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1 はじめに 
 

本マニュアルは、道路情報登録閲覧システムの管理を行なうための操作説明書です。 

 

 本機能の操作は、システム管理者が行ってください。(データ移行取込みは除く) 

 一般ユーザは、自分のＩＤの編集のみ利用可能となります。 

 データ移行ユーザは、自分のＩＤの編集及びデータ移行取込みが利用可能となります。 

 

 

1.1 管理ツールで可能な操作 

◆ ユーザを管理する 

・ 道路情報登録閲覧システムに新規ユーザを登録することができます。 

・ 道路情報登録閲覧システムの既存ユーザを編集することができます。 

・ 道路情報登録閲覧システムの既存ユーザを削除することができます。 

 

◆ データをインポート・エクスポートする 

・ 道路情報登録閲覧システムにデータをインポートすることができます。 

・ 道路情報登録閲覧システムからデータをエクスポートすることができます。 

 

◆ ログファイルを管理する 

・ 道路情報登録閲覧システムのログファイルを閲覧することができます。 

・ 道路情報登録閲覧システムの既存ログファイルを検索することができます。 

 

◆ レイヤを管理する 

・ 道路情報登録閲覧システムに新規レイヤを登録することができます。 

・ 道路情報登録閲覧システムの既存レイヤを削除することができます。 

・ 道路情報登録閲覧システムの既存レイヤの内容を変更することができます。 

・ 道路情報登録閲覧システムの既存レイヤにレイヤ属性を登録することができます。 
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1.2 マニュアル表記について 

本マニュアルでは、設定説明等は以下のように表記されています。 

1.2.1 操作手順 

手順を踏んだ設定の場合、その手順に沿って下記のように番号が振られています。 

 

＜表記例＞ 

１．設定１ 

設定１の具体的な操作.... 

２．設定２ 

設定２の具体的な操作.... 

 

＜コントロール等の表記＞ 

コントロールやキーボード操作などは以下のように表記されています。 

・ ［    ］： ボタンやコンボボックス、メニューなどのコントロール 

・ 【    】： ダイアログ・ウィンドウ・パネルなどの画面 

・ ｛   ｝： キーボード 

 

＜操作上のヒントなど＞ 

操作上のヒントなどを以下のようなアイコンでお知らせしています。 

 

・ ・・・： ・・・の項目を参照してください。 

・ ： 操作上のヒントです。 

・ ： 操作上の注意事項です。 
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1.3 ご注意 

 

· 本マニュアルは道路情報登録閲覧システムの標準的な機能について記載してあります。利用者のシス

テム環境等により画面構成・機能構成等が一部異なる場合があります。 

 

· 本ソフトウェアの機能仕様・画面構成等は、改良のために予告なく変更される場合があります。 

 

· 本マニュアルで使用している地図は、川崎市都市計画基本図DMデータを複製したものです。 

（承認番号 川崎市指令ま計第６６号） 

 

· 指定道路は架空のデータです。現況の道路の指定状況と異なります。 

 

· Microsoft、MS、WindowsおよびMicrosoft Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの米国および

その他の国における商標または登録商標です。 

その他、記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。 
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1.4 システム概要 

管理ツールは、道路情報登録閲覧システムを利用・運用するための機能が用意されています。多く分けて以下の３つ

の機能にわけられます。 

· ユーザ管理機能 

道路情報登録閲覧システムはユーザという単位を基準にして管理を行います。また、ユーザの権限により、

利用できる機能が異なります。本機能では、ユーザの登録から変更、削除までを行います。 

 

 ユーザとは 

道路情報登録閲覧システム利用者に与える最小単位の構成です。この単位にログイン時のユーザとパスワード

が設定されます。 

通常は、職員単位に作成します。 

 

· データ管理機能 

道路情報登録閲覧システムで利用するデータのインポート、エクスポートが行えます。また、道路情報登録

閲覧システムの操作記録（ログ情報）の閲覧が行えます。 

 

· スタイル管理機能 

道路情報登録閲覧システムで利用するGIS（地図）のレイヤの管理を行います。本機能では、レイヤの登録

から変更、削除までを行います。 

 

 レイヤとは 

道路情報登録閲覧システムで利用する地図は、複数のレイヤを重ね合せて作成しています。レイヤについての

詳細は、操作マニュアルの「4.1.2.1レイヤとは」を参照して下さい。 

通常は、地図上に表現する地物別に作成します。 
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2 起動と終了 
 

2.1 道路情報登録閲覧システム（管理機能）の起動 

 

１． ブラウザのアドレスに道路情報登録閲覧システム（管理機能）のアドレスを入力します。 

 

⇒ログイン画面が表示されます。 

 

 このページをお気に入りに登録しておくと、次回からアドレスの入力は不要になります。 

 

http://xxxxxxxxxx/index/admin 

xxxxxxxxxxは、システムをインストールしたサーバのコンピュータ名また

は、IPアドレスを入力して下さい。 
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２． ログイン画面で[ユーザ ID]と[パスワード]を入力し、[ログイン]ボタンをクリックします。 

 

⇒認証が成功すると初期画面が表示されます。 

 

 管理ツールは、ユーザの権限により利用できる機能が異なります。 
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３． 初期画面が表示されます。 

（システム管理者の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 システム管理者は、全ての機能を利用できます。 

 

（一般ユーザの場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 一般ユーザは、自分のＩＤの編集のみ利用できます。 

 

（データ移行ユーザの場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 データ移行ユーザは、自分のＩＤの編集及びデータ移行取込みが利用できます。 
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2.2 道路情報登録閲覧システム（管理機能）の終了 

