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PlugX-数値地図Reader25000Proをお買い上げ頂きありがとうございました。
本プラグインを利用することによって、国土地理院の数値地図25000（空間データ基盤）をAdobe®
Illustrator®に読み込んで、地図制作の素材として活用することが可能になります。数値地図25000は国土
地理院の地形図を印刷するためのデータから作られたもので、グラフィック制作に十分耐えうる高精度の
地図データです。
本プラグインは単に数値地図のベクトルデータをそのままの形で読み込むのではなく、詳細なレイヤー分
け、パスの連結、ベジェ曲線化（Illustrator®9以降で対応）などを行って、使いやすいIllustrator®地図素
材データに自動的に加工します。本Pro版ではさらに道路の2条線表現や経緯度線の作成などを自動化し、
本格的地図の制作工程を大幅に省力化することが可能になりました。
（本ソフトウェアには数値地図のデータは含まれていませんので、別途ご購入下さい）
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1. インストールと登録
Ⅰ．インストール
Macintosh版、Windows版とも、インストーラーからプラグインをセットアップします。

Ⅰ− １．Macintosh版
インストーラー(Setup.exe)をクリックして起動します。
お使いのIllustrator®バージョンと合ったものを選択し、インストールボタンをクリックします。

Illustrator®フォルダ配下の「プラグイン」または「Plug-ins」フォルダを指定して下さい。

例）Macintosh HD:アプリケーション:Adobe Illustrator 9.0.2:プラグイン
指定したプラグインフォルダ配下に“PlugX-GSI25000Pro”フォルダが自動作成されます。
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Ⅰ− ２．Windows版
インストーラー(PlugX-数値地図Reader25000Pro_Setup.exe)をクリックして起動します。
お使いのIllustrator®バージョンと合ったものを選択し、使用しないものは“×”マークにします。

「インストール先」を変更しない場合は、プラグインフォルダ配下に“PlugX-GSI25000Pro-AIXX”フォル
ダが自動作成され、そこにインストールします。
例）C:\Program Files\Adobe\Illustrator CS\プラグイン\PlugX-GSI25000Pro-AIXX\
もし、Illustrator®を他の場所にインストールしている場合は、「プラグイン」または「Plug-ins」フ
ォルダを指定して下さい。

PlugX 数値地図Reader25000 ユーザーズガイド

4

Copyrights ©2005 株式会社地理情報開発 All Rights Reserved.

Ⅱ．アンインストール
Ⅱ－1

Macintosh版

①Finderを使用し、プラグインをインストールしたIllustrator®フォルダ配下の「プラグイン」
または「Plug-ins」フォルダ配下を参照します。
②インストールを実行した時に、指定したプラグインフォルダ配下に“PlugX-GSI25000Pro-AIXX”
フォルダが作成されていますので、これを削除します。

Ⅱ－２

Windows版

①インストール時に使用したインストーラーを起動します。
②下のメニューが起動されます。もし、全てのバージョンがインストールされていない場合、
自動で更新インストールが実行される場合がありますので、もう一度インストーラーを起動し
てください。

「削除」を選択して、
「次へ」ボタンをクリックします。次の画面で、
「削除」ボタンをクリックして完
了です。
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Ⅲ.

ライセンス情報の登録

インストールが終わったら、Illustrator®を起動します。初回起動時に次のようなライセンス確認ダイアロ
グが表示されます。シリアル番号はユーザ登録カードをご参照の上入力して下さい。正しくライセンスが
確認されるとIllustrator®が正常に起動します。「キャンセル」ボタンを押すと、Illustrator®は起動します
が本プラグインはまだ動作しません。
一旦登録が完了すると、以降はこのダイアログボックスは表示されません。
入力した登録情報は、Illustrator®の次のメニューから「PlugX-GSI25000Pro.aip」を選択して詳細を表示
すると、いつでも確認することができます。
Windows版：
「ヘルプ」－「プラグインについて…」
Macintosh版（Mac OS X上のIllustrator®10）：「Illustrator」－「プラグインについて...」
Macintosh版（上記を除く場合）
：アップルメニュー内の「プラグインについて...」

初回起動時ライセンス確認ダイアログ
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2. 数値地図データの準備
数値地図25000のCD-ROMに収録されている地図データは、圧縮形式になっています。本プラグインを使
用して読み込むためには、まず数値地図に付属している解凍ソフトを使用してXML形式に解凍します。
●数値地図に付属の解凍ソフトはWindows上でのみ動作します。本プラグインのMacintosh版を使用する場合、解凍は
他のWindowsマシンで行っておくか、もしくは、弊社ホームページからMacintosh用の解凍用ソフト「解凍Mac25000」
（無償）をダウンロードしてこれを使用し、解凍する必要があります。
●平成14年6月1日刊行分までの数値地図添付解凍ソフトにバグがあったことが報告されています。国土地理院Webサ
イトの「訂正情報」ページで修正版をダウンロードできますのでご利用下さい。

（国土地理院Webサイト http://www.gsi.go.jp/）
解凍ソフト（Decode.exe）の詳しい操作手順は、数値地図CD-ROM付属のマニュアルをご覧下さい。本ユ
ーザーズガイドでは、プラグインでの数値地図読み込みに関係する事項を説明します。

