
 

平成 25 年度公共測量に関する課題の調査業務  

 

 

実施期間     平成 25 年度 

企画部技術管理課 廣瀬 勝  針間 栄一朗  

企画部測量指導課 野神 憩  橋本 栄治  

 

1．はじめに  

測量法第 34 条に定められている「作業規程の準則」（以下，「準則」という．）は，平成 20 年 3 月

にその全部が改正され，作業手順，技術基準を示した現在の形となり，公共測量を実施する多くの測量

計画機関ではこの準則を公共測量作業規程として準用している．この準則の施行後，新技術への対応や

その他の課題等に対して引き続き検討を重ね，平成 23 年 3 月の準則の一部改正により，GLONASS 衛

星の利用，キネマティック法及び，ネットワーク型 RTK 法の利用拡大等，平成 25 年 3 月の準則の一

部改正により，準天頂衛星システムの適用，GNSS/IMU 装置を用いた撮影作業の標準化及び，図化作

業の標準化等が適応された．  

 

2．調査検討の概要  

本業務では，準則全般に規定されている作業工程，標準様式及び公共測量標準図式等に関して，公

共測量業務の効率化を図る観点から見直すべき事項について，調査検討を行った．調査内容は，以下

のとおりである．  

なお，本調査では，公共測量作業規程の承認を受けている測量計画機関及び測量作業機関にアンケ

ート・ヒアリングを実施し，調査結果を踏まえて作成した条文素案について外部有識者を含む測量技

術の専門家等で構成する調査検討委員会において議論した．  

（１）準則における作業工程について  

更なる業務の効率化を図るため，統合や廃止等の見直しが必要なものについて調査した．  

（２）精度管理表等の標準様式について  

測量計画機関においては精度が判断できるものになっているか，測量作業機関においては作り

やすいものになっているかを調査した．  

（３）公共測量標準図式について  

公共測量標準図式及び数値地形図データ取得分類基準表に規定されている図式について，新た

に追加や基準の変更などが必要なものについて調査した．  

（４）都市計画図等の接合について  

数値地形図は，基盤地図情報を始め，各分野での相互利用が進んでいる中で，境界部における

不整合が指摘されていることから，測量計画機関における接合の状況及び問題点を調査した． 

 

3．調査検討結果  

今回の調査では，全般的に準則について見直しを求める意見は少なく，「特に問題なし」という意見

が多かった．見直しを求める意見の中から準則に盛り込むべき意見を精査して，調査検討委員会で議

論した事項は，以下のとおりである．  

（１）準則における作業工程について  

空中写真測量の工程で規定されている刺針は，設置された対空標識が明瞭に確認できない場合

- 2 -



 