道路情報登録閲覧システムを終了するには、ログアウト後、ブラウザを閉じます。 

 

１． [ログアウト]ボタンをクリックします。 

 

 

２． ブラウザの閉じるボタン（[×]ボタン）をクリックしてブラウザを閉じます。 

⇒[ログアウト]ボタンをクリックすると、ログイン画面に戻りますので、ログイン画面に戻ったことを確認して、[×]ボタ

ンでブラウザを閉じます。 
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3 管理機能 
 

3.1 ユーザ管理 

管理ツールでは、道路情報登録閲覧システムのユーザを管理することが可能です。 

 

3.1.1 新しいユーザを登録する 

ユーザを登録する手順は以下の通りです。 

 

１． [ユーザ管理]をクリックします。 

 

⇒【ユーザ一覧】画面が表示されます。 
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２．  [ユーザ登録]ボタンをクリックします。 

 

 

⇒ユーザ登録画面が表示されます。 

 

 タイトル名をクリックすると、クリックしたタイトル名でユーザ情報がソートされます。 
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⇒【ユーザ登録】画面では、以下の項目を入力します。 

・ [ユーザ ID] ： ユーザを管理するための一意の識別番号です ログイン時のユーザ名です。<<必須>> 

・ [ユーザ名] ： ユーザをシステムが管理するための名称です。<<必須>> 

・ [所属] ： ユーザが所属している部署を入力します。<任意入力> 

・ [パスワード] ： ユーザがログインする時のパスワードです。<<必須>> 

・ [パスワード確認] ： パスワードと同じデータを入力します。<<必須>> 

・ [システム権限] ： システム権限を選択します。（下記参照）<<必須>> 

・ [GIS権限] ： GIS権限を選択します。（下記参照）<<必須>> 

・ [概要書権限] ： 概要書権限を選択します。（下記参照）<<必須>> 

・ [地域] ： ユーザの該当する地域名を記載します。地域名はシステム権限がデータ移行の場合の

み入力可能となります。<任意入力> 

・ [業者名] ： ユーザの業者名を記載します。業者名はシステム権限がデータ移行の場合のみ入力可

能となります。<任意入力> 

・ [備考] ： ユーザに関するコメントを記載します。<任意入力> 

 

 [ユーザ ID][パスワード][パスワード確認]には、全角文字は利用できません。半角英数文字を利用してください。

全角文字や利用できない文字を入力した場合、エラーとなります。 
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 システム権限 

  管理者  ：管理者権限。データ移行取込み機能以外の全機能の利用が可能です。 

  一般  ：通常のユーザは「一般」ユーザとなります。一般ユーザは管理系業務の利用が出来ませ

ん。 

  データ移行 ：データ移行整備用のユーザとなります。データ移行取込みの利用が可能です。 

 

 GIS権限 

  登録/閲覧  ：調書、ＧＩＳの登録、更新、閲覧が可能です。 

  庁内閲覧  ：調書、ＧＩＳの閲覧のみ可能です。登録、更新は行えません。 

  窓口閲覧  ：調書(第一面情報のみ)、ＧＩＳの閲覧のみ可能です。登録、更新は行えません。 

 

 概要書権限 

  図形編集/閲覧 ：概要書の閲覧、およびＧＩＳの登録、更新、閲覧が可能です。 

  閲覧  ：概要書の閲覧、およびＧＩＳの閲覧のみ可能です。登録、更新は行えません。 

 

：各ユーザ権限で照会可能となる情報については、操作マニュアル 4.1.2.1を参照してください。 
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３． 必須項目を入力し、[登録]ボタンをクリックします。 

 

 

⇒【ユーザ登録完了】画面が表示されます。 
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４． [OK]ボタンをクリックします。 

 

 

⇒登録内容を確認し、[OK]ボタンをクリックします。 

⇒ユーザが登録されます。 
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3.1.2 既存ユーザを削除する 

既存ユーザを削除する手順は以下の通りです。 

 

１． [ユーザ管理]をクリックします。 

 

⇒【ユーザ一覧】画面が表示されます。 
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２． 削除したいユーザを選択し、[ユーザ削除]ボタンをクリックします。 

 

 

⇒【ユーザ削除】画面が表示されます。 

 

 一度に削除できるユーザは 1件です。 

 複数のユーザを削除する場合は、以下の手順を繰り返してください。 

 利用者が自分の IDを削除する事は出来ません。システム管理者へ依頼して下さい。 

 システム管理者の IDは削除する事は出来ません。 
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３． [削除]ボタンをクリックします。 

 

 

⇒削除したいユーザの登録内容を確認し、間違いがなければ[削除]ボタンをクリックします。 

⇒【ユーザ削除完了】画面が表示されます。 
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４． [OK]ボタンをクリックします。 

 

 

⇒ユーザが削除されます。 
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3.1.3 既存ユーザの登録内容を変更する 

ユーザの登録内容を変更する手順は以下の通りです。 

 

１． 管理メニューより[ユーザ管理]をクリックします。 

 

⇒【ユーザ一覧】画面が表示されます。 
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２． 編集したいユーザを選択し、[ユーザ編集]ボタンをクリックします。 

 

 

⇒【ユーザ編集】画面が表示されます。 

 

 一度に編集できるユーザは 1件です。 

 複数のユーザを編集する場合は、以下の手順を繰り返してください。 

 一般ユーザの場合、自分の[ユーザＩＤ]のみ表示されます。 
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３． ユーザ情報を編集し、[更新]ボタンをクリックします。 

 

 

⇒【ユーザ更新完了】画面が表示されます。 

 

