュ フィルター・地形解析］に解析フィルター機能追加 

標高メッシュ：［標高］-［効果］-［フィルター・地形解析］及びベクター：［ツール］-［標高メッシュ］-［フィルター・地形解析］の

［標高メッシュ フィルター・地形解析］ダイアログボックスに、オプション「結果のデータをプロジェクトに登録」を追加しました。 

これが ONの場合は、独立した標高メッシュドキュメントを作らずに、現在のプロジェクトに新しくできたメッシュデータを追

加します。 

また、地形解析の処理手法に「ピークポイント抽出」を追加しました。 

指定の周囲 N×N メッシュより標高値が大きい位置にポイントを生成します（他の機能と異なりポイントのレイヤーを生成）。 

同様に地形解析の処理手法に 

「N×N 統計フィルター（平均値）」 

「N×N 統計フィルター（最大値）」 

「N×N 統計フィルター（最小値）」 

「N×N 統計フィルター（中央値）」 

を追加しました。 

周囲 N×N メッシュの値から統計値を求めます。 

 

［ユーザーの定義］にオプション追加 

［ワークスペース］-［カスタマイズ］-［ユーザーの定義］の［ユーザー定義 -2］ダイアログボックスに、「チェックボックス」「ラ

ジオボタン」のオプションを追加しました。関連して、「初期状態を ONにする」チェックボックスを設定しました。 

チェックボックス、ラジオボタンの初期値はコマンド：UserMenuCtrlを使って設定する必要があります。 

（次頁「ユーザーの制御コマンド追加」をご覧ください） 

ラジオボタンに関しては、ユーザー定義のリスト上で連続するものを 1つのグループとして扱います。 

 

 

  

  



 

 

ユーザーの制御コマンド追加 

ユーザーの「チェック」「イネーブル・ディスエーブル」の制御コマンド：UserMenuCtrlを追加しました。 

【書式】UserMenuCtrl△（ユーザーメニュー名）△（機能オプション） 

【引数（機能オプション）】 

CheckOn  …チェック ON状態（リボン上では「選択押下」状態）にする 

CheckOff  …チェック OFF状態にする 

CheckToggle …ON→OFF・OFF→ONに移行する 

Enable  …通常状態（使用可能状態）にする 

Disable  …ディスエーブル状態（使用不能状態）にする 

Clear  …制御情報をクリアーして初期状態に戻す 

例）ABCMenu;UserMenuCtrl△ABCMenu△CheckOn△Disable; 

・・・ユーザーメニューABCMenu を実行し、これをチェック状態かつディスエーブルにする 

 

また、以下の特別な書式を追加しました。 

UserMenuCtrl @AllClear ・・・すべての制御情報をクリアーして初期状態に戻す 

なお、これらの設定状態は（永続的ではなく）PC-MAPPINGが起動している間のみ保持されます。 

 

［領域を指定してプロジェクトの切り出し］にコマンド「PrjCut2」追加 

［プロジェクト］-［プロジェクト 2重化］-［領域指定でプロジェクトの切り出し］の［領域を指定してプロジェクトの切り出し］ダイ

アログボックスのコマンドに、従来の「PrjCut」に加え、「PrjCut2」を新設しました。 

コマンドパラメーターの指定方法を、para1からの順番でなく固定文字列による順不同の記述形式を採用しました。 

PrjCut2 

引数 

-Mode△n…領域指定方法 

-PolLayerName△"ポリゴンの存在するレイヤー名" 

-ModeSub△n…領域指定 

-Frame…図郭線を生成する 

-MaskLayer…切断領域のマスクレイヤーを生成 

-PolShpMode…ポリゴンは「包含関係のみ構造化」レイヤーに変換して切り出す 

-PolFrame…変則図郭切断を行う 

-PolMargin…指定ポリゴンにマージンを指定 

-PolMarginWidth△mm…指定するマージン幅（m） 

-Border…境界線上は含まれるとみなす 

-Pos△X1△Y1△X2△Y2…領域指定の座標（X,Yは数学的座標） 

-NoDlg…ダイアログを出さずに実行する（座標指定ない場合は、座標指定のマウストラックモードになる） 

詳しくは、［領域を指定してプロジェクトの切り出し］ダイアログボックスのヘルプを参照してください。 

 

  



 

 

［フィールドデータのベクター変換］追加 

［データベース］-［編集］-［座標データ］-［フィールドデータのベクター変換］及び［座標データフィールドからベクター生成］

ダイアログボックスを追加しました（コマンド：DbTextToVec3）。 

指定のフィールドにある文字列を、X Y X Y…の座標列としてベクターデータに変換します。 

 

［CADデータ交換標準フォーマット（SXF）インポート］にオプション追加 

［インポート］-［CAD］-［CAD データ交換標準フォーマット（SXF）］の［CADデータ交換標準フォーマット（SXF）インポート］

ダイアログボックスに、「ルールチェックの処理をスキップする」オプションを追加しました。 

ONの場合ルールチェックの処理を行わずに実行します。 

 

［空中写真撮影管理キット］機能にコマンド追加 

PC-MAPPING HT オプション製品［空中写真撮影管理キット］（※）の機能に、 

コマンド「APhotoCourseOrtho」を追加しました。 

POS-EO形式の標定ファイルを読み込み、その情報に該当する空中写真画像ファイルを簡易オルソ変換します。 

※詳しくは、https://www.mapcom.tokyo/whatsnew/seidokanri/をご覧ください。 

 

［コマンド検索］追加 

［ワークスペース］-［コマンドヘルプ］-［コマンド検索］を追加しました。 

［コマンド検索］は従来の［ワークスペース］-［コマンドバー］-［サーチ

バー］から起動する［コマンド検索・実行］ダイアログボックスを直接起動

します。 

また、入力されたキーワード（複数）でヘルプファイル内を全文検索し、

ヒットした項目もリスト化します。 

リストされた項目をダブルクリックすると、メニューの場合は、コマンドを

実行し、ヘルプファイルの場合は、そのページのヘルプファイルを開き

ます。 

詳細については［コマンド・ヘルプ内検索・実行］ダイアログボックスの

ヘルプをご覧ください。 

 

  



 

 

［直前のコマンド］追加 

［ワークスペース］-［コマンドヘルプ］-［直前のコマンド］を追加しました。 

［直前のコマンド］は実行すると［直前に使用したコマンドリスト］ダイアログボックスを開き、

直近まで実行したコマンドをリストし必要に応じて再実行します。 

 