に，同時調整に使用する標定点の代替位置を空中写真上に示すとともに標定点からの偏心により

座標を与える作業であるが，刺針が必要となる可能性のある対空標識の設置数は，準則の全部改

正に伴って同時調整が規定されたことにより大幅に軽減されるとともに，現在は路面表示などの

明瞭な構造物を対象として利用しており，対空標識を刺針に代えることはなくなった．そのため，

空中写真測量の作業工程から刺針を削除する素案を作成し，調査検討委員会で確認した．  

（２）精度管理表等の標準様式について  

精度管理表や成果等の標準様式における記載項目の点検者の欄は，基準点測量では「作業班長」，

地形測量及び写真測量では「社内検査者」，応用測量では「点検者」と異なった用語が使用されて

いる．これらの欄は，測量作業機関で点検を行ったものの氏名を記載する欄であるため，「点検者」

に統一する素案を作成し，調査検討委員会で確認した．  

（３）公共測量標準図式について  

①太陽光発電設備の追加  

太陽光発電設備は，屋根や土地，海上など様々な場所に，掲示板用のような小規模のものから

メガソーラーと呼ばれる超大規模なものまで，様々なものが存在する．標準図式が適用される数

値地形図データは，地形，地物の景況を表す一般図であるため，読図に必要となる場所，規模の

ものは地図記号として取得する必要がある．そのため，太陽光発電設備を標準図式に追加する素

案を作成して，調査検討委員会で議論し，新たに標準図式に採用することを確認した．記号・取

得基準等については，さらに検討していく．  

②建物表現の適切化  

建物は，外形だけではなく屋根の形状を含めて景況を表すため，標準図式では中庭線や棟割線，

階層線等が用意されているものの，これらを利用して建物の景況を適切に表現しきれていない場

合がある．また，温室については，永続性のある堅固な構造のものを表示することになっている

ものの，地方公共団体間で温室の取得に不整合が生じている場合がある．そのため，建物の取得

基準に，中庭線や棟割線等で景況を表現することを明記するとともに温室の構造を明確に定義し

た素案を作成した．  

（４）都市計画図等の接合について  

準則の中で都市計画図等の接合については，空中写真測量では「数値編集」，基盤地図情報の作

成では「基盤地図情報を含む既存の測量成果等の調整」，航空レーザ測量では「グリッドデータの

作成」において規定している．  

今回のアンケート調査で，測量計画機関に対して隣接する地方公共団体との地図の接合につい

て質問したところ，65％が接合を実施しているとの回答を得た．また，接合を実施していないと

回答した理由は，「作成年次が違っているため経年変化がある」，「接合そのものを知らなかった」，

「予算がなく接合までは仕様に書けなかった」，「隣接する地方公共団体から図の調達が困難」な

どが主なものであった．そのため，測量計画機関においては都市計画図等の接合を実施している

割合も高く，接合を実施していない理由についても準則の改正に係るものではなかったことを調

査検討委員会に報告し，現行の準則の接合に関する条文を変更する必要はないことを確認した．  

 

4．結論 

本業務での調査検討により，準則全般に規定されている作業工程，標準様式及び公共測量標準図式

等に対する意見を踏まえて条文案を作成した．今回作成した条文案については，必要に応じて更なる

検討を行い，次回の準則の改正に反映させていく．  
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平成 25 年度地理情報標準に関する調査業務 

 

 

実施期間      平成 25 年度 

企画部技術管理課  肥後 由利子 

 

1. はじめに  

地理情報システム（GIS）の高度な活用を推進するためには，地理空間情報の互換性や品質を確保

し，システム間における相互利用を促進することが重要となる．互換性や品質の確保のためには地理

空間情報の標準化が不可欠であり，国際標準化機構の地理情報に関する専門委員会（以下，｢ISO/TC 

211｣という．）においてデータの定義，構造，品質及び記録方法等を定めた国際規格が策定されている． 

平成 8 年度に開始された国土地理院と民間企業との官民共同研究では，ISO/TC 211 の国際規格群に

準拠した国内標準の検討を行い，平成 10 年度に地理情報標準を作成した．さらに地理情報標準の利用

促進に関する調査研究を行い，平成 16 年度に地理情報標準の内容を抽出し体系化した｢地理情報標準

プロファイル｣（以下，「JPGIS」という．）を実用標準として作成した． 

JPGIS は初版の公開後も適宜改正されている．平成 26 年 4 月には一部改正を行い，｢地理情報標準

プロファイル（JPGIS）2014｣を公開する． 

企画部技術管理課では，ISO 規格及び ISO 規格を基とした日本工業規格（以下，｢JIS｣という．）と

JPGIS の整合を維持するため，国内外における地理情報の標準化活動の動向調査等を行っている．平

成 25 年度に実施した地理情報標準に関する調査業務においては，ISO/TC 211 に関する動向調査，地

理情報の JIS に関する動向調査，GIS ソフトウェア等に関する調査及び空間スキーマに関する調査等

を行い，その結果を報告書に取りまとめた． 

 

2. 調査内容  

2.1 ISO/TC 211 に関する動向調査  

平成 25 年度の ISO/TC 211 の活動状況，検討中の規格の内容及び今後の方向性について調査した．

併せて，ISO/TC 211 のリエゾン団体（関係団体）の動向を調査した． 

 

2.2 地理情報の JIS に関する動向調査  

 平成 25 年度時点で発行されている地理情報の JIS に加え，検討中の JIS 原案の内容及び今後の JIS

化の方向性について，関連団体等の動向を調査した．また JPGIS 並びに JPGIS と関連する実用標準で

ある｢品質の要求，評価及び報告のための規則｣及び｢日本版メタデータプロファイル｣と対応する JIS

を比較し，規定内容が整合しているか調査した． 

 

2.3 GIS ソフトウェア等に関する調査  

 国内で一般に販売・使用されている GIS ソフトウェア，データコンバータ等が対応しているデータ

形式を調査した． 

 

2.4 空間スキーマに関する調査  

 ｢JIS X 7107:2005（地理情報－空間スキーマ）｣及び JPGIS を比較し，地理情報の空間スキーマに関

- 4 -



 