 【ユーザ編集】画面では、[ユーザ ID]以外の情報を編集できます。 

 登録済みの[ユーザ ID]は変更できません。ユーザ IDを変更したい場合は、いったんユーザを削除し、別のユー

ザ IDで登録しなおす必要があります。 

 [パスワード]、[パスワード（確認）]は、パスワードを変更するときのみ入力します。入力しない場合、これまでのパ

スワードがそのまま引継がれます。 

 編集対象がシステム管理者の場合、システム権限の変更はできません。 
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４． ［OK］ボタンをクリックします。 

 

 

⇒ユーザ情報の編集結果が反映されます。 
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3.2 データインポート 

管理ツールでは道路情報登録閲覧システムの地図と道路に関する情報をインポートすることができます。 

 

3.2.1 背景図を取込む 

 

１． [データ管理]をクリックします。 

 

⇒【データ管理メニュー】画面が表示されます。 
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２．  [データインポート]をクリックします。 

 

⇒【データインポートメニュー】画面が表示されます。 

 

３． [背景図取込み]をクリックします。 

 

⇒【背景図取込み】画面が表示されます。 
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４． 各項目を指定し、[取込み]ボタンをクリックします。 

 

⇒指定したレイヤに背景図が取り込まれます 

⇒【背景図取込み】画面では、以下の項目を入力します。 

・ [背景図ファイル指定] ： 取り込む背景図のファイルを指定します。<<必須>> 

一括取込みで行う場合 ： 背景図の一括取込みを行う場合は、データ交換仕様に

従ったフォルダ構成を zip形式に纏めたファイルを指定

します。 

レイヤ指定で行う場合  ： 指定レイヤへ取込む場合は、データ交換仕様に従った

フォーマットの Shapeファイルを zip形式に纏めたファイ

ルを指定します。 

地番検索データで行う場合 ：筆界データのShapeファイルを zip形式に纏めたファ

イルを指定します。 

・ [格納先レイヤ指定]  ： 格納先のレイヤを指定します。<<必須>> 

 [一括取込み]を指定すると、複数レイヤが混在したデータの取込みが行えます。 

・ [地番図の削除]  ： 格納先レイヤ指定を[筆界]又は[地番]とした場合、指定可能となります。[地番

図の削除を行う]を指定した場合、既に取込み済みである[筆界]又は[地番]を削除

してから取込みを行います。指定しない場合、追加で取込みを行います。 

・ [出典元情報（クレジット情報）] ： 公開時に表示するデータの出典元を入力します。<任意入力> 

：背景図画像の取込及び削除バッチについては、環境構築マニュアル「7.1.2地図データ登録手順の背景図画像の

登録」を参照してください。 
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 背景図ファイルには、Shape形式ファイル（*.shp、*.shx等）を zip形式にて纏めたファイルを指定してください。 

 取り込む背景図ファイルは、データ交換仕様に従ったものである必要があります。データ交換仕様に従っていな

いデータは、取り込めませんので注意してください。（詳細は、「データ交換仕様」を参照してください） 

 インポート結果はログで確認します。（詳細は「ログを検索する」の項をご覧ください） 

  取込み済み背景図の出典元情報（クレジット情報）を変更する場合は、出典元情報（クレジット情報）を変更し、背景

図ファイル名を指定しないで[取込み]ボタンをクリックしてください。 

 

 一括取込みについては、バッチによる起動も可能です。（詳細は、「環境構築マニュアル」を参照してくださ

い） 
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3.2.2 索引図を取込む 

 

１． [データ管理]をクリックします。 

 

⇒【データ管理メニュー】画面が表示されます。 

 

２．  [データインポート]をクリックします。 

 

⇒【データインポートメニュー】画面が表示されます。 
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３． [索引図取込み]をクリックします。 

 

⇒【索引図取込み】画面が表示されます。 

 

４． 各項目を指定し、[取込み]ボタンをクリックします。 

 

⇒索引図が取り込まれます 

⇒【索引図取込み】画面では、以下の項目を入力します。 

・ [索引図ファイル指定] ： 取り込む索引図のファイルを指定します。<<必須>> 

 

 索引図ファイルには、Shape形式ファイル（*.shp、*.shx等）を zip形式にて纏めたファイルを指定してください。索引

図の場合、複数のレイヤNoフォルダを ZIP格納して、複数レイヤの一括登録が可能です。 

 取り込む索引図ファイルは、データ交換仕様に従ったものである必要があります。データ交換仕様に従っていな

いデータは、取り込めませんので注意してください。（詳細は「データ交換仕様」を参照してください） 

 インポート結果はログで確認します。（詳細は「ログを検索する」の項をご覧ください） 
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3.2.3 道路図を取込む 

 

１． [データ管理]をクリックします。 

 

⇒【データ管理メニュー】画面が表示されます。 

 

 

２．  [データインポート]をクリックします。 

 

⇒【データインポートメニュー】画面が表示されます。 
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３． [道路図取込み]をクリックします。 

 

⇒【道路図取込み】画面が表示されます。 

 

４． 各項目を指定し、取込ボタンをクリックします。 

 

⇒指定したレイヤに道路図が取り込まれます。 

⇒【道路図取込み】画面では、以下の項目を入力します。 

・ [道路図ファイル指定] ： 取り込む道路図のファイルを指定します。<<必須>> 

・ [格納先レイヤ指定]  ： 格納先のレイヤを指定します。<<必須>> 

・ [自動リンク]  ： 道路図の取込み時に自動リンクの実施有無を指定します。 

・ [既存道路図]  ： 既存道路図の削除指定が行えます。 
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 道路図ファイルには、Shape形式ファイル（*.shp、*.shx等）を zip形式にて纏めたファイルを指定してください。 