１

地物選択

解凍ソフトの「地物選択」ウィンドウでは、
「メッシュ標高」だけ選択を解除して下さい。
「メッシュ標高」
を選択すると、一般地物のXMLファイルとは別に、メッシュ標高データのみを収録したXMLファイルが生
成されますが、このファイルは本プラグインでは使用しません。

チェックを外す

２

出力ファイル

解凍ソフトの「出力ファイル」ウィンドウでは、
・

出力ファイル単位：統合ファイル

・

DTDファイル：コピーしない

・

文字コードセット：シフトJIS

を選択して下さい。以上のオプションを選択すると、出力フォルダ内には市区町村ごとに1つのXMLフ
ァイルが生成されます。
●本プラグインのWindows版では、文字コードセットでUnicode(UTF-8)を選択して解凍しても読み込むことが可能で
す。ただし、処理時間はシフトJISのほうが速くなりますので、シフトJISで解凍することをお勧めします。
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1つの市区町村の地図データだけを読み込む場合、以上で準備は完了です。
複数の市区町村の地図データを同時に（＝1つのアートワーク上に）読み込む場合、生成された全てのXML
ファイルをまとめて1つのフォルダ内に格納して下さい。
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3. 読み込み実行

１

プラグインの起動

本プラグインを起動するには、Illustrator®のメニュー
「ファイル」－「数値地図Reader25000Pro...」
を選択します。

２

数値地図フォルダの指定

まず最初に数値地図XMLファイルを格納したフォル
ダを指定します。複数の市区町村を同時に読み込む場
合は、指定するフォルダに全てのXMLファイルが入っ
ている必要があります。

３

読み込み設定

XMLファイルのフォルダを指定すると、設
定ダイアログが現れます。
このダイアログで読み込みのための各種設
定を行います。
読み込み対象市区町村の選択
左側のリストには、指定したフォルダ内に
存在する数値地図XMLファイル（市区町村）
の一覧が表示されます。
この中から、実際に読み込みたい市区町村
をクリックして選択し、「追加>>」ボタン
を押すと右側の読み込み対象リストに入り

●ShiftキーまたはCtrlキーを押しながらクリ
ックすると、複数の市区町村を同時に選択す
ることができます。

ます。読み込みを取り消したい場合は、右
側のリストで選択し「<<取消」キーを押し
ます。一度に30市区町村までを読み込むこ
とができます。
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緯度経度範囲の確認
読み込み対象市区町村を追加すると、その範囲の
緯度経度範囲と推奨UTM座標帯が表示されます。
「緯度経度範囲」
読み込み対象の市区町村をすべて含む緯度経度範
囲です。選択した範囲があまりに広いと、
Illustrator®のアートボード限界を超える場合が
経度範囲

ありますのでご注意下さい。
「推奨UTM座標帯」
読み込み範囲の中心点が属するユニバーサル横メ

緯度範囲

ルカトル図法の座標帯です。UTM図法で読み込む
場合、通常はここに表示される座標帯を指定すれ
ば最も全体の歪みが少なくなります。

●複数市区町村の読み込みでは、それぞれの市区
町村は正しい相対位置に配置されます。表示され
る緯度経度範囲は、右図に示すような範囲となり
ます。
●本プラグインで読み込んだ地図データは、その
ままの状態が縮尺1/25,000となります。
●UTM図法＝ユニバーサル横メルカトル図法は、
国土地理院の1/25,000地形図などで使用されて
いる図法です。地球を緯度で60の座標帯に区切っ
て投影します。

読み込みオプションの設定
けを自動で行います。
このオプションをチェック
しておくと、実際には使用されなかった（＝該当
するオブジェクトがなかった）
レイヤーを自動で
「パスをベジェ曲線化」

削除し、レイヤー数を減らすことができます。

読み込んだ線のデータがベジェ曲線に変換されま

逆にこのオプションをオフにしたほうがよいの

す。数値地図の線データは非常に細かい折れ線に

は、例えば別々に読み込んだ市区町村を1つのア

なっており、チェックを外すと元の折れ線のまま

ートワーク上にレイアウトするような場合です。

で読み込まれます。なお、ベジェ曲線化の機能は

このオプションがオフならば、
中に含まれる要素

Illustrator®9以降で使用できます。

にかかわらず全く同じレイヤーが作成されます

●Illustrator®8と9以降のバージョンを両方お持ちで、
編集にはIllustrator®8をご利用になる場合、数値地図読
み込みはバージョン9以降を使用してベジェ曲線化し、
Illustrator®8形式で保存してご利用になることをお勧
めします。

ので、コピー＆ペーストで1図面にまとめる際
に、
レイヤーの順序が狂ったりすることがありま
せん。
「上が真北になるよう回転」

「空のレイヤーを削除」

読み込む地図の範囲の中心点から垂直上方が真

読み込んだ結果、何もオブジェクトが入らなかっ

北と一致するように方位を調節します。
いわゆる

たレイヤーが削除されます。本プラグインではオ

「上が北」になった地図を作るには、このオプシ

ブジェクトの種類ごとに非常に詳細なレイヤー分

ョンをチェックしておきます。オフにした場合、
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（投影法の座標軸）