 

 

コマンド「LoadLayer」の仕様変更 

コマンド「LoadLayer」 ：レイヤーをファイルから読み込み、プロジェクトに登録 

LoadLayer△-dir△para1△-fn△para2 

para1：フォルダー名（候補） 

para2：ファイル名（候補） 

上記の例のように、para1 と para2を併用した場合、para1で指定したフォルダーの para2 ファイルを「ファイル名」に表

示するようにしました。 

 

コマンド「LayerDispFlag」のパラメーター追加 

コマンド「LayerDispFlag」 ：指定されたレイヤーのベクター要素フィールドの「表示設定」内チェック On/Off を変更 

para4「表示チェック」で指定できる項目を、Shape{N}及び Attr{N}の代替として新たに以下の項目名でも指定できるよう

にしました。 

•線形 •端点 •フィル •点位置 •補間点 

•結合点 •方向 •シンボル •代表点 •テキストオフセット 

•パステキスト •座標 •面積 •座標（Z） •周長 

•長さ •拡張パターン •代表点に表示 •ダブリ点表示抑制 •内部 ID 

•画面回転に連動しない •ユニオン代表表示 

また、以下のコマンド文のように para4 と para5の組を連続して並べることでまとめて処理できるようにしました。 

LayerDispFlag△para1△para2△para3△para4△para5△para4△para5△para4△para5 

詳細については、ヘルプをご覧ください。 

 

［VideoSeeker］ダイアログボックスの表示仕様変更 

GPS追従（コマンド：VideoPlay2）リレーション実行時の［VideoSeeker］ダイアログボックスで、サイズ変更を行った場合

は、以降も同じウィンドウサイズで表示されるようにしました。 

また、pcm.iniに 

［VideoPlayDlg］ 
OneInstance=1 

と記述することで、複数ウィンドウを開く場合に、新たにウィンドウを開くたびに前に開いたウィンドウを閉じるようにしました。 

 

  



 

 

［最新状態を反映］追加 

［3D］-［表示］-［最新状態を反映］を追加しました。 

ベクター側で変更された状態を 3D ビュー側に反映して表示します。 

 

「ポリゴン代表点表示」キーリスト追加 

［レイヤーエキスパート］-［キーリスト］パネルに、 

キー:@PolAttrCPos 

値:2 

と入力することで、 

［レイヤーエキスパート］-［ポリゴン］パネルの「代表点に表示」

チェックボックスを ONの状態にオーバーライトして処理するよう

にしました。 

ポリゴンに中心点があって、表示範囲内にその中心点があれば

中心点位置に、無ければ表示されているポリゴン内の適当な位

置に表示されるようになります。 

また、１つのポリゴンが複数に分割されて表示されるケースでは、

それらのすべての（分割された）ポリゴンに属性が表示されるよう

にもなります。 

 

［システム］-［統合標高メッシュ］-［生成］を追加 

［システム］-［統合標高メッシュ］-［生成］を追加しました。 

従来、［標高メッシュデータの組み立て］ダイアログボックスにあった

機能を整理、移植しました。 

実行すると［統合標高メッシュファイルの生成］ダイアログボックスを

開きます。 

統合標高メッシュ生成後は標高プロジェクトとして表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

［レーザー点群密度推定、検証］追加 

［ツール］-［UAV コース設計］-［オプション］-［レーザー点群密度推定、検証］（コマンド：UAVCourseDotDensity）を追加し

ました。 

を実行すると［UAV コース レーザー点群密度推

定］ダイアログボックスを開きます。 

［UAV撮影コース設計（レーザー）］で設計した

コースや作図したコースレイヤーに対して、計測

データの点群密度を推定・検証するため、レー

ザー照射位置にポイントデータを生成し、照射角

度、距離などを算出します。 

 

 

 

 

システム環境設定に［データベース］パネル追加 

［スタート］-［システム環境設定］-［データベース］パネルを追加しまし

た。 

従来は pcm.ini 設定で行っていた「データベースウィンドウ背景配色」

を明示的に指定できるようにしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

［システム環境設定］-［ルックアンドフィール］パネルのオプション変更 

［スタート］-［システム環境設定］-［ルックアンドフィール］パネルの「スプラッシュウィンドウを表示する」オプションで、

AdobeFlash ファイルの対応を取りやめ、既存で設定されている場合は空欄になるようにしました。 

 

コマンド「InputBox」追加 

コマンド「InputBox」を追加しました。 

文字列を入力するダイアログを開き、ユーザーの入力に即してその結果を指定する次のコマンドへと引き渡します。

（HT/SP/NV/PVPEX で使用可） 

コマンド InputBox 

引数 

-Title （ダイアログのタイトル） 

-Message （ダイアログ上のプロンプト） 

-InitKey （入力文字列の初期値 あれば） 
 

-はいいいえ    ・・・はい、いいえ の 2つのボタンを表示 

-はいいいえキャンセル   ・・・はい、いいえ、キャンセル の 3つのボタンを表示 

-OKキャンセル   ・・・OK、キャンセル の 2つのボタンを表示 

-OK        ・・・OK のみのボタンを表示 

 

-FileOpen     ・・・ファイルを開くのダイアログ用ボタンを追加 

-FileSave     ・・・ファイルを保存のダイアログ用ボタンを追加 

-Filter （ファイル拡張子を指定する文字列） 

-Folder      ・・・フォルダーを選択のダイアログ用ボタンを追加 

-NewFolder     ・・・フォルダーを選択（新規フォルダ］あり）のダイアログ用ボタンを追加 

 

-NextCmd    （はい・OKボタンが押された場合、次に実行するコマンド） 

-NextCmdNo （いいえボタンが押された場合、次に実行するコマンド） 

-NextCmdCancel （キャンセルボタンが押された場合、次に実行するコマンド） 

-NextCmdAbort （【閉じる（X）】ボタンや ESCキーで終了した場合に実行するコマンド） 

※任意の文字列を設定でき、その中で、@@KEY@@ の文字列部分が入力文字列に置き換えられて実行されます。 

※-NextCmd は必須、その他はオプション 

例） 

InputBox△-Title△プロジェクト読み込み△-Message△"読み込む プロジェクトファイルを指定してください =>"△-

InitKey△"c:¥temp¥AAA.pcm"△-OKキャンセル△-FileOpen△-Filter△"PCMプロジェクト|*.pcm||"△-

NextCmd△"Open @@KEY@@" 