 取り込む道路図ファイルは、データ交換仕様に従ったものである必要があります。データ交換仕様に従っていな

いデータは、取り込めませんので注意してください。（詳細は「データ交換仕様」を参照してください） 

 インポート結果はログで確認します。（詳細は「ログを検索する」の項をご覧ください） 

 

 [自動リンクを行う]にチェックを入れた場合、道路図と道路情報との紐付きを自動で行います。それぞれの道路の

種類ごとに指定道路図対照番号が重複しないデータである必要があります。 

 （詳細は自動リンクの項をご覧ください） 

 

 [既存道路図の削除を行う]にチェックを入れた場合、既存道路図を削除してから取込みを行います。チェックを入

れない場合、既存道路図に追加で登録を行います。 

 

 道路図取込みは、バッチ処理による起動方法もあります。バッチ処理では、複数レイヤを一度に取込む「一

括取込み」が可能です。（詳細は、「環境構築マニュアル」を参照してください） 
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3.2.4 住所情報を取込む 

 

１． [データ管理]をクリックします。 

 

⇒【データ管理メニュー】画面が表示されます。 

 

２．  [データインポート]をクリックします。 

 

⇒【データインポートメニュー】画面が表示されます。 
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３． [住所情報取込み]をクリックします。 

 

⇒【住所情報取込み】画面が表示されます。 

 

４． 各項目を指定し、[取込み]ボタンをクリックします。 

 

⇒住所情報が取り込まれます。 

 住所情報ファイルにはCSV形式ファイル（domain.csv、city.csv、major.csv）をzip形式に纏めたファイルを指定してく

ださい。 

 取り込む住所情報のファイルは、データ交換仕様に従ったものである必要があります。データ交換仕様に従って

いないデータは、取り込めませんので注意してください。（詳細は「データ交換仕様」を参照してください） 

 インポート結果はログで確認します。（詳細は「ログを検索する」の項をご覧ください） 
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3.2.5 目標物情報を取込む 

 

１． [データ管理]をクリックします。 

 

⇒【データ管理メニュー】画面が表示されます。 

 

２．  [データインポート]をクリックします。 

 

⇒【データインポートメニュー】画面が表示されます。 
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３． [目標物情報取込み]をクリックします。 

 

⇒【目標物情報取込み】画面が表示されます。 

 

４． 各項目を指定し、[取込み]ボタンをクリックします。 

 

⇒目標物情報が取り込まれます。 

 

 目標物情報ファイルには、CSV形式ファイル（landmarkcode.csv、landmark.csv）を zip形式に纏めたファイルを指定

してください。 

 取り込む目標物情報ファイルは、データ交換仕様に従ったものである必要があります。データ交換仕様に従って

いないデータは、取り込めませんので注意してください。（詳細は「データ交換仕様」を参照してください） 

 インポート結果はログで確認します。（詳細は「ログを検索する」の項をご覧ください） 
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3.2.6 道路情報を取込む 

 

１． [データ管理]をクリックします。 

 

⇒【データ管理メニュー】画面が表示されます。 

 

２．  [データインポート]をクリックします。 

 

⇒【データインポートメニュー】画面が表示されます。 
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３． [道路情報取込み]をクリックします。 

 

⇒【道路情報取込み】画面が表示されます。 

 

４． 各項目を指定し、[取込み]ボタンをクリックします。 

 

⇒道路情報が取り込まれます。 

 

⇒道路情報に不備があった場合 

該当データをroadinfo/application/public/upload/roadinfo/error/に配置し、問題箇所を修正後、再度道路情報取

込みを実行します。道路情報ファイル指定について何も選択しない状態で[取込み]ボタンをクリックします。 

 

 道路情報ファイルには、道路管理様式Ver2.0よりエクスポートしたファイルを指定してください。 
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 取り込む道路情報ファイルは、データ交換仕様に従ったものである必要があります。データ交換仕様に従ってい

ないデータは、取り込めませんので注意してください。（詳細は「データ交換仕様」を参照してください） 

 インポート結果はログで確認します。（詳細は「ログを検索する」の項をご覧ください） 

 

  [自動リンクを行う]にチェックを入れた場合、道路情報と道路図との紐付けを自動で行います。 

 （詳細は自動リンクの項をご覧ください） 
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3.2.7 自動リンクを行う 

⇒自動リンクとは、未リンクの「指定道路図」と「道路情報」の中から、指定道路種別と指定道路図対照番号が対応して

いるものを見つけ出し、整合性の取れたデータとして自動で紐付ける機能です。 

 それぞれの道路の種類ごとに指定道路図対照番号が重複しないデータである必要があります。 

 紐付けのときにどちらかが存在しなかったり、一意でなかったりすると自動リンクは機能しませんので、インポート

時には注意してください。 

１． [データ管理]をクリックします。 

 

⇒【データ管理メニュー】画面が表示されます。 

 

２．  [データインポート]をクリックします。 

 

⇒【データインポートメニュー】画面が表示されます。 
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３． [自動リンク]をクリックします。 

 

⇒【自動リンク】画面が表示されます。 

 

４． [自動リンク]ボタンをクリックします。 

 

⇒自動リンク完了画面が表示されます。 
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５． [OK]ボタンをクリックします。 

 

⇒指定道路図と道路情報の自動リンクが行われます。 
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3.2.8 データ移行取込みを行う 

⇒データ移行取込みとは、道路情報登録閲覧システムでの初期データ整備において、複数の地域を各業者でそれぞ

れ分散して整備したデータを登録する機能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 データ移行取込み機能は、データ移行ユーザのみ実行可能となります。 