地図は指定した投影法の座標軸に対して水平・垂直
に配置されます（右図を参照）
。なお、投影の性質
上、正距円筒図法の場合はオン・オフどちらでも同
じになります。
「道路等を2条線化」

（青線は経緯度線）

このオプションを指定すると、道路などに2条線表
現を使用した図式で読み込むことができます。
オプ
ションをオフにすると、道路などは1本の線として

「上が真北になるよう回転」
オンの場合

読み込まれます。
制作する地図のデザインによって
使いやすいほうを選択して下さい。

「上が真北になるよう回転」
オフの場合

2条線化しない図式

2条線化した図式

「記号を孤立点パスとして読み込む」
ii)「散布ブラシオプションダイアログ」が現れるので、
適当な名称をつけて「OK」ボタンを押すと、作成した
ブラシがパレットに登録されます。

このオプションは、自分でデザインした記号を配
置するためのものです。これがオフになっている
と、注記に対応する記号はすべて単純な黒丸の指
示点になります。オンにするとこの指示点は作ら
れず、その位置にただ1つだけのアンカーポイン
トを持ったパス（いわゆる孤立点）が生成されま
す。
この孤立点は、Illustrator®の画面表示が通常の
「プレビュー」
の状態では見えませんが、
「アウト
ライン」表示にすると確認できます。
これを利用して自作の記号を配置する方法を、郵

iii)記号を配置したいレイヤー以外をロックします。次
に、メニューコマンドで孤立点をすべて選択します。
Illustrator®8/9:[編集]-[選択]-[孤立点」
Illustrator®10:[選択]-[オブジェクト]-[余分なポイント]

便局を例にしてご説明します（数値地図は読み込
んであるものとします）
。
i)記号のデザインを作成して選択し、ブラシパレットに
ドラッグします。新規ブラシの種類を指定するダイアロ
グで「散布ブラシ」を選択します。
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この操作で、郵便局記号に相当する孤立点パスがすべ
て選択されます。

リストの中から適切な座標系を選択します。
●日本の地図投影法については、日本地図センター
発行の『地理情報データハンドブック』などに詳し
く解説されています。
参照URL：http://www.jmc.or.jp/

読み込みを実行すると、選択した投影法に従っ
iv)この状態のまま、さきほどブラシパレットに作成し
ておいたブラシをクリックします。以上の操作で、選
択された孤立点パスの位置すべてに自作の郵便局記号
が配置されます。

て座標値の線が生成されます。
UTM図法または正距円筒図法を選択:
日本測地系及び世界測地系の経緯度線
平面直角座標系を選択:
経緯度線及び平面直角座標系の1kmメッシュ
線（それぞれ日本測地系と世界測地系）

●配置した記号のデザインを変更したい場合は、
新たな記号を作成してAltキーを押しながらブラ
シパレットの元の記号の上にドラッグします。す
べての記号のデザインを一斉に変更することがで
きます。
●この方法で配置した記号は、そのままでは個別
に回転や拡大縮小させることができません。その
ような場合は、メニューから
[オブジェクト]-[分割・拡張]
または
[オブジェクト]-[アピアランスを分割]
を実行して、散布ブラシから通常のオブジェクト
に変換します。

●平面直角座標系を選択した場合、上図のように4
種類の線が生成されます。

読み込み後の測地系選択

以上ご説明した設定がすべて終了したら、
「OK」
ボタンを押して読み込みを実行します。

地図投影計算において世界測地系と日本測地系

なおIllustartor®10の場合は、プログラムの内部

のどちらを使用するかを設定します。1/25,000

動作の違いにより他のバージョンを使用する場

程度の縮尺精度では、
読み込み範囲が極端に広く

合と比べて若干読み込み時間がかかります。

なければ、
地物の相対位置と形状に関してはどち

画面の再表示が何度か繰り返されますが、終了ダ

らの測地系を用いても微小な差しか生じません

イアログボックスが表示されるまでそのままし

ので、通常は「世界測地系」を選択しておけば大

ばらくお待ち下さい。

丈夫です。
●測地系に関する詳細は、国土地理院のWebサイト
（http://www.gsi.go.jp/）などをご参照下さい。

投影法と座標帯／座標系選択
地図投影法を「UTM図法」「平面直角座標系」
「正距円筒図法」の中から選択します。
UTM図法の場合は、通常「推奨UTM座標帯」で
表示された座標帯を選択すると歪みがもっとも
読み込み終了ダイアログボックス

少なくなります。平面直角座標系の場合、地域に
よって使用すべき座標系が決まっていますので、

PlugX 数値地図Reader25000 ユーザーズガイド
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4 データフレーム
数値地図を読み込むと、ドキュメント中央に次のようなテキストオブジェクトがひとつ現れます。

これは、測地系や投影法、中心位置の座標などを記録しているものです。「PlugX-Shape DataFrame」という
レイヤーに配置されています。
このデータフレームがあることにより、あとから位置を合わせて数値地図を追加読み込みする場合に、
投影法や座標系などを再度設定することなく、読み込む事が可能になります。
また、同様に、Shapeファイルや座標付きCSVファイルを読み込む際にも、再設定の必要がないため、容易に
データを読み込めます。
※数値地図を追加読み込みした場合、追加されたデータのレイヤーは、既存レイヤーの最下位に追加されます。
※Shapeファイルや座標付きCVSファイルを読み込むには、PlugXシリーズ『PlugX-Shape』をご利用ください。