 

※このコマンドは「メニューにないコマンド」です。 

  



 

 

スクリプトエディターの更新 

スクリプトエディターを従来のものから、Scintilla（*）（シン

ティラ）ベースのものに変更しました。 

既存の機能は引き継がれるようにしていますが、カスタマイズ

による文字色変更等は再設定が必要となります。 

新たに、アウトライン展開、折り畳みやズームイン、ズームア

ウトに対応しました。 

AppAutomation_VBScript.chm ファイルまたは、

AppAutomation_JScript.chm ファイルが PC-MAPPING

インストールフォルダーにあれば、シフトキー押下ダブルク

リックで、マウス上の単語をキーワード検索できます。 

両方存在する場合は AppAutomation_JScript.chm ファイルが優先して表示されます。 

 

［属性転記（レイヤー間）］ダイアログボックスにオプション追加 

［属性］-［オプション］-［属性転記］-［属性転記（レイヤー間）］の［属性転

記（レイヤー間）］ダイアログボックスに「拡張モード」チェックボックスを追

加しました。 

これが ONの場合、最大値・最小値に加えて［連結］モードが追加さ

れ、これが選択された場合は、該当する属性をスペースで区切って文

字列を連結する形で転記フィールドをセットします。 

 

 

 

 

 

［クイック印刷］ダイアログボックスのオプション追加 

［印刷］-［印刷実行］-［クイック印刷］の［クイック印刷］ダイアログボック

スのオプション［フッター出力］に、「印刷範囲枠」チェックボックスを追加

しました。 

ONの場合、印刷範囲枠を描画します。 

 

 

 

 

  



 

 

コマンド「PrintQuick2」追加 

新しいコマンド「PrintQuick2」を設定しました。 

（書式） 

-Mode n : 0 = 現在の表示領域を、指定した縮尺で印刷する 

1 = 現在の表示領域を、現在のプリンターの設定用紙で印刷する 

2 = 現在の表示領域を中心として、縮尺を指定して、現在のプリンターの設定用紙で印刷する 

-Image : 「イメージにして印刷する」チェックボックス 

-Scale fffff : 縮尺の分母 

-Clipboard : クリップボードに貼り付ける 

-ImageWindow : ウィンドウを開く 

-dpi nnn : 解像度 DPI 

 

（フッター等の指定） 

-FtTitle : タイトル 

-FtDate :  日付 

-FtTime :  時刻 

-FtScale :  縮尺 

-FtComment :  コメントの描画 

-FtCommentStr （コメント文）: 

-FtScaleBar :  スケールバー 

-CompassBar :  コンパス 

-PrintFrame : 印刷範囲枠（*） 

 

-NoDlg :  ダイアログを開かずに実行する 

 

※線幅は、Pcm.iniファイルに 

［PrintQuickDlg］ 
PrintFramePenWidth=0.25 

記述することでmm単位の調整可能 

詳細については、ヘルプをご覧ください。 

 

ベクター選択状態を内部属性 DBウィンドウに自動転記する機能を追加 

ベクターウィンドウで選択処理を行った場合、選択状態がデータベースウィンドウの該当レコードに自動的に転記されるよう

になりました。 

 

［ベクターの選択状態へ自動転記］追加 

［データベース］-［選択］-［ベクターの選択状態へ自動転記］を追加しました。 

チェックボックスが ONの場合、データベースウィンドウでレコードを選択すると、ベクターウィンドウの該当ベクター要素が

選択状態になります。 

 

  



 

 

［アークから隣接ポイントへの属性転記］ダイアログボックスにオプション追加 

［属性］-［オプション］-［属性転記］-［アークから隣接ポイントへ

の属性転記］の［アークから隣接ポイントへの属性転記］ダイア

ログボックスに、以下の二つのオプションを追加しました。 

・「アーク起点側からの距離を転記する」チェックボックス 

ONの場合、転記先レイヤーのポイント内部属性に、

「LEN2」フィールドを追加し、アーク起点からの距離も転記し

ます。 

・「アーク起点側からの連番を付与する」チェックボックス 

ONの場合、転記先レイヤーのポイント内部属性に、

「ORDER」フィールドを追加し、アークごとの起点からの近接

順の連番を転記します。 

詳細については、ヘルプをご覧ください。 

 

属性付与コマンドにオプション追加 

各ベクター要素の属性付与コマンド 

AttrSetArc（［属性］-［付与］-［アーク属性付与］） 

AttrSetNode（［属性］-［付与］-［ノード属性付与］） 

AttrSetPol（［属性］-［付与］-［ポリゴン属性付与］） 

AttrSetPnt（［属性］-［付与］-［ポイント属性付与］） 

に、オプション「-Union」を追加しました。 

指示した要素がユニオンに所属する場合、他のユニオン要素にも同じ属性を付与します。 

 

［標高メッシュ フィルター・地形解析］ダイアログボックスの機能追加 

［ツール］-［標高メッシュ］-［解析フィルダー］の［標高

メッシュ フィルター・地形解析］ダイアログボックスの処

理で、 

ベクタープロジェクトに複数の標高メッシュデータが登

録されている場合、処理対象とする標高メッシュプロ

ジェクトを選択できるようにしました。 

 

  



 

 

新しいコマンド「FrameCapture」追加 

新たなコマンド「Framecapture」を追加しました。 

このコマンドは PC-MAPPINGアプリケーションウィンド

ウを静止画及び動画のキャプチャー撮影を行う機能とな

ります。 

コマンドを実行すると、［フレームキャプチャー］ダイアログボックスが現れます。 

【保存先】でパスを指定し、動画の場合、【スタート】で指定の操作画面がキャプチャーされ、【ストップ】で終了します。 

動画のキャプチャー撮影は重い処理になるので、ハイスペックのマシンが必須となります。 

一方、高解像度（4Kなど）では、キャプチャーサイズが大きくなってますます重くなるので要注意です。 

フレームレートがマシンスペック以上になった場合、コマ飛ばししてビデオを作成します。 

（再生時は高速再生のようになります） 

「字幕領域」チェックボックスが ONの場合、下部に字幕領域としてマージンを取ります。 

 