 入力対象のデータは道路情報登録閲覧システムのデータ移行出力で出力されたものとします。 

 入力対象のデータは取込み側の座標系と同一であるものとします。座標系が同一ではない場合、取込み処理は

行われません。 

 入力対象のデータが取込み側に存在しない場合は追加インポート、取込み側にすでに存在する場合は入替イン

ポートとなります。 

 未リンクの図形データの場合は、入れ替え対象の図形が特定できませんので、追加登録されます。移行取込み、

移行出力を繰り返し行うと、同一の未リンクの図形データが登録される可能性があります。 

C地区 

A地区 
B地区 

A地域担当業者 

 

 

    データ移行出力 
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整備ﾃﾞー ﾀ 
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運用マスタDB 
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１． [データ管理]をクリックします。 

 

⇒【データ管理メニュー】画面が表示されます。 

 

２．  [データインポート]をクリックします。 

 

⇒【データインポートメニュー】画面が表示されます。 
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３． [データ移行取込み]をクリックします。 

 

⇒【データ移行取込み】画面が表示されます。 

 

４． 各項目を指定し、[取込み]ボタンをクリックします。 

 

⇒データ移行取込み完了画面が表示されます。 

・ [データ移行フォルダ名]        ： 移行データが配置されているフォルダを指定します。<<必須>>  

移行元で、\roadinfo\application\public\export\distribute\の下位に作成された（yymmddhhmiss）フォルダを、

\roadinfo\application\public\upload\distribute\ の直下に配置してください（フォルダ名は変更可）。 

・ [既存道路情報と付帯情報の削除] ： 取込み時に既存の道路情報と付帯情報を全て削除します 

 

 データ移行フォルダ名には、\roadinfo\application\public\upload\distribute配下に配置したフォルダ名のみ指定し

て下さい。 

 データ移行時に指定道路図対照番号の重複チェックを行います。指定道路図対照番号が重複していた場合、

\roadinfo\application\public\upload\distribute配下の画面で指定したフォルダ内にログ情報が出力されます。指定道

路図対照番号が重複した情報は、そのままシステムへ取込まれます。 
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５． [OK]ボタンをクリックします。 

 

⇒データ移行取込みが行われます。 

データ移行出力を行う方法については、本マニュアル「3.3.3データ移行出力を行う」を参照して下さい。 
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3.2.9 概要書情報を取込む 

 

１． [データ管理]をクリックします。 

 

⇒【データ管理メニュー】画面が表示されます。 

 

２．  [データインポート]をクリックします。 

 

⇒【データインポートメニュー】画面が表示されます。 
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３． [概要書情報取込み]をクリックします。 

 

⇒【概要書情報取込み】画面が表示されます。 
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４． 各項目を指定し、[取込み]ボタンをクリックします。 

 

⇒概要書情報が取込まれます。 

 

⇒【概要書情報取込み】画面では、以下の項目を入力します。 

・  [概要書情報取込み]  ： 取込む概要書情報のファイルを指定します。<<必須>> 

・  [自動リンク]  ： 取込んだ概要書情報の受付番号、確認番号を元に、登録されている図形情報

と自動的にリンクを行うかどうかを指定します。<任意入力> 

 リンクされていない図形情報が対象となります。また、概要書の受付番号：図形の受付番号＝１：１または、概要書

の確認番号：図形の確認番号が１：１となる図形情報のみがリンクされます。 

・  [既存概要書情報]  ： 既存概要書情報を全て削除してから取込みをするかどうかを指定します。<任

意入力> 

 

 概要書情報取込みは、バッチ処理による起動方法もあります。バッチ処理では、複数の概要書情報を一度

に取込む「一括取込み」が可能です。（詳細は、「環境構築マニュアル」を参照してください） 
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3.2.10 概要書図形を取込む 

 

１． [データ管理]をクリックします。 

 

⇒【データ管理メニュー】画面が表示されます。 

 

２．  [データインポート]をクリックします。 

 

⇒【データインポートメニュー】画面が表示されます。 
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３． [概要書図形取込み]をクリックします。 

⇒【概要書図形取込み】画面が表示されます。 
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４． 各項目を指定し、[取込み]ボタンをクリックします。 

⇒概要書図形情報が取込まれます。 

⇒【概要書図形取込み】画面では、以下の項目を入力します。 

・  [概要書図形取込み]  ： 取込む概要書図形のファイルを指定します。<<必須>> 

・  [格納先レイヤ指定]  ： 図形を格納するレイヤを指定します。<<必須>> 

・  [自動リンク]  ： 取込んだ図形の受付番号、確認番号を元に、登録されている概要書情報と自

動的にリンクを行うかどうかを指定します。<任意入力> 

 リンクされていない概要書情報が対象となります。また、概要書の受付番号：図形の受付番号＝１：１または、概要

書の確認番号：図形の確認番号が１：１となる概要書情報のみがリンクされます。 

・  [既存概要書図形]  ： 既存概要書図形を全て削除してから取込みをするかどうかを指定します。<任

意入力> 

 取込み結果はログを参照して下さい。 

3.4ログ管理 

 

 概要書図形情報取込みは、バッチ処理による起動方法もあります。バッチ処理では、複数の概要書図形情

報を一度に取込む「一括取込み」が可能です。（詳細は、「環境構築マニュアル」を参照してください） 

 

- 51 – 

Copyright © 2008-2013 ICBA All rights reserved. 