 

する規定内容の整合状況を調査した． 

 

3. 調査結果  

3.1 ISO/TC 211 に関する動向調査  

平成 25 年度に発行された国際規格（IS）は｢ISO 19153（地理空間デジタル権利管理参照モデル

（GeoDRM RM））｣及び｢ISO 19157（データ品質）｣の 2 項目，技術仕様書（TS）は｢ISO/TS 19130-2

（地理的位置決めのための画像センサモデル－第 2 部:SAR，InSAR，Lidar 及び Sonar）｣の 1 項目で

あった．また ISO/TC 211 では，新規規格の策定だけではなく既に整備された規格の見直しも行ってお

り，平成 26 年 3 月現在，｢ISO 19101-1rev．（参照モデル－第 1 部:基本）（改正）｣ほか 21 項目のプロ

ジェクトが進行中である． 

ISO/TC 211 のリエゾン団体である Open Geospatial Consortium（OGC）は，OGC の標準規格である

GML3.3 を｢ISO 19136-2（地理マーク付け言語（GML）－第 2 部：拡張されたスキーマ及び符号化規

則）｣として発行することを提案し，ISO/TC 211 において標準化の手続きを進めている．OGC 標準規

格としては GML4.0，CityGML，IndoorGML 等も開発されているが，ISO/TC 211 における標準化につ

いては提案されていない．  

 

3.2 地理情報の JIS に関する動向調査  

平成 25 年度に制定された JIS は｢JIS X 7131 地理情報－データ製品仕様｣の 1 項目，改正された JIS

は｢JIS X 7111 地理情報－座標による空間参照｣及び｢JIS X 7115 地理情報－メタデータ｣の 2 項目であ

った．また｢JIS X 7108 地理情報－時間スキーマ｣ほか 3 項目が定期見直し及び確認された． 

JPGIS，｢品質の要求，評価及び報告のための規則｣及び｢日本版メタデータプロファイル｣と対応す

る JIS を比較したところ，JPGIS と JIS X 7131 には表現等が一致しない部分も認められたが，JPGIS

は JIS X 7131 原案に基づいたプロファイルであり，互換性は確保されている． 

 

3.3 GIS ソフトウェア等に関する調査  

国内で販売されている 802 本の GIS ソフトウェア，データコンバータ等について対応しているデー

タ形式を調査したところ，XML 形式及び Shape 形式に対応しているソフトウェアもあるが，半数以上

が独自フォーマットを使用していることが分かった． 

 

3.4 空間スキーマに関する調査  

｢JIS X 7107:2005（地理情報－空間スキーマ）｣及び JPGIS を比較したところ，位相スキーマの UML

クラス図について，多重継承に関する相違があることが認められた．ただし JPGIS の UML クラス図

は JIS X 7107 の規定に準じた上で多重継承を解消したプロファイルであり，JIS X 7107 との不整合は

生じていないことを確認した． 

 

4. まとめ  

地理情報標準に関する調査を実施したところ，国内外において多数の標準化プロジェクトが進行中

であり，現時点では収束する方向にないことが確認された．これらと JPGIS との整合を図るためには，

今後も引き続き動向調査を行い，JPGIS の整備を行うことが必要である． 

- 5 -



 

地理空間情報の共有・相互利用促進に関する調査 

 

 

  実施期間          平成 25 年度       

企画部地理空間情報企画室  塩見 和弘 出口 智恵  

小野 康  南 秀和  

 

1. はじめに  

地理空間情報活用推進基本計画（平成 24 年 3 月閣議決定）に掲げられた，様々な主体が整備・提供

する地理空間情報をワンストップで容易に検索し，入手・利用できる環境（G 空間情報センター（仮

称））の構築に向けた検討を行うため，平成 24 年 10 月に地理空間情報産学官連携協議会の研究開発

WG の下に，地理空間情報の共有・相互利用促進に関する専門部会（以下，「専門部会」という）及び

技術検討チーム，運用ルール検討チーム，実証実験検討チームが設置された．  

本調査業務では，このうちの，専門部会及び技術検討チームの運営を行い，産学官の有識者により

G 空間情報センター（仮称）の構築及び運用に向けた基本的な方向性等についての検討を行った．  

 

2. 検討内容及び検討結果  

専門部会における検討内容及び検討結果は次のとおりである．なお，これらは，今後の検討において前提

条件やターゲットがより具体化・明確化されるのにあわせて，柔軟な見直しにより各検討事項の熟度及び具

体性を高めていく必要がある． 

 