ダイアログボックスの高さ、色は、pcm.iniに以下の様に設定できます。 

［VideoRecDlg］ 

SubtitleH=（任意の高さ）・・・高さをｍｍ単位で指定 

SubtitleColor=RGB（0, 0, 0）・・・カラーを指定 

例 

SubtitleH=15.0 

SubtitleColor=RGB（0, 0, 0） 

 

その他のオプション 

・ PC-MAPPINGのメインウィンドウ、プライマリースクリーン、その他第 2、第 3 スクリーンのキャプチャーに対応 

・ FPS数を指定でき、超低速モードの 1 コマ/2秒、1 コマ/5秒、1 コマ/10秒、1 コマ/1分あり 

・ キャプチャー画像を 1/2、1/4 に縮小して出力 

・ 静止画ボタンでその時のキャプチャーを PNG ファイルに出力 

 

コマンドパラメーター 

・ FrameCapture△-Start 現在の設定でキャプチャーを開始する 

・ FrameCapture△-Stop キャプチャーを終了する 

・ FrameCapture△-Pause キャプチャーを中断する 

・ FrameCapture△-Snap 静止画キャプチャー 

・ FrameCapture△-Close 閉じる 

※このコマンドは「メニューにないコマンド」です。 

 

  



 

 

PCMにクラッシュハンドラー機能を内蔵 

従来、PcmBBox.dll での DLL形式でのブラックボックス機能に相当する機能を PC-MAPPINGアプリケーション自身

で処理するよう変更しました。 

［スタート］-［システム環境設定］-［操作 3］パネルの、 

・「再起動マネージャーのサポート」チェックボックス 

・「クラッシュハンドラーによるバックアップ機能」 チェックボックス 

・「クラッシュハンドラーによるブラックボックス機能」チェックボックス 

上記 3オプションから設定することができます。 

「再起動マネージャーのサポート」 チェックボックスが、ON 

PC-MAPPINGがエラーダウンした際に、その後自動で再起動する機能と

なります。 

この機能は PC-MAPPINGが起動してから 1分以上経っている場合に有

効となります。 

「クラッシュハンドラーによるバックアップ機能」チェックボックスが、ON 

PC-MAPPINGがエラーダウンする際に、編集後未保存のプロジェクト及

びスクリプトがあれば、（可能であれば）バックアップを保存する機能となりま

す。 

保存されるバックアップは、バックアップ指定フォルダーに「~bkk~」がファ

イル名に付加されて保存され、次回起動時に自動的に読み込まれて復元されます。 

復元したプロジェクト及びスクリプトを保存せずに閉じると、「~bkk~」付きファイルも削除されます。 

「再起動マネージャーのサポート」チェックボックスが、ON 

PC-MAPPINGがエラーダウンする際に、［診断情報］ダイアログボックスを開き、エラーダウンの診断情報を出力します。 

保存ボタンをクリックすると、ダイアログボックスに表示されている診断情報をテキストファイルとして保存できます。 

このファイルはエラーダウン時の状況把握の資料となります。 

弊社技術サポート（query@mapcom.co.jp）にお送り下さい。 

クラッシュハンドラー機能については、https://www.mapcom.tokyo/mapcomworldtopics/topics50/も併せてご確認くだ

さい。 

 

スクリプト関連の機能追加 

スクリプトエディターの「キーワードカラー」に関する機能を追加しました。 

［スクリプト］-［エディター］-［エディターのプロパティ］の［エディターのプロパ

ティ］ダイアログボックスで、文字スタイルの「キーワード」を「キーワード（構

文）」と「キーワード（オブジェクト）」に分離し、さらに、「キーワード（ユーザー

定義）」を追加しました。 

「キーワード（ユーザー定義）」は、起動フォルダー又は、-prmdir指定フォル

ダーにある"UserKeyword.txt"ファイルからキーワードを抽出して指定色で

描画します。 

"UserKeyword.txt"ファイルの書式 

/ または ' で始まる行はコメント行となっていて、その他の行にスペース、タブ、改行、区切りで任意のキーワードをリストし

ます。ただし、日本語には対応しません。 

加えて、「Keyword1.txt」「Keyword2.txt」ファイルがあれば、それらから、 「キーワード（構文）」と「キーワード（オブジェク

ト）」を設定します（デフォルトの設定を置き換えます）。 



 

 

［スクリプト］-［スクリプト］-［実行（詳細指定）］追加 

［スクリプト］-［スクリプト］-［実行（詳細指定）］を追加しました。 

実行すると［スクリプトの実行］ダイアログボックスを開き、 

関数名や引数などを指定してアクティブな編集ウィンドウまたは、（アク

ティブではないものの）ただ一つ開かれている編集ウィンドウのスクリプト

を実行します。 

 

 

 

 

 

地理院地図「自然災害伝承碑」追加 

［地理院地図］-［現在の表示領域のベクトルタイルデータを取得］-［その他］-［自然災害伝承碑］を追加しました。 

 自然災害伝承碑（すべて） 

 自然災害伝承碑（洪水） 

 自然災害伝承碑（土砂災害） 

 自然災害伝承碑（高潮） 

 自然災害伝承碑（地震） 

 自然災害伝承碑（津波） 

 自然災害伝承碑（火山災害） 

 自然災害伝承碑（その他） 

災害種別に応じた上記のメニューから選択します。 

 

［タイル形式画像背景表示設定］の機能追加 

［地理院地図］-［タイル形式画像リンクデータ］-［タイル形式画像背景表示設定］の［タイル画像 URL指定］ダイアログボッ

クスに、以下の機能を追加しました。 

・【地理院地図ラスタタイル一覧...】ボタンを追加しました。 

［地理院地図ラスタタイル一覧］ダイアログボックスを開き、一覧から

選択したものを URLやズームレベルの設定に反映します。 

・タイル名（任意）を表記できるようにしました。 

・【インポート・エクスポート】ボタンを追加しました。 

設定を xml形式ファイル（*.urlinfl）に出力、入力することができます。 

 

  



 

 

クイック印刷設定に QR コード出力オプションを追加 

［印刷］-［印刷実行］-［クイック印刷］の［クイック印刷］ダイアログ

ボックスのオプション「フッター出力」に、「QR コード（地図 URL）」

を追加しました。 

プルダウンから表示したい地図を指定すると、紙面右下隅にその

印刷範囲（中心）を表示するための URL を記述した QR コードを

印刷します。 

 