このデータフレームのテキストを単独で移動してしまうと、設定が狂ってしまいますので、ご注意下さい。
なお、非表示にしても、問題はありません。
また、地図データを追加で読み込むようなことがなければ、削除してしまっても構いません

5

座標マーカー

データフレームのほかに、Illustrator®上の位置を示すものとして座標マーカーが生成されます。
これは、Illustrator®上に入力されたオブジェクトを、座標付きテキストファイルやGISデータ（Shape形式）
として書き出す際に利用されます。
※データを書き出すには、PlugXシリーズ『PlugX-Shape』をご利用ください。

座標マーカーの書式は
（緯度の度）/（緯度の分）/（緯度の秒）&（経度の度）/（経度の分）/（経度の秒）
または
（X座標 m）&（Y座標 m）
※「/」、
「&」は半角文字

となっています。
これらは、Illustrator®の標準的なテキストオブジェクトです。
テキストオブジェクトの原点である、アンカーポイント位置が、読み込んだ数値地図の四隅の点と対応してい
ます。

PlugX 数値地図Reader25000 ユーザーズガイド
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４. 読み込んだ数値地図を活用する

本プラグインで読み込んだ数値地図は、まったく通常のIllustrator®アートワークとして扱えますので、自
由自在にデザイン加工することができます。この章では、知っておいたほうがよいポイントをいくつかご
紹介します。
１

水域の扱い

本プラグインでは、川や湖沼など水域の自動塗りつぶし設定は行
いません。これは、数値地図25000に水域の範囲を示す情報が含ま
れていないためです。
そのため、適宜Illustrator®の[オブジェクト]-[パス]-[連結]
コマンドを使用して「水涯線」レイヤーのパスをつなぎ、塗りを
設定してください。
また、二条河川（地形図上1本の線ではなく、塗りつぶしで表現さ
河川中心線と水涯線

れている河川）においては、右図のように相対する「水涯線」と、

中央を通る河川中心線（「二条河川」レイヤー）の2種類のパスが生成されます。
塗りつぶしを行う場合は「二条河川」レイヤーは必要ありません。
また、アートワークを小さく縮小して使用するような場合、逆に「水涯線」を使わず「二条河川」レイ
ヤーの中心線だけを使うこともできます。

２

真幅道路

数値地図のデータには「真幅道路」という区分があります。これは地
形図の標準道路幅区分（記号道路）では表現しきれない場合に用いら
れています。例えば25mを越える幅員の道路や、連続的に幅員が変わ
る部分などです。
真幅道路の実際の幅員の情報は数値地図25000には含まれていないた
め、本プラグインでは便宜的に5.5～13m幅員の道路と同じ線幅を設定
しています。

３

この高速の分岐部分は数値地図では
「真幅道路」になっています。実際の
道路はなめらかに幅員が変化してい
ます。

上下関係＜重要！＞

数値地図25000には、地物の上下関係を示す情報は「トンネルか否か」
「橋
か否か」という程度しか含まれていません。本プラグインでは、地物の種
類から極力正しい上下関係が再現されるようにレイヤー分けを工夫してい
ますが、100%正しくはありません。例えば右図の高速道路ジャンクショ
ンにおいて、本線とクロスするランプウェイのうち一方は、実際には本線
の上をまたいでいます。このような細部の正しい上下関係は、印刷された
地 形 図 を 参 照 す る か 、 国 土地 理 院 Webサ イ ト の 地 形 図 閲 覧 サ ー ビ ス
（http://mapbrowse.gsi.go.jp/）で1/25,000地形図を閲覧するなどして確認
することができます。

PlugX 数値地図Reader25000 ユーザーズガイド
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４

飛び地

日本の市区町村には、意外に多くの飛び地が存在します。数値地図
25000では厳密に該当市区町村のデータしか含まないようになってい
ますので、飛び地がある場合右図のように「穴」となります。
このような地域で「穴」のない地図を作る場合、「穴」に該当する市区
町村の地図データを同時に読み込む必要があります。
飛び地による「穴」

４

地物の分類

世の中100%完全を望んでも大抵はないものねだりに終わります。数値
地図25000のデータ分類もまた完全ではありません。右図は首都高速道
路の一部分ですが、左側は「高速道路」、右側は「一般有料道路」の分
類になっています。このような不整合は、地形図の図式表現が原因とな
っている場合もあれば、有料道路が無料になっているなど単純なデータ
化ミスと思われる場合もあります。
一般に、地図の校正作業はその地域に関する雑学知識を総動員して行い
ますが、数値地図を利用する場合にも同様の知識は有用だと言えるでし

不可解な分類？

ょう。

５

国土地理院の承認手続きについて

地形図や数値地図など（これらを「測量成果」と言います）を利用して出版物やWeb用画像を制作する場
合、国土地理院の承認手続きが必要な場合があります。市販の地図帳やガイドブックに挿入されているよ
うなデザイン化された地図を作る場合、一般に測量法第29条または第30条に基づく手続きが必要となりま
す。費用はかかりません。本ユーザーズガイドの巻末に第30条の場合の申請書と記入例をつけましたので、
ご利用下さい。
また、利用方法による手続きの違いや、申請書類の提出先等詳細については、国土地理院のWebサイト
（http://www.gsi.go.jp/）で「測量成果の複製・使用承認」のページをご参照下さい。電話や電子メールで
問い合わせることも可能です。