2.1 G 空間情報センター（仮称）とは  

2.1.1 目的  

G 空間情報センター（仮称）の目的は，「(1)事前の準備・訓練から発生時の緊急対応，復旧・復興

時まで含め，災害時に公的機関や企業，市民等が一層迅速で的確な意思決定を行えるように，地理空

間情報の検索・入手の面から直接・間接に支援する．(2)見守り，移動支援，健康，地域活性化・産業

振興などさまざまな社会公益的なサービスの実現に貢献する．」であると整理するとともに，当面は，

防災分野における地理空間情報の利活用支援を主たる目的とし，その過程で G 空間情報センター（仮

称）に収集される情報は，平常時には防災以外の分野にも活用できることを念頭に進めることとした． 

 

2.1.2 全体像  

 G 空間情報センター（仮称）は，様々な地理空間情報を取り扱うデータカタログサイトとするが，

実データについても取り扱うものとし，既存の防災システムや活動主体との関係としては，G 空間情

報センター（仮称）が国や地方公共団体の防災情報システムに変わる代わる存在になるのではなく，

国や地方公共団体の防災情報システムに必要な地理空間情報を提供する，あるいは国や地方自治体の

防災情報システム等から提供された防災・災害情報を第三者に提供するハブ機能となるものであると

した．  

 

2.1.3 機能  

専門部会において，G 空間情報センター（仮称）に必要な機能概要を表-1 のとおり整理した．また，

これらの機能と処理の流れについて図-1 のとおり整理した．  
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表-1 G 空間情報センター（仮称）の機能概要  

機能  概要  

情報保有者の登録  ○G 空間情報センター（仮称）に情報を登録する者を登録管理し，ＩＤやＰＷを発行する機能  

メタデータの登録  ○情報保有者がメタデータを登録・編集する機能  

○利用条件も合わせて設定する  

実データの登録  ○情報保有者が実データを G 空間情報センター（仮称）に登録・保管する機能  

登録の支援  ○情報登録代行，データチェック，メタデータ自動生成など情報保有者にかわって G 空間情報

センター（仮称）で登録等を行う  

データの変換・編集  ○登録された実データのフォーマット変換，ジオコーディング，座標系付与などを行う機能  

データの加工・解析  ○登録されたデータを加工，解析して利用しやすい状態のデータとする機能  

利用者の登録  ○G 空間情報センター（仮称）を利用する者を登録管理する機能  

情報の検索・発見  ○登録された情報の検索及び結果を表示する機能  

○登録された情報を外部から検索できるようＡＰＩの提供  

情報の閲覧 ○検索結果から選択したデータについて，サムネイル画像やＷｅｂＧＩＳなどで閲覧できる機能  

情報の入手（提供）  ○検索結果から，実データのダウロードや提供先サイトへの移動，ＡＰＩ等を提供する 

入手支援  ○当該データを利用する際に申請 ,注文等を支援する機能  

○有償のデータについてオンラインで決済する機能  

情報の評価  ○利用したデータの評価（例えば，いいねボタンや口コミ，利活用事例の紹介等）をユーザーが

行う  

○明らかな誤りを指摘する  

※これらの機能の実装にあたっては,必要なセキュリティ対策を講ずる． 

 

情報保有者の
登録

登録の支援

登録者情報
・データ登録代行
・メタデータ自動生成
・データチェック など

処理の流れ 情報の参照機能 アーカイブ

メタデータの登録
実データの
登録

加工・解析

データの
変換・編集

実データ

・ジオコーディング
・フォーマット変換
・座標系付与等

加工済データの
メタデータ登録

情報の検索・発見

情報の入手（提供）

情報の閲覧

利用者の登録利用者情報

・ダウンロード
・API
・外部サイトへ移動

入手支援
申請手続き代行
決済機能

エンド
ユーザ

・検索サイト
・検索用API提供

評価・レビュー

情報の評価

データカタログ

情報保有者

情
報
利
用
者

・加工・分析
・アプリケーション開発・提供
・データベース等の提供
・位置情報サービスの提供

二次加工等した情報の登録

 

図-1 G 空間情報センター（仮称）の機能と処理の流れ  
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2.2 情報保有者，情報利用者等のインセンティブ  