道路情報登録閲覧システム（庁内版）Ver３.0 
―管理ツール操作マニュアル― 

 

3.2.11 概要書自動リンクを行う 

 

１． [データ管理]をクリックします。 

 

⇒【データ管理メニュー】画面が表示されます。 

 

２．  [データインポート]をクリックします。 

 

⇒【データインポートメニュー】画面が表示されます。 
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３． [概要書自動リンク]をクリックします。 

⇒【概要書自動リンク】画面が表示されます。 
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４． [自動リンク]ボタンをクリックします。 

 

⇒概要書情報と図形情報が自動的にリンクされます。 

 

 リンクしていない概要書情報および図形情報が対象となります。また、概要書の受付番号：図形の受付番号＝１：

１であり、かつ概要書の確認番号：図形の確認番号が１：１の概要書情報および図形情報のみがリンクされます。 
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3.3 データエクスポート 

管理ツールでは道路情報登録閲覧システムのレイヤをエクスポートすることができます。 

 

3.3.1 道路図を出力する 

 

１． [データ管理]をクリックします。 

 

⇒【データ管理メニュー】画面が表示されます。 

 

２．  [データエクスポート]をクリックします。 

 

⇒【データエクスポートメニュー】画面が表示されます。 
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３． [道路図出力]をクリックします。 

 

⇒【道路図出力】画面が表示されます。 

 

４． 出力するレイヤにチェックをつけ、[出力]ボタンをクリックします。 

 

⇒道路図出力完了画面が表示されます。 
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５． [OK]ボタンをクリックします。 

 

⇒選択した道路図が所定のフォルダに出力されます。 

 

６． 出力結果を確認します。 

以下のフォルダに道路図が出力されます。 

出力先フォルダ roadinfo\application\public\export\shape 

 

 出力先フォルダの“roadinfo”は、アプリケーションインストール時に指定したフォルダです。 

出力結果ファイルのフォーマットについては、データ交換仕様の「第３章 指定道路図データ交換仕様」を参照

して下さい。 
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3.3.2 公開向け情報を出力する 

 

１． [データ管理]をクリックします。 

 

⇒【データ管理メニュー】画面が表示されます。 
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２． [データエクスポート]をクリックします。 

 

⇒【データエクスポートメニュー】画面が表示されます。 

 

３． [公開向け情報出力]をクリックします。 

 

⇒【公開向け情報出力】画面が表示されます。 

 

 出力ボタンを操作する前に以下の確認作業をしてください。 

調書の関連ファイルが多く 30分で処理が完了しない場合、WebサーバのHTTPサービスのタイムアウト設定を変

更する必要があります。 

Webサーバの以下のファイルをテキストエディタで編集します、 

＜インストールドライブ＞\roadinfo\ms4w\Apache\conf\httpd.conf 

4行目付近に timeout 1800を timeout 65000に変更し、Webサーバを再起動後、公開向け情報出力をおこなってく

ださい。なお、公開向け出力が完了しましたら timeoutの値を元の 1800に戻してください。 

 

WebサーバとDBサーバが異なる機器（2台構成）の場合、Webサーバにシステムをインストールドライブと同じDB

サーバのドライブに以下のフォルダを作成しておく必要があります。DBサーバ側のフォルダにもにファイルが出力さ

れます。 

例 サーバ 2台構成の場合、DBサーバに以下のフォルダを作成します。 

＜インストールドライブ＞\ roadinfo\application\public\export\publicinfo 
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４． 問い合わせ先を入力及び出力するレイヤを指定し、[出力]ボタンをクリックします。 

 

⇒公開向け情報が所定のフォルダに出力されます。 

５． 出力結果を確認します。 

以下のフォルダに公開向け情報が出力されます。 

出力先フォルダ roadinfo\application\public\export\publicinfo 

 

 出力先フォルダの“roadinfo”は、アプリケーションインストール時に指定したフォルダです。 

出力結果を庁外版へインポートする方法については、庁外版「管理ツール操作マニュアル」の「指定道路情報取込」を参照

して下さい。 
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3.3.3 データ移行出力を行う 

⇒データ移行出力とは、道路情報登録閲覧システムでの初期データ整備において、複数の地域を各業者でそれぞれ

分散して整備したデータを登録するための整備データを出力する機能です。 

 

 未リンクの図形データの場合は、入れ替え対象の図形が特定できませんので、データ移行取込み時に追加登録

されます。移行取込み、移行出力を繰り返し行うと、同一の未リンクの図形データが登録される可能性があります。 

 

１． [データ管理]をクリックします。 

 

⇒【データ管理メニュー】画面が表示されます。 
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２． [データエクスポート]をクリックします。 

 

⇒【データエクスポートメニュー】画面が表示されます。 

 

３． [データ移行出力]をクリックします。 

 

⇒【データ移行出力】画面が表示されます。 
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４． 出力情報を入力し、[出力]ボタンをクリックします。 

 

⇒データ移行整備用の情報が所定のフォルダに出力されます。 

 

５． 出力結果を確認します。 

以下のフォルダにデータ移行情報が出力されます。 

出力先フォルダ roadinfo\application\public\export\distribute\yymmddhhmiss（yymmddhhmissは、出力した日時で

す。） 

 

 出力先フォルダの“roadinfo”は、アプリケーションインストール時に指定したフォルダです。 

 

 道路の過去履歴情報は出力されません。 

 

出力結果をデータ移行取込みする方法については、本マニュアル「3.2.8データ移行取込みを行う」を参照してく

ださい。 

 

- 63 – 

Copyright © 2008-2013 ICBA All rights reserved. 