PlugX 数値地図Reader25000 ユーザーズガイド
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５．付録

レイヤー構成
本プラグインで数値地図を読み込
むと、次のようなレイヤーが生成
されます。
●「空のレイヤーを削除」オプション
をチェックした場合、中に入るオブジ
ェクトがなかったレイヤーは自動的に
削除されます。
●このレイヤー構成は改良のため予告
なく変更する場合があります。

「道路等を2条線化」しない場合
水準点
三角点
電子基準点
国の機関
地方公共団体
厚生機関
警察機関
消防署
学校
病院
郵便局
自然地名
土地の利用景
居住地名
都道府県名
北海道の支庁名
郡市・東京都の区名
町村・指定都市の区名
一般道路名
国道番号
高速道路名
JR路線名
一般私鉄路線名
路面鉄道路線名
地下鉄路線名
その他鉄道路線名
JR駅名
一般私鉄駅名
路面鉄道駅名
地下鉄駅名
その他鉄道駅名
境界/都道府県
境界/北海道支庁
境界/郡市東京都の区
境界/町村政令指定市区
境界/大字町丁目
境界/小字
未定境界/都道府県

PlugX 数値地図Reader25000 ユーザーズガイド

未定境界/北海道支庁
未定境界/郡市東京都の区
未定境界/町村政令指定市区
未定境界/大字町丁目
未定境界/小字
駅/地下鉄
地下鉄
駅/地下鉄建設
地下鉄/建設
TN/一条河川
TN/二条河川
TN/高速坑口記号
TN/高速3m
TN/高速5.5m
TN/高速13m
TN/高速真幅
TN/鉄道坑口記号
TN/JR
TN/一般鉄道
TN/路面鉄道
TN/その他鉄道
TN/JR建設
TN/一般鉄道建設
TN/路面鉄道建設
TN/その他鉄道
TN/一般道坑口記号
橋内部/高速3m
橋内部/高速5.5m
橋内部/高速13m
橋内部/高速真幅
橋ククリ/高速3m
橋ククリ/高速5.5m
橋ククリ/高速13m
橋ククリ/高速真幅
橋/JR
橋/一般鉄道
橋/路面鉄道
橋/その他鉄道
橋/JR建設
橋/一般鉄道建設
橋/路面鉄道/建設
橋/その他鉄道
橋内部/国道有料3m
橋内部/国道有料5.5m
橋内部/国道有料13m
橋内部/国道有料真幅
橋内部/国道1.5m未満
橋内部/国道1.5m
橋内部/国道3m
橋内部/国道5.5m
橋内部/国道13m
橋内部/国道真幅
橋内部/一般道有料3m
橋内部/一般道有料5.5m
橋内部/一般道有料13m