防災分野に係る情報利用者，情報保有者及び情報仲介者を対象にヒアリングを行い（表-2 にヒアリ

ング対象が情報保有者，情報仲介者，情報利用者のどれに該当するのかを○で示す），情報利用者，情

報保有者のインセンティブについて把握するとともに，情報仲介者のビジネスモデルの整理及び G 空

間情報センター（仮称）の機能との対比について整理した．  

 

表-2 ヒアリング対象 

ヒアリング対象  情報 
保有者 

情報 
仲介者 

情報 
利用者 

国 内閣府防災担当 ○ 
 

○ 
地方自治体 東海東南海地震の発生が想定される

地域の自治体  ○ 
 

○ 

ライフライン事業者 ガス事業者  ○ 
 

○ 

ナビゲーション事業者 ITS Japan  
 

○ 
 

公共交通事業者 交通事業グループ会社，有識者 

（公財)日本道路交通情報センター ○ 
  

情報配信事業者 各種情報の情報配信を行う事業者  

(4 社) ○ ○ ○ 

情報利用者 物流事業者 
  

○ 
 

その結果，ヒアリング対象者からは，情報保有者として G 空間情報センター（仮称）へ提供の可

能性がある情報及び情報利用者としてセンターからの入手のニーズがある情報があることが確認さ

れ，G 空間情報センター（仮称）を介した情報の流通のニーズがあることが確認できた．  

情報保有者は，情報発信の必要性はあるものの，災害時や事故発生時などは現場の対応などで発

信業務に割く時間が限られているため，G 空間情報センター（仮称）への情報提供のインセンティ

ブとしては，「情報発信の代行や問合せ対応の軽減」，「発信する情報の活用の拡大」があげられる．

また，情報利用者は，様々な情報主体から提供されている情報の収集や確認に労力を割いており，G

空間情報センター（仮称）利用のインセンティブとしては「効率的な情報収集・情報所在の確認の

軽減」，「一般に広く出回っていないような情報を使いやすい形で入手」，「信頼性の高い情報の入手

（情報の信憑性の確認の軽減）」といった点を求めていることが明らかになった．  

さらに，情報保有者と情報利用者に加えて，様々な情報を集約し加工して提供する情報仲介者の

ビジネスが存在することがヒアリングにより確認された．既存の情報仲介者のビジネスモデルとし

ては，各種主体や媒体から得た情報をそのまま流通させるだけではなく，情報利用者に対して使い

やすい形に編集や加工して提供するなど，一定の加工や解析などを行うことにより，情報に付加価

値をつけた情報提供やそれを活用したソリューションの提供が事業を支える柱の一つとなっている

ことが明らかになった．  

以上から，G空間情報センター（仮称）のような情報の共有・相互利用の仕組みに対して，入手ニーズ

のある情報と，そのニーズに対して情報の提供の可能性がいずれも存在すること及び 2.1.3 において検討し

た各機能はいずれも G空間情報センター（仮称）には必要な機能であることが確認された．特に，「デ
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ータの変換・編集」，「加工・解析」といった機能は，ビジネスとして成立していることが確認された． 

 

2.3 運営体制  

2.2 でのヒアリングの結果を踏まえ検討した結果，G 空間情報センター（仮称）の運営主体に求め

られる要件としては，「公共性が高いこと」，「仕組み全体の企画やコーディネートができること」，「地

理空間情報の登録や提供にあたって必要な作業を，ある程度臨機応変に行えること」，「契約行為を

行うことが可能であること」，「事業を継続して行えること」が必要であるとともに，これらの要件

を満たす，G 空間情報センター（仮称）の運営主体を担うことが可能な者としては，次のようなパ

ターンが考えられると整理した．  

○社団・財団または NPO の非営利団体が担う  

○国，独法，社団・財団  ，NPO 等複数の機関が，要件を満たすよう連携して担う  

いずれのパターンが望ましいかは，今後，各パターンにおける事業方式・事業性を検証し，これ

を踏まえて具体の運営主体を決定することとすることとした．  

また，G 空間情報センター（仮称）の運営あたっては，G 空間情報センター（仮称）のミッショ

ンを果たすために，ある程度共通の方向に向かって，各協力者ができる範囲で協力していくような

体制が必要である．また，G 空間情報センター（仮称）の広報や様々なコミュニティとの連携等を

図るため，運営主体のみならず，関係する産学官が連携・協力可能な体制が必要である．このこと

から，運営主体に加えて，関係省庁，G 空間情報センター（仮称）の取組に貢献が見込まれる複数

の者から構成される，「G 空間情報センター運営協議会（仮称）」を設置する必要がある．  

 