 

 

 

［ブラウザー（WebGL）で 3D ビュー］にオプション追加 

［ツール］-［標高メッシュ］-［3D表示・出力］-［ブラウザー（WebGL）

で 3Dビュー］で、新たに［3Dビュー（WebGL）HTML ファイル］ダ

イアログボックスを表示し、従来の保存先ファイルパスの指定に加

え、初期状態の高さ強調度や出力データのサイズ（解像度）（※）を

指定できるようにしました。 

（※）標高データは全体を概ね 

・256X256（標準） 

・512X512（中） 

・1024X1024（高） 

のメッシュ数（実際には縦横比で調整される）で出力されます。 

メッシュ数が大きいと、グラフィックス環境やブラウザなどによっては応答速度が著しく低下する場合があります。 

 

［GeoJSONデータへのエクスポート］にオプション追加 

［エクスポート］-［汎用］-［GeoJSONデータへのエクスポート］で、"_iconUrl" "http" "href" のキーワードが含まれる属性

は、a href=XXXX形式にして出力されますが、その際、タグ本文に関しては、［属性データベース設定］-［キーリスト］パネ

ルに、 

キー：@該当フィールド名@map 

値： （表示したいフィールド名） 

と記述することで、その （表示したいフィールド名）の内容で置き換えるようにしました。 

 

新しいコマンド「RibbonBarMinimize」追加 

新たなコマンド「RibbonBarMinimize」を追加しました。リボンバーを折りたたみ非表示にします。 

RibbonBarMinimize△0（△は半角スペース） 

でコマンドを実行することで、再びリボンバーを表示状態にします。 

※このコマンドは「メニューにないコマンド」です。 



 

 

［TIN 矩形切り取り］追加 

［編集］-［TIN］-［TIN編集］-［TIN 矩形切り取り］を追加しました。 

プロジェクトに登録されている最上位の TINデータを前景レイヤーの選択ポリゴ

ンの矩形領域で切り出します。この時、ポリゴンの形状に関係なく、その存在領域

の矩形で切り出します。 

ポリゴンに内部属性がある場合、その第 1フィールドの値が新しくできた TINのタ

イトルとなります。 

コマンド TinCutRect 

オプション 

-OutDir （フォルダーパス名）   ・・・生成された TIN をファイル保存する（タイトルがファイル名となる）。 

-FileType （ファイル種別）     ・・・保存ファイル種別（拡張子） 。xml（LandXml）と ptn のみ対応。 

-xyswap     ・・・ LandXml保存時、XY を数学座標として扱う。 

例）TinCutRect△-outdir△e:¥temp¥△-filetype△xml  

「E:¥Temp」フォルダーに、XML形式で出力します。 

詳細については、ヘルプをご覧ください。 

 

［TIN レイヤーをファイルから読み込み］の仕様変更 

［編集］-［TIN］-［ファイル］-［TIN レイヤーをファイルから読み込み］で、複数ファイルが指定された場合、従来は TIN結合

を行って取り込んでいましたが、これをファイル単位の TINデータとして取り込むように変更しました。 

 

［TIN ファイルインポート］の仕様変更 

［インポート］-［点群・TINデータ］-［TIN ファイルインポート］で、複数ファイルが指定された場合、従来は TIN結合を行っ

て取り込んでいましたが、これをファイル単位の TINデータとして取り込むように変更しました。 

 

［TIN結合（連結）］追加 

［編集］-［TIN］-［編集］-［TIN結合（連結）］及び［TIN連結処理］ダイアログボックスを追加しました。 

現在のプロジェクトに登録されている複数の TINやファイル上の TINデータに対して結合・連結処理を行います。 

なお、領域の重なりあう TINの結合には使用できません。 

詳細については、ヘルプをご覧ください。 

 

  



 

 

［断面図作成のプロパティ］ダイアログボックスにオプション追加 

複数の TIN、標高メッシュが登録されたプロジェクトの断面図生成機能として、 

［ツール］-［図上計測］-［断面図・縦断図］- ［プロパティ］の［断面図作成のプ

ロパティ］ダイアログボックスに、「複数の標高メッシュ、TINに対して同時に計測

する」チェックボックスを追加しました。 

このオプションを ON とし、リストされた標高メッシュ、TINのチェッ

クがあるデータに対して、複数の断面線を生成します。 

詳細については、ヘルプをご覧ください。 

 

 

［クイック印刷］に印刷補助整飾オプション追加 

［印刷］-［印刷実行］-［クイック印刷］の［クイック印刷］ダイアログ

ボックスに、「印刷補助整飾設定」オプションを追加しました。 

新たに専用の［印刷補助整飾設定］ウィンドウを開き、［文字列］ 

［画像］ ［印刷枠線］ ［スケールバー］ ［コンパス］などを自由に編

集、配置することができます。 

［文字列］ ［画像］は複数配置可能で、［画像］では一般の画像に

加えて、QR コードを設定表示することができます。 

［文字列］では$Title$などの予約語が使えます。 

 

［ウィンドウズプリンター印刷設定］に印刷補助整飾オプション追加 

［印刷］-［印刷設定］-［ウィンドウズプリンター印刷設定］に「印刷

補助整飾設定」オプションを追加しました。 

［ウィンドウズプリンター出力設定-2］ダイアログボックスに「補助整

飾を使います」ラジオボタンを追加し、このオプションを選択した場

合、 ［ウィンドウズプリンター出力設定-4］ダイアログボックスで

【補助整飾の設定 >>】ボタンを選択できるようになります。 

【補助整飾の設定 >>】ボタンから［印刷補助整飾設定］ウィンドウ

が開き、クイック印刷の印刷補助整飾機能と同じように編集を行え

ます。 

 …   



 

 

印刷プレビューにおけるプレビューウィンドウを一新 

印刷プレビュー機能の、プレビューウィンドウを一新しました。 

専用の印刷プレビューウィンドウを開き、 その中で、機能を使った

編集を可能にしました。 

なお、 

［SystemEnvMgr］ 
PreviewEx2=1 

で、従来の印刷プレビューウィンドウにすることも可能です。 

 

 

 