16

橋内部/一般道有料真幅
橋内部/一般道
橋内部/一般道1.5m
橋内部/一般道3m
橋内部/一般道5.5m
橋内部/一般道13m
橋内部/一般道真幅
橋内部/高速建設3m
橋内部/高速建設5.5m
橋内部/高速建設13m
橋内部/高速建設真幅
橋ククリ/高速建設3m
橋ククリ/高速建設5.5m
橋ククリ/高速建設13m
橋ククリ/高速建設真幅
橋内部/庭園路5.5m未満
橋内部/庭園路5.5m
橋内部/庭園路13m
橋内部/庭園路真幅
橋内部/国道有料建設3m
橋内部/国道有料建設5.5m
橋内部/国道有料建設13m
橋内部/国道有料建設真幅
橋内部/国道有料建設3m
橋内部/国道有料建設5.5m
橋内部/国道有料建設13m
橋内部/国道有料建設真幅
橋内部/一般道有料建設3m
橋内部/一般道有料建設5.5m
橋内部/一般道有料建設13m
橋内部/一般道有料建設真幅
橋内部/一般道建設3m
橋内部/一般道建設5.5m
橋内部/一般道建設13m
橋内部/一般道建設真幅
橋ククリ/国道有料3m
橋ククリ/国道有料5.5m
橋ククリ/国道有料13m
橋ククリ/国道有料真幅
橋ククリ/国道1.5m未満
橋ククリ/国道1.5m
橋ククリ/国道3m
橋ククリ/国道5.5m
橋ククリ/国道13m
橋ククリ/国道真幅
橋ククリ/一般道有料3m
橋ククリ/一般道有料5.5m
橋ククリ/一般道有料13m
橋ククリ/一般道有料真幅
橋ククリ/一般道
橋ククリ/一般道1.5m
橋ククリ/一般道3m
橋ククリ/一般道5.5m
橋ククリ/一般道13m
橋ククリ/一般道真幅
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橋ククリ/庭園路5.5m未満
橋ククリ/庭園路5.5m
橋ククリ/庭園路13m
橋ククリ/庭園路真幅
橋ククリ/国道有料建設3m
橋ククリ/国道有料建設5.5m
橋ククリ/国道有料建設13m
橋ククリ/国道有料建設真幅
橋ククリ/国道有料建設3m
橋ククリ/国道有料建設5.5m
橋ククリ/国道有料建設13m
橋ククリ/国道有料建設真幅
橋ククリ/一般道有料建設3m
橋ククリ/一般道有料建設5.5m
橋ククリ/一般道有料建設13m
橋ククリ/一般道有料建設真幅
橋ククリ/一般道建設3m
橋ククリ/一般道建設5.5m
橋ククリ/一般道建設13m
橋ククリ/一般道建設真幅
橋/一条河川
橋/二条河川
雪覆い/道路
雪覆い/鉄道
高速3m
高速5.5m
高速13m
高速真幅
駅/JR
駅/一般鉄道
駅/路面鉄道
駅/その他鉄道
駅/JR建設
駅/一般鉄道建設
駅/路面鉄道建設
駅/その他鉄道建設
JR
一般鉄道
路面鉄道
その他鉄道
JR/建設
一般鉄道/建設
路面鉄道/建設
その他鉄道
国道有料3m
国道有料5.5m
国道有料13m
国道有料真幅
国道1.5m未満
国道1.5m
国道3m
国道5.5m
国道13m
国道真幅
一般道有料1.5m
一般道有料3m
一般道有料5.5m
一般道有料13m
一般道有料真幅
一般道
一般道1.5m
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一般道3m
一般道5.5m
一般道13m
一般道真幅
石段5.5m未満
石段5.5m
石段13m
石段真幅
庭園路5.5m未満
庭園路5.5m
庭園路13m
庭園路真幅
高速建設3m
高速建設5.5m
高速建設13m
高速建設真幅
国道有料建設3m
国道有料建設5.5m
国道有料建設13m
国道有料建設真幅
国道有料建設3m
国道有料建設5.5m
国道有料建設13m
国道有料建設真幅
一般道有料建設3m
一般道有料建設5.5m
一般道有料建設13m
一般道有料建設真幅
一般道建設3m
一般道建設5.5m
一般道建設13m
一般道建設真幅
TN/国道有料3m
TN/国道有料5.5m
TN/国道有料13m
TN/国道有料真幅
TN/国道1.5m未満
TN/国道1.5m
TN/国道3m
TN/国道5.5m
TN/国道13m
TN/国道真幅
TN/国道有料建設3m
TN/国道有料建設5.5m
TN/国道有料建設13m
TN/国道有料建設真幅
TN/国道有料建設3m
TN/国道有料建設5.5m
TN/国道有料建設13m
TN/国道有料建設真幅
TN/一般道有料3m
TN/一般道有料5.5m
TN/一般道有料13m
TN/一般道有料真幅
TN/一般道
TN/一般道1.5m
TN/一般道3m
TN/一般道5.5m
TN/一般道13m
TN/一般道真幅
TN/一般道有料建設3m
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TN/一般道有料建設5.5m
TN/一般道有料建設13m
TN/一般道有料建設真幅
TN/一般道建設3m
TN/一般道建設5.5m
TN/一般道建設13m
TN/一般道建設真幅
TN/庭園路5.5m未満
TN/庭園路5.5m
TN/庭園路13m
TN/庭園路真幅
一条河川
二条河川
一条かれ川
二条かれ川
水涯線
湖岸線
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「道路等を2条線化」した場合
水準点
三角点
電子基準点
国の機関
地方公共団体
厚生機関
警察機関
消防署
学校
病院
郵便局
自然地名
土地の利用景
居住地名
都道府県名
北海道の支庁名
郡市・東京都の区名
町村・指定都市の区名
一般道路名
国道番号
高速道路名
JR路線名
一般私鉄路線名
路面鉄道路線名
地下鉄路線名
その他鉄道路線名
JR駅名
一般私鉄駅名
路面鉄道駅名
地下鉄駅名
その他鉄道駅名
境界/都道府県
境界/北海道支庁
境界/郡市東京都の区
境界/町村政令指定市区
境界/大字町丁目
境界/小字
未定境界/都道府県
未定境界/北海道支庁
未定境界/郡市東京都の区
未定境界/町村政令指定市区
未定境界/大字町丁目
未定境界/小字
駅/地下鉄
地下鉄
駅/地下鉄建設
地下鉄/建設
TN/一条河川
TN/二条河川
TN/高速坑口記号
TN/高速3m
TN/高速5.5m
TN/高速13m
TN/高速真幅
TN/鉄道坑口記号
TN/JR
TN/一般鉄道
TN/路面鉄道
TN/その他鉄道
TN/JR建設
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TN/一般鉄道建設