道路情報登録閲覧システム（庁内版）Ver３.0 
―管理ツール操作マニュアル― 

 データ移行情報の出力先フォルダの中は以下の構成となっています。 

roadrec 

I_ROADREC.csv 

I_APPENDFILE.csv 

I_SINSEI.csv 

I_GEO_INFO.csv 

I_JOIN_GEO_ROADREC.csv 

readme.txt 

[指定道路調書SEQ] 

[ファイル種別ID] 

[アップロード時刻] 

[任意のファイル名] 

フォルダ名：[yyMMddHHmmss] 

M_ROAD_KIND_S.csv 

ri_data 

attend（付帯情報。内容については 4.9.2を参照） 

srid.ini 

 ri_error_data 

 
I_ROADREC_error.csv 

 

※重複発生時のみ出力 
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3.3.4 概要書図形を出力する 

 

１． [データ管理]をクリックします。 

 

⇒【データ管理メニュー】画面が表示されます。 

 

２．  [データエクスポート]をクリックします。 

 

⇒【データエクスポートメニュー】画面が表示されます。 

- 65 – 

Copyright © 2008-2013 ICBA All rights reserved. 



道路情報登録閲覧システム（庁内版）Ver３.0 
―管理ツール操作マニュアル― 

 

３． [概要書図形出力]をクリックします。 

⇒【概要書図形出力】画面が表示されます。 
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４． 出力する情報を指定し、[出力]をクリックします。 

⇒概要書図形が出力されます。 

 

⇒【概要書図形出力】画面では、以下の項目を入力します。 

・  [概要書]   ： 出力する概要書図形のレイヤを指定します。<<必須>> 

 

 出力される属性情報は、受付番号（RNO）、確認番号（CNO）のみです。 

 出力されるファイルの命名規則は、[図形種別（pnt/lin/pol）]_[レイヤ番号]_[レイヤSEQ].[拡張子（shp/shx/dbf）]とな

ります。 
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3.4 ログ管理 

管理ツールでは、道路情報登録閲覧システムのログに関する管理を行う事ができます。 

 

3.4.1 ログを検索する 

出力されているログ情報を、色々な条件で絞込み表示させる機能です。 

 

１． [データ管理]をクリックします。 

 

⇒【データ管理メニュー】画面が表示されます。 
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２．  [ログ管理]をクリックします。 

 

⇒【ログ管理メニュー】画面が表示されます。 

 

３． ログ管理メニューより[ログ検索]をクリックします。 

 

⇒【ログ検索】画面が表示されます。 
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４． 検索条件を選択、入力し[検索]ボタンをクリックします。 

 

⇒ログの検索条件を指定し、[検索]ボタンをクリックすると、【ログ表示】画面が表示され、検索条件に従ったログの情

報が一覧表示されます。 

 

⇒ログの検索条件の詳細は以下のとおりです。 

・ [大分類]  ： 抽出するログの大分類を指定します。(システム、エラー等)  

・ [小分類]  ： 抽出するログの小分類を指定します。(ファイル関連、処理の結果等)  

・ [業務名]  ： 抽出するログの小分類を指定します。(GIS機能、管理機能)  

・ [種別]  ： 抽出するログの小分類を指定します。(開始、結果等)  

・ [期間]  ： 表示するログの期間を指定します。 

・ [ユーザ]  ： 抽出する条件にユーザ名を指定することが可能です。  

・ [キーワード] ： ログ内容の検索したい文字列を指定します。 

・ [全てに一致する] ： 上記条件で指定した全てに一致するログを検索します。 

・ [どれかに一致する] ： 上記条件で指定したどれかに一致するログを検索します。 
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５． [CSV出力]ボタンをクリックします。 

 

 

・ [CSV出力]ボタン ： ログ表示画面の情報がCSVファイルに出力されます。 

 

 

 例えばデータインポート機能を用いた場合に、インポートした結果を確認したい場合は、下記の様な条件で

検索します。 

・ [大分類]  ： システム 

・ [小分類]  ： 処理の結果 

・ [業務名]  ： 管理機能  

・ [種別]  ： 終了 

・ [期間]  ： インポート処理を実行した期間 

・ [ユーザ]  ： インポート処理を実行したユーザ  

・ [キーワード] ： インポートした情報名など（背景図取込みなら、「背景図」） 

・ [全てに一致する] ： 選択 
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3.4.2 ログを表示する 

当日に出力された全てのログ情報を表示する機能です。 

 

１． [データ管理]をクリックします。 

 

⇒【データ管理メニュー】画面が表示されます。 

 

２．  [ログ管理]をクリックします。 

 

⇒【ログ管理メニュー】画面が表示されます。 
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３． [ログ表示]をクリックします。 

 

⇒【ログ表示】画面が表示されます。 

 

４． [CSV出力]をクリックします。 

 

 

・ [CSV出力]ボタン ： ログ表示画面の情報がCSVファイルに出力されます。 
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3.5 レイヤ管理 

管理ツールでは、道路情報登録閲覧システムのレイヤを管理することが可能です。 

 

3.5.1 レイヤを登録する 

 

１． [スタイル管理]をクリックします。 

 

⇒【スタイル管理メニュー】画面が表示されます。 

 

２． [レイヤ管理]をクリックします。 

 

⇒【レイヤ一覧】画面が表示されます。 
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３． [レイヤ登録]ボタンをクリックします。 

 

⇒【レイヤ登録】画面が表示されます。 
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４． レイヤ情報を入力し、[登録]ボタンをクリックします。 

 

⇒【レイヤ登録完了】画面が表示されます。 

⇒【レイヤ登録】画面では、以下の項目を入力します。 

・ [レイヤNo.]  ： レイヤ番号を指定します。 

・ [レイヤ種別]  ： レイヤの種別を指定します。<<必須>> 

[ユーザレイヤ] ： ユーザが自由に利用できるレイヤです。 

[背景図]  ： 背景図のレイヤです。1番下に表示されるレイヤ種別です。 
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[地番図]  ： 地番図のレイヤです。筆界データを登録します。 