［傾斜方向ベクトルレイヤー生成］のオプション内容変更 

［ツール］-［標高メッシュ］-［段彩陰影図］-［傾斜方向ベクトルレイヤー

生成］の［傾斜方向ベクトルレイヤー生成］ダイアログボックスのベクト

ルレイヤー作成方法の項目を変更しました。 

 Prewitt法 

 Sobel法 

 隣接 4 メッシュ比較で最大傾斜 

 隣接 8 メッシュ比較で最大傾斜 

の 4種類のラジオボタンから最大傾斜を求める方法を選択します。 

詳細につきましては、ヘルプをご覧ください。 

 

最新のお知らせの受け取り機能を追加 

［スタート］-［最新版の検索］-［最新版の検索］ダイアログに、

「「最新のお知らせ」を受け取る」チェックボックスを追加しました。 

「自動的に照会して通知する」チェックボックスを ONにすると、こ

のチェックボックスが有効となります。 

ONの場合、ネットワークサーバー上の pcm.news.txt ファイル

を参照して、更新されていれば、 

主として PC-MAPPING起動後暫くしてから、そのテキストファイ

ルを開いてお知らせします。 

pcm-new メーリングリストより項目単位で逐次更新されます。 

 

  



 

 

［3Dビュー（WebGL）HTML ファイル出力］ダイアログボックスにオプション追加 

［ツール］-［標高メッシュ］-［3D表示・出力］-［ブラウザー（WebGL）で３Dビュー］の［3Dビュー（WebGL）HTML ファイル

出力］ダイアログボックスに、「最小標高値をベースにする」チェックボックス及び、「指定の標高値をベースとする」チェック

ボックスを追加しました。 

「最小標高値をベースとする」オプションは ONの時、表

示範囲内の最小標高値をベースとして出力します。 

「指定の標高値をベースとする」オプションは ONの時、

入力した標高値（m）をベースとして出力します。 

標高が高い場所を閲覧する際、視覚的に確認しやすく

するために利用する機能となります。 

詳細につきましては、ヘルプをご覧ください。 

   
OFF    「最小標高値をベースとする」ON 

 

［ポイントクラウドデータをポリゴン領域で抽出］追加 

［編集］-［ポイントクラウド］-［ポイントクラウドデータをポリゴン領域で抽出］及び［ポイントクラウド ポリゴン領域抽出］ダイ

アログボックスを追加しました。 

ポイントクラウドデータをプロジェクトに登録されている指定レイヤーのポリゴン領域で抽出し、新規レイヤーのポイントデー

タとするか、CSV ファイルに出力します。 

※CSVファイルは X,Y,Z,R,G,B,Intensity,Classの形式で出力します。 

   

詳細につきましては、ヘルプをご覧ください。 



 

 

コマンド「GMView」にオプション追加 

［ツール］-［表示領域］-［Google Eatrh］-［表示中心付近を Google Maps で閲覧］のコマンドである、コマンド「GMView」

にオプション「-NoPinCode」を追加しました。 

これがある場合、マップ上に PIN マーカーが表示されず、また縮尺に応じたズームレベルが適応されます（デフォルトで

は PIN マーカーは表示状態となります）。「-NoPinMarker 」も同じ意味となっています。 

PINマーカー 

詳細につきましては、ヘルプをご覧ください。 

また、コマンド「GMBarCode」にも同じオプションを追加しました。 

 

［ネットワーク到達解析（断水シミュレーション 2）］追加 

［ツール］-［ネットワーク］-［ネットワーク解析］-［ネットワーク到

達解析（断水シミュレーション 2）］を追加しました。 

選択アークを断水箇所とし、属性値から仕切弁、水源側ノード

を指定して、影響を受けるアーク、メーターノードを選択状態に

します。 

災害等で破損があった箇所を復旧する際に影響がある箇所を

特定するというような場合に有効です。 

コマンド Dansui2 

パラメーター 

-Field （フィールド名） ・・・ ノード内部属性で弁種を表すフィールド名 

-StopV nn1 nn2  ・・・ 仕切弁の属性値（整数） 下限～上限 

-Source nn1 nn2   ・・・ 水源側ノードの属性値（整数） 下限～上限 

-Meter nn1 nn2   ・・・ メーターノードの属性値（整数） 下限～上限 

-NoDlg   ・・・ ダイアログを開かずに実行する 

詳細につきましては、ヘルプをご覧ください。 

 

 

［キーリストの設定］ダイアログボックスのサイズ変更 

［キーリストの設定］ダイアログボックスで、ウィンドウのサイズを変更できるようにしました。 

 

  



 

 

整飾プロジェクトに背景地図の QR コードを印刷する機能を追加 

整飾プロジェクトで、その印刷範囲を地理院地図または

GoogleMapsで表示するための URLを記述した QR コードの

印刷機能を追加しました。 

整飾プロジェクト内にタイトル「@QRCode」のレイヤーがあった場

合、そのレイヤーの図郭領域に QR コードを出力します。 

QR コードは画像としてそのレイヤーの背景イメージとして出力さ

れるようになっておりますので、整飾プロジェクトの表示モードで

背景イメージを ONにしておく必要があります。 

「@QRCode」レイヤーの［レイヤーエキスパート］-［キーリスト］

パネルで、 

キー ：QRMap 

値 ：N（1~2） 

1：地理院地図への URLを記述 

2：GoogleMapsへの URL を記述 

と指定すると、指定した地図への URLを記述します。 

キー：Zoom 

値：N（5～18） 

と指定するとズームレベル（5～18）を指定できます。デフォルト

では縮尺から自動算出されます。 

 

キー ：QRLevel 

値 ：N（0~3） 

0：レベル L 7％まで訂正 

1：レベル M 15％ 

2：レベル Q 25％ 

3：レベル H 30％ 

と指定すると、誤り訂正レベルを指定できます。デフォルトでは

2 となっています。 

 

  

「QRCode」レイヤー 



 

 

HTML記法での QR コード画像表示機能を追加 

HTMLでのクイック属性照会及び HTML記法での属性表示で、 

img タグの代わりの qrcodeで src=で記述されたテキストを QR コード画像にして表記

する機能を追加しました。 

 

例） 

<qrcode src="@（写真 2）" width=100 height=100 border=1> ・・・クイック属性照会 

"<qrcode src=¥"" & {写真 2} & "¥" />" ・・・HTML記法での属性表示 

 

 