TN/路面鉄道建設
TN/その他鉄道
TN/一般道坑口記号
橋内部/高速3m
橋内部/高速5.5m
橋内部/高速13m
橋内部/高速真幅
橋ククリ/高速3m
橋ククリ/高速5.5m
橋ククリ/高速13m
橋ククリ/高速真幅
橋/JR
橋/一般鉄道
橋/路面鉄道
橋/その他鉄道
橋/JR建設
橋/一般鉄道建設
橋/路面鉄道/建設
橋/その他鉄道
橋内部/国道有料3m
橋内部/国道有料5.5m
橋内部/国道有料13m
橋内部/国道有料真幅
橋内部/国道1.5m未満
橋内部/国道1.5m
橋内部/国道3m
橋内部/国道5.5m
橋内部/国道13m
橋内部/国道真幅
橋内部/一般道有料3m
橋内部/一般道有料5.5m
橋内部/一般道有料13m
橋内部/一般道有料真幅
橋内部/一般道
橋内部/一般道1.5m
橋内部/一般道3m
橋内部/一般道5.5m
橋内部/一般道13m
橋内部/一般道真幅
橋内部/高速建設3m
橋内部/高速建設5.5m
橋内部/高速建設13m
橋内部/高速建設真幅
橋ククリ/高速建設3m
橋ククリ/高速建設5.5m
橋ククリ/高速建設13m
橋ククリ/高速建設真幅
橋内部/庭園路5.5m未満
橋内部/庭園路5.5m
橋内部/庭園路13m
橋内部/庭園路真幅
橋内部/国道有料建設3m
橋内部/国道有料建設5.5m
橋内部/国道有料建設13m
橋内部/国道有料建設真幅
橋内部/国道有料建設3m
橋内部/国道有料建設5.5m
橋内部/国道有料建設13m
橋内部/国道有料建設真幅
橋内部/一般道有料建設3m
橋内部/一般道有料建設5.5m
橋内部/一般道有料建設13m
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橋内部/一般道有料建設真幅
橋内部/一般道建設3m
橋内部/一般道建設5.5m
橋内部/一般道建設13m
橋内部/一般道建設真幅
橋ククリ/国道有料3m
橋ククリ/国道有料5.5m
橋ククリ/国道有料13m
橋ククリ/国道有料真幅
橋ククリ/国道1.5m未満
橋ククリ/国道1.5m
橋ククリ/国道3m
橋ククリ/国道5.5m
橋ククリ/国道13m
橋ククリ/国道真幅
橋ククリ/一般道有料3m
橋ククリ/一般道有料5.5m
橋ククリ/一般道有料13m
橋ククリ/一般道有料真幅
橋ククリ/一般道
橋ククリ/一般道1.5m
橋ククリ/一般道3m
橋ククリ/一般道5.5m
橋ククリ/一般道13m
橋ククリ/一般道真幅
橋ククリ/庭園路5.5m未満
橋ククリ/庭園路5.5m
橋ククリ/庭園路13m
橋ククリ/庭園路真幅
橋ククリ/国道有料建設3m
橋ククリ/国道有料建設5.5m
橋ククリ/国道有料建設13m
橋ククリ/国道有料建設真幅
橋ククリ/国道有料建設3m
橋ククリ/国道有料建設5.5m
橋ククリ/国道有料建設13m
橋ククリ/国道有料建設真幅
橋ククリ/一般道有料建設3m
橋ククリ/一般道有料建設5.5m
橋ククリ/一般道有料建設13m
橋ククリ/一般道有料建設真幅
橋ククリ/一般道建設3m
橋ククリ/一般道建設5.5m
橋ククリ/一般道建設13m
橋ククリ/一般道建設真幅
橋/一条河川
橋/二条河川
雪覆い/道路
雪覆い/鉄道
高速3m
高速5.5m
高速13m
高速真幅
駅/JR
駅/一般鉄道
駅/路面鉄道
駅/その他鉄道
駅/JR建設
駅/一般鉄道建設
駅/路面鉄道建設
駅/その他鉄道建設
JR
一般鉄道
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路面鉄道
その他鉄道
JR/建設
一般鉄道/建設
路面鉄道/建設
その他鉄道
国道有料3m
国道有料5.5m
国道有料13m
国道有料真幅
国道1.5m未満
国道1.5m
国道3m
国道5.5m
国道13m
国道真幅
一般道有料1.5m
一般道有料3m
一般道有料5.5m
一般道有料13m
一般道有料真幅
一般道
一般道1.5m
一般道3m
一般道5.5m
一般道13m
一般道真幅
石段5.5m未満
石段5.5m
石段13m
石段真幅
庭園路5.5m未満
庭園路5.5m
庭園路13m
庭園路真幅
高速建設3m
高速建設5.5m
高速建設13m
高速建設真幅
国道有料建設3m
国道有料建設5.5m
国道有料建設13m
国道有料建設真幅
国道有料建設3m
国道有料建設5.5m
国道有料建設13m
国道有料建設真幅
一般道有料建設3m
一般道有料建設5.5m
一般道有料建設13m
一般道有料建設真幅
一般道建設3m
一般道建設5.5m
一般道建設13m
一般道建設真幅
TN/国道有料3m
TN/国道有料5.5m
TN/国道有料13m
TN/国道有料真幅
TN/国道1.5m未満
TN/国道1.5m
TN/国道3m
TN/国道5.5m
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TN/国道13m
TN/国道真幅
TN/国道有料建設3m
TN/国道有料建設5.5m
TN/国道有料建設13m
TN/国道有料建設真幅
TN/国道有料建設3m
TN/国道有料建設5.5m
TN/国道有料建設13m
TN/国道有料建設真幅
TN/一般道有料3m
TN/一般道有料5.5m
TN/一般道有料13m
TN/一般道有料真幅
TN/一般道
TN/一般道1.5m
TN/一般道3m
TN/一般道5.5m
TN/一般道13m
TN/一般道真幅
TN/一般道有料建設3m
TN/一般道有料建設5.5m
TN/一般道有料建設13m
TN/一般道有料建設真幅
TN/一般道建設3m
TN/一般道建設5.5m
TN/一般道建設13m
TN/一般道建設真幅
TN/庭園路5.5m未満
TN/庭園路5.5m
TN/庭園路13m
TN/庭園路真幅
一条河川
二条河川
一条かれ川
二条かれ川
水涯線
湖岸線
河口
湖沼域内中心線
湖沼と河川の境界
行政区域
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国土地理院承認申請書式及び記載例
次ページ以降に、数値地図を利用する場合の承認申請書の様式と記入見本を参考として掲載しています。
実際に申請される場合、国土地理院の担当窓口へ問い合わせると丁寧に指導してもらえます。
【窓口】
国土交通省国土地理院
電話