[付帯情報] ： 道路の付帯情報のレイヤです。 

[概要書]  ： 概要書を表示するためのレイヤです。 

・ [指定道路の種類]  ： 使用しません。 

・ [名称]  ： レイヤの名称を指定します。<<必須>> 

・ [図形種別]  ： 図形の種別を指定します。<<必須>> 

・ [背景図のデータ区分] ： レイヤ種別が「背景図」の時に指定します。背景図のデータ区分を指定します。

<<必須>> 

・ [登録状態]  ： 使用しません。 

・ [表示順]  ： レイヤの表示順を指定します。<<必須>> 

・ [色（塗り潰し）]  ： 図形の塗り潰し色を指定します。 

・ [色（図枠）]  ： 図形の図枠色を指定します。 

・ [透過度]  ： 図形の透過度を指定します。 

・ [線種]  ： ラインの種類を指定します。 

・ [線幅（ドット）]  ： ラインの幅を指定します。 

・ [フォントサイズ（ポイント）]  ： テキストのサイズを指定します。 

・ [シンボルアイコン]  ： ポイントに表示するシンボルアイコンを指定します。 

・ [スケールフィルタ]  ： レイヤを表示するスケールを範囲で指定します。<<必須>> 

・ [備考]  ： 備考欄です。 

・ 起動時表示  ： 起動時にレイヤを表示するか表示しないかを指定します。 
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５． [OK]ボタンをクリックします。 

 

⇒レイヤが登録されます。 

 

 ユーザレイヤを作成した場合、デフォルト属性として「名称」が作成されます。レイヤの属性変更については、「レ

イヤ属性を登録する」を参照してください。 
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3.5.2 レイヤを削除する 

 指定道路のレイヤ、付帯情報のレイヤについては、削除できません。 

 

１． [スタイル管理]をクリックします。 

 

⇒【スタイル管理メニュー】画面が表示されます。 

 

 

２．  [レイヤ管理]をクリックします。 

 

⇒【レイヤ一覧】画面が表示されます。 
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３． 削除するレイヤを選択し、[レイヤ削除]ボタンをクリックします。 

 

⇒【レイヤ削除】画面が表示されます。 
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４．  [削除]ボタンをクリックします。 

 

⇒【レイヤ削除完了】画面が表示されます。 
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５． [OK]ボタンをクリックします。 

 

⇒レイヤが削除されます。 
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3.5.3 レイヤを編集する 

 

１． [スタイル管理]をクリックします。 

 

⇒【スタイル管理メニュー】画面が表示されます。 

 

 

２．  [レイヤ管理]をクリックします。 

 

⇒【レイヤ一覧】画面が表示されます。 
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３． 編集するレイヤを選択し、[レイヤ編集]ボタンをクリックします。 

 

⇒【レイヤ編集】画面が表示されます。 
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４． レイヤ情報を編集し、[更新]ボタンをクリックします。 

 

⇒【レイヤ更新完了】画面が表示されます。 
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５． [OK]ボタンをクリックします。 

 

⇒レイヤが更新されます。 
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3.5.4 レイヤ属性を登録する 

 レイヤ属性の登録は、ユーザレイヤのみ設定可能です。 

 

１． [スタイル管理]をクリックします。 

 

⇒【スタイル管理メニュー】画面が表示されます。 

 

２． [レイヤ管理]をクリックします。 

 

⇒【レイヤ一覧】画面が表示されます。 
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３． [レイヤ属性]ボタンをクリックします。 

 

⇒【レイヤ属性登録】画面が表示されます。 
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４． レイヤ属性を入力し[登録]ボタンをクリックします。 

 

・ [追加] ボタン  ：[追加]ボタンをクリックするとレイヤ属性が追加されます。 

・ [表示項目]ラジオボタン ：地図上でレイヤ情報を表示したときに、選択した属性が表示されます 

・ [削除]チェックボックス ：チェックすると、レイヤから属性が削除されます。 

 

⇒レイヤ属性が登録されます。 
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4 付録 
 

4.1 データインポート、データエクスポートで出力されるエラーメッセージ 

データのバッチ登録処理および管理ツールのデータインポート、データエクスポート機能利用時に管理ツールのログ

に出力されるエラーメッセージと対処方法を以下に記します。 

エラーメッセージ中の XXXや YYYの表記は、可変で出力する情報となります。 

 

4.1.1 データインポート時のエラーメッセージと対処 

 

1. 背景図取込み 

 

エラーメッセージ 取込みファイル「XXX」中には shapeファイルまたは csvファイルがないため、処理を行いませ

んでした。 

取込みファイル「XXX」中に shapeファイル、csvファイルが存在するか確認して下さい。 

対処方法 指定した取込みファイル（zip形式）内を確認して下さい。 

 

エラーメッセージ 取込みファイル「XXX」は展開可能な圧縮ファイルではないため、処理を行いませんでした。 

取込みファイル「XXX」を ZIP形式に圧縮し再度実行してください。 

対処方法 指定する取込みファイルは、zip形式に圧縮してください。 

 

エラーメッセージ 取込みファイル「XXX」中にチェックエラーがあります。一部のデータのインポートに失敗しまし

た。フォルダ「\public\upload\background」内の最新日付フォルダへ出力されているエラーファ

イルを参照して下さい。 

対処方法 roadinfo\application\public\upload\backgroundに実行日時のフォルダ（yymmddhhmiss）が作成

されているので、エラー内容を確認し、取込みファイルの修正を行ってください。 

 

エラーメッセージ