3. 今後の予定 

今年度の検討では，G 空間情報センター（仮称）の機能，役割，運営体制などについての基本的な

方向性を示すことができた．次年度は，総務省において G 空間情報センター（仮称）の実現に寄与す

るための G 空間プラットフォームの構築事業の実施が予定されており，引き続き専門部会の取組と連

携して G 空間情報センター（仮称）についてさらに具体的な検討を進め，平成 28 年度からの運用開

始を目指す予定である．  
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数値地形図と CAD データの相互変換手法の開発に関する研究（第 2 年次） 

 

 

実施期間     平成 24 年度～平成 25 年度  

企画部測量指導課 長谷川 裕之 橋本 栄治  

 

 

1. はじめに 

都市計画図や道路台帳図等を作成する公共測量においては，公共測量標準図式を用いて数値地形図

（以下，「DM」という．）を納品することが標準となっている．測量作業機関は CAD ソフトを用いて

作図を行い，その結果を DM に変換しているのが実情である . また，測量計画機関が納品された DM

を後続する業務（設計など）に用いる場合，DM のままでは作図ができず CAD データに変換する必要

がある．  

これらの事から，DM と CAD データの交換標準（以下，「SXF」という．）との間で相互変換手法の

ニーズがあり，これに応える形で関西大学との共同研究を開始した . 

平成 24 年度の研究では，関西大学が持っている基礎理論を元にソフトウェア「LogicalTranslator（以

下，「LT」という．）」を，測量指導課において開発しフリーソフトとして公開している「公共測量検

査支援ツール（以下，「PSEA」という．）」に組み込み , DM 形式のデータと SXF 形式のデータ間の相

互変換手法の開発は問題なく行われていることを検証した．  

本年度は, ユーザーからの意見を募り，それを取りまとめて関西大学へフィードバックすることで，

LT の改良を行い，改良結果を PSEA に再フィードバックすることでさらなる利便性の向上を図ること

を目的とする．  

 

2. 研究内容  

研究内容は，大きく分けて①DM 形式のデータと SXF 形式のデータ間の相互変換手法の開発・検証

をすること，②ユーザーからの意見聴取を元にした相互変換手法の改良をすること，に分類され，本

年度取り組んだ内容は②を主目的としたユーザーからの意見を元にした相互変換手法の改良である．  

 

3. 得られた成果  

ユーザーには ,PSEA のダウンロードサイトにおいて任意で回答頂けるようアンケートを用意した .

その結果,LT の変換手法に以下に示す軽微なミスがあることが分かった . 

SXF 形式のデータから DM 形式のデータへ変換した際に ,グループヘッダレコードに公共測量標準

図式では規定されていないレイヤ番号が割り振られていた .グループヘッダレコードに続く要素レコ

ードについては，正常に変換されているので ,グループヘッダレコードを要素レコードに合わせると正

常な DM 形式のデータになる .図-1 にエラーを起こしている DM 形式のデータと ,それを読み込んだ場

合の PSEA の表示を示し ,図-2 にエラー箇所を手作業で修正した場合の PSEA の表示を示す . 

このエラーを関西大学へフィードバックしたところ ,エラーの原因が調査され ,その対応策も提示さ

れた. SXF 形式のデータから DM 形式のデータへ変換した際に ,これまでは SXF 形式のデータにあるレ

イヤ情報からグループヘッダレコードを作成していた .対応策として ,要素レコードからグループヘッ

ダレコードを作成することにした . 

なお,LT の修正は今年度中には間に合わない見込みであり ,修正版が完成され次第 PSEA に組み込む
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こととする．  

 

 

図-1  SXF 形式から DM 形式への変換した際のエラーと ,PSEA に読み込んだ結果  

 

 

図-2 エラー箇所を手作業で修正後,PSEA に読み込んだ結果 

 

4. 結論  

ユーザーからの回答では ,前述したエラー報告以外は特段大きな意見はなかった．  

PSEAは月平均で 300 回ほどダウンロードされているので , DM 形式のデータと SXF 形式のデータ間

の相互変換手法は今後広まっていくものと推測される . 

LT は，SXF の Ver.3.x に対応するために現在も改良が加えられている .この新しい LT を PSEA に組

み込むことにより ,よりユーザーの利便性の向上が期待できる . 
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