総務部総務課審査係

029-864-1111（代表）

e-mail: fukusei@gsi.go.jp
（2005年3月現在。変更の可能性がありますので、国土地理院のWebサイトで最新情報をご確認下さい）

PlugX 数値地図Reader25000 ユーザーズガイド
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測 量 標
の使用承認申請書
測量成果
２６
測量法第

条の規定により下記のとおり承認申請いたします。
３０

平成

年

月

日
申請者

国土地理院長

住
氏

所
名

印

殿

使用目的又は当該測量の種別
測

量

地

域

使

用

期

間

○使 用 す る 測 量 成 果
の 種 類 及 び 内 容
○測

量

精

度

使

用

方

法

×使 用 す る 測 量 標 の
種 類 及 び 所 在
×使用する測量標の上方に測標
等を設ける場合はその所在
○完 成 図 の 縮 尺 及 び 名 称
測
量
計
画
機
関
測
量
作
業
機
関

名

称

代

表

者

所

の

氏

在

名
地

名

称

×測 量 業 者 登 録 番 号
代

表

者

所

○成

の

氏

在
果

入

手

名
地

年

月

日

公 共 測 量 実 施 計 画 書
提
出
年
月
日
備
記載要領

考
① ×印欄は法第２６条、○印欄は法第３０条に規定する申請の場合にのみ記載すること。
② 使用方法欄は、測量（地図編集等を含む。
）作業の方法を詳しく記載すること。

記入例
測 量 標
の使用承認申請書
作業を行う者ではなく、作成
する地図や書籍などの発行
者 が 申 請 し ま す 。（ も ち ろ
ん、発行者と作業者が同一と
いう場合もあります）

測量成果
２６
測量法第

条の規定により下記のとおり承認申請いたします。
３０

平成○○年○月○○日
申請者

国土地理院長

住 所
氏 名

〒○○○―○○○○
東京都千代田区○○―○○
株式会社 釣り情報開発
代表取締役 魚探太郎

殿

使用目的又は当該測量の種別
測

量

地

域

使

用

期

間

出版物『東京の船宿ガイド』に添付するガイドマップを作成するため
東京都千代田区及び中央区全域
承認の日から２０日間

作業期間の意味です

○使 用 す る 測 量 成 果 数値地図２５０００（空間データ基盤）『東京』
の 種 類 及 び 内 容
高度の精度を要しない
○測
量
精
度
使

用

方

印

法

平成１５年３月発行

別紙の通り

×使 用 す る 測 量 標 の
種 類 及 び 所 在
×使用する測量標の上方に測標
等を設ける場合はその所在
○完 成 図 の 縮 尺 及 び 名 称
測
量
計
画
機
関
測
量
作
業
機
関

名

称

代

表

者

所

の

氏

在

名
地

名

称

「船宿案内図」
（縮尺1:30,000)
有限会社

地理マップカンパニー
実際に作業を行う者（会社）
を記入します。

地図屋藤兵衛
神奈川県横浜市西区○－○－○
測量計画機関に同じ

×測 量 業 者 登 録 番 号
代

表

者

所

○成

の

氏

在
果

入

手

名
地

年

月

日

平成１５年８月１日
数値地図CD-ROMを購入した日付です。

公 共 測 量 実 施 計 画 書
提
出
年
月
日
備

考

連絡先：地理マップカンパニー
TEL 045-0000-0000

担当者地図屋藤兵衛
実際に作業を行う者（会社）の
担当者連絡先を記入します。

PlugX 数値地図Reader25000 ユーザーズガイド
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（別紙）

別紙詳細の記載例

【作成工程】

数値地図データ
Adobe Illustrator形式に変換
図式の変更、独自データ追加

フィルム出力・印刷

【データの構造、編集方法、精度等】
数値地図データから種別ごとにレイヤー分けしたIllustrator形式のデータを作成し、同ソフトウェア上で
グラフィック加工を行う。
案内図なので、適宜誇張表現等を行うため特に精度は確保しない。
【数値地図から抽出するデータ】
道路・鉄道・行政界・注記。

【独自に付加するデータの有無、内容】
独自に調査した目標物注記、建物形状を大幅に追加する。

【出力される地図の形態、及び精度】
縮尺：1:30,000
色調・地図記号等：右見本の通り。
（内容の一部を見本として挿入）

【出力される地図の形態、及び精度】
B5判書籍に添付するA3サイズの折り込み紙地図。
【配布の範囲】
書店等で一般に販売する。
以上

PlugX 数値地図Reader25000 ユーザーズガイド
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