レイアウトビューに QR コード画像表示機能を追加 

HTMLでレイアウトされたフォームウィンドウに属性を表示する「レイアウ

トビュー」機能で、 

@F:QRCode(XXXXXX) 

と記述することで、レイアウトビューで QR コード画像にして表記するよう

にしました。XXXXXXはエンコードする文字列に対応させます。 

例） 

<img src="@F:QRCode(@(写真 2))" width=50 height=50 border=1> 

 

 

 

 

 

  



 

 

一般の描画に QR コード出力オプションを追加 

一般の描画で、画面表示位置にリンクする地図の URL を記

述した QR コードを描画できるようにしました。 

［プロジェクトエキスパート］-［キーリスト］パネルで、 

キー：@QRMap 

値：1 

と指定すると画面右下に画面中央位置にリンクする地理院地

図の URLを記述した QR コードを描画します。 

 

キー：@QRMap 

値：2 

と指定すると画面右下に画面中央位置にリンクする

GoogleMaps の URLを記述した QR コードを描画します。 

 

※QRMap=n は以下のように対応しています。 

1 :地理院地図 

2 :GoogleMaps 
3 :YahooMaps 
4 :MapFan 

10 :地理院地図 標準 （1 と同じ） 

11 :地理院地図 淡色 

12 :地理院地図 白地図 

13 :地理院地図 English 

14 :地理院地図 写真 

20 :GoogleMaps 地図 （2 と同じ） 

21 :GoogleMaps 航空写真 

22 :GoogleMaps 地図+航空写真 

23 :GoogleMaps 地形 

24 :GoogleMaps ストリートビュー 

30 :GoogleMaps 地図（ピンマーカーなし） 

32 :GoogleMaps 地図+航空写真（ピンマーカーなし） 

33 :GoogleMaps 地形（ピンマーカーなし） 

 

  



 

 

描画パラメーター（ポイントシンボル）に QR コード出力オプションを追加 

［プロジェクトエキスパート］-［描画パラメーター］パネルの［ポイ

ント（ノード）パターン設定］ダイアログボックスで、 

ポイントシンボルに 48X48ピクセル程度のダミービットマップを

割り当て、「キャプション」欄に「QRCode=フィールド名」と記述す

ると、ポイントシンボルとして指定フィールドの文字列を QR コー

ド化したシンボルが描画されるようになります。 

QR コードイメージのサイズはシンボル描画パラメーターのファク

ターで調整可能となります。 

 

 

画像ファイルの座標系情報に関するオプション追加 

ラスターデータの座標情報を持つワールドファイルには、座標系や測地系の情報がありませんが、「画像ファイルタイトル

名.prj」としたプロジェクトファイルが画像と同階層にある場合、ラスターデータ読み込み時に、プロジェクトの座標系・測地

系情報からセットするようにしました。 

また、pcm.ini ファイルに 

［SystemEnvMgr］ 
PrjWidthWorldFile=1 

と記述した場合に、ワールドファイル保存時に PRJ ファイルも併せて保存されるようになりました。 

 

  



 

 

シェープファイルインポートに関するオプション追加 

［インポート］-［汎用/GIS］-［シェープ］-［ArcViewシェープファイル］の

［シェープファイルインポート］ダイアログボックスに「指定の PRJ ファイ

ルを使用して設定する」オプションを追加しました。 

このオプションを ONにすると、インポートされるすべてのシェープファ

イルに対して指定のファイルを PRJファイルとして適用します。 

 

 

 

 

 

［注記 3Dビュー設定］のオプション追加 

［編集］-［編集］-［レイヤー］-［注記 3Dビュー設定］の

［注記 3DView 設定］ダイアログボックスにおいて、従

来は前景レイヤーのみ対象としていましたが、 

対象レイヤーを指定して設定できるようにしました。 

 

「2D型」描画設定において、背景の塗りつぶし設定

及び塗りつぶし色の指定を追加しました。 

 

また、［3D］タブにも同じコマンドを設定し、3D表示時

にも設定・変更できるようにしました。 

 

 

［タイル形式画像を広域イメージに登録］追加 

［地理院地図］-［タイル形式画像リンクデータ］-［タイル

形式画像を広域イメージに登録］を追加しました。 

実行すると［タイル画像を広域イメージに登録］ダイアロ

グボックスを開き、地理院タイルと同様の URL形式の

画像ファイル群をダウンロードして広域イメージに登録

します。 

その際、指定のポリゴンの領域のみを切り出す「指定レ

イヤーの選択ポリゴン範囲をダウンロードする」オプ

ションも併せて追加しました。 

詳細につきましては、ヘルプをご覧ください。 

 

  



 

 

整飾プロジェクトに位置図作成機能を追加（［矩形ポリゴン指定による連続印刷］に対応） 

広域な図面をあらかじめ作成したポリゴンをメッシュとして印刷する場合、［矩形ポリゴン指定による連続印刷］を利用しま

すが、関連機能として、メッシュ内のいずれが印刷されたメッシュかを着色強調表示する位置図を作成する機能を追加しま

した。 

整飾プロジェクトに固定名称「@位置図」レイヤーを登録すると、その図郭内に印刷対象メッシュ枠を表示します。 

 

詳細につきましては、下記ヒント集をご覧ください。 

【PC-MAPPING ヒント集】 

矩形メッシュ印刷での整飾プロジェクトの「位置図」 
https://www.mapcom.co.jp/support/hint/print/hint2.htm 

 

  



 

 

サーチバーにヘルプ内文字列検索機能を統合 

サーチバー（コマンド検索）を「コマンド・ヘルプ内検索」として、［ヘルプ内

検索］機能を統合し、検索ヒットした項目からヘルプファイルを開けるように

しました。 

最新の pcm.chm（ヘルプファイル）が存在していることが必須となります。 

 

 

 

 

 

 

マルチプロジェクト印刷に関する機能追加 

マルチプロジェクト印刷処理に関して、通常は対象プロジェクトを表示領域連動した状態で設定、実行されますが、表示領

域連動せずに、（マスターでない）追従側プロジェクトで印刷プレビュー状態であれば、その印刷枠の中心に合わせてはめ

込む機能を追加しました。 

これにより、追従側プロジェクトでは任意の位置、縮尺ではめ込み印刷が可能となります。 

 

マルチプロジェクト印刷機能の詳細につきましては、以下のリンクをご覧ください。 

マルチプロジェクト印刷 

https://www.mapcom.tokyo/galleries/pickup_3/ 

 

  



 

 

ini ファイルの文字コードの変更 

ini ファイルには作業上の様々な情報が格納され再利用されていますが、通常は SJIS コードで記述されます。 

そのため、Unicodeにあって SJISにない文字種は管理できず、再利用に失敗する可能性があります。 

Ini ファイル に  

［Profile］ 
UTF16=1 

の記述があれば、起動時に ini ファイルを UTF16（Unicode）に変換します。 

現在の文字コード状況に関しては、メモ帳等で ini ファイルを開いて確認できます。 

 

［地殻変動による座標・標高補正］対象追加 

［プロジェクト］-［変換］-［地殻変動による

座標・標高補正］で、プロジェクトに登録さ

れているポイントクラウドデータも変換の

対象としました。 

この時、もとの変換したポイントクラウド

データは、ファイル名に「_PatchJGD」を

付加した新たなファイルとして保存され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

［ラスターオペレーション］追加 

［システム］-［画像］-［ラスターオペレーション］（コマンド:RasterOperation）を追加しました。 

実行すると［画像オペレーション］ダイアログボックス

を開き、1つもしくは 2つ、最大 3つまでの画像とそ

のバンドを指定して各ピクセルの演算結果を別の画

像ファイルに出力します。 

演算の指定は計算フィールドの指定と類似したもの

となっており、例えば 

（［A］ + ［B］） / 2 

で２つの指定バンドの平均となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 +   /2 

1バンドは 8ビット（0～255） と 32ビット（単精度実数）としており、 

8ビットの場合は最大 4バンド、すなわち 8ビットカラー、24ビットカラー、

32ビットカラーから選択が可能です。 

また、出力画像も 8ビットカラーと 32ビットカラー（単精度実数形式で格

納）に対応しております。 

 

 

 

 

 

  



 

 

［ラスターオーバーレイ］追加 

［システム］-［画像］-［ラスターオーバーレイ］（コマンド:RasterOverlay）を追加しました。 

実行すると［画像オペレーション合成］ダイアログボックスを開き、2つもしくは 3つの画像間で乗算ブレンドによる画像合成

を行います。 

 

 +  

 

 

  



 

 

［32ビット数値化画像のパレット設定］追加 

［イメージ］-［変換］-［カラー変換］-［32 ビット数値化画像の

パレット設定］を追加しました。 

ラスター演算その他で作成された 32ビット数値化画像に、

その値に応じて改めて色を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ➡  

 

  



 

 

ADOによる mdb Accdb ファイル出力 

ADO を使ってデータベースをmdb accdb ファイルに出力する際、 

pcm.ini ファイルに 

［SystemEnvMgr］ 
ADOBulkCsv=1 

があるか、 

出力対象のデータベースの［属性データベース設定］-［キーリスト］パネルに、 

キー：@BULKCSV 

値：1 

の記述がある場合は、 

データの実体は CSVファイルの出入力で行い、処理の高速化を図るようにしました。 

 

ADOBulkCsv=2 

または 

@BULKCSV = 2 

の記述 で、UTF8 の CSVを経由するようにしました（UNICODE にしかない文字種に対応）。 

 

［ポリゴン重複箇所抽出］追加 

［編集］-［ポリゴン］-［オーバーレイ］-［ポリゴン重複箇所抽出］を追加しました。 

同一レイヤー内でのポリゴン重複箇所を抽出し、新規レイヤーを作成、重複箇所を強調表示、重複属性連結転記などを行

います。 

➡ 

 

 



 

 

［フィールド分解］追加 

［データベース］-［編集］-［編集］-［フィールド分解］を追加しました。 

１つのフィールドデータに対し、セパレータ記号を指定して、複数のフィールドに分解します。 

  

 

 

正規化手法に関する機能更新 

［編集］-［編集］-［正規化］-［正規化座標変換］の［正規

化・座標変換］ダイアログボックス内、及び［イメージ］-［正

規化（基準点）］-［正規化］の［正規化］ダイアログボックス

内の「正規化・座標変換 手法」の「疑似アフィン変換（4

点）」を「疑似アフィン変換（4点）最小二乗法（5点）以上」

に変更しました。 

5点以上の基準点がある場合は、最小二乗法で算出され

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

［背景イメージ、ピクチャー補正モード］変換手法追加 

［編集］-［編集］-［背景イメージ］-［背景イメージ、ピクチャー補正

モード］の、変換手法に 

・疑似アフィン変換 

・射影変換 

を追加しました。 

 

補正用アークが 5本以上で、それぞれの最小二乗法で算出され

ます。 

 

［編集］-［ポイントクラウド］-［ポリゴン抽出］ 出力形式追加 

［編集］-［ポイントクラウド］-［ポリゴン抽出］に LAS

ファイル出力機能を追加しました。 

LAS Ver1.2 Format2で出力されます。 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

［ブックマーク］オプション追加 

［画面表示］-［ブックマーク］-［ブックマークの追加］の［ブックマーク

の追加］ダイアログボックスに「（領域ではなく）位置と表示縮尺を記録

する」チェックボックスを追加しました。 

ONの場合、追加時点のビューの縮尺を記録します。 

ブックマーク実効時は、表示領域ではなく、中心位置と表示縮尺が復

元されます。 

   
ブックマーク追加時時 

元プロジェクト 

 

ウィンドウサイズを変え 

OFFのブックマーク 

表示領域を再現 

ウィンドウサイズを超え 

ONのブックマークを実行 

表示縮尺を再現 

以下トピックスもご参照ください。 

https://www.mapcom.tokyo/mapcomworldtopics/topics59/  

 

 

オートメーション Pcm.PcmAutoPcmDbClass 機能追加 

オートメーション 

Pcm.PcmAutoPcmDbClassに 

BOOL DoSchemaConvert(LPCTSTR lpSchemaPath, LONG nFlags) lpSchemaPath 

: スキーマファイルのパス名 nFlags : 将来予約 ０を指定 

 スキーマファイルを使ってデータベースを変換する 

 

LONG FieldCharToNumber(LONG nFlags) 

nFlags : 将来予約 ０を指定 

数値とみなされる文字型フィールドを数値型に変換する戻り値：変換されたフィールド数 

 

を追加しました。 

 

https://www.mapcom.tokyo/mapcomworldtopics/topics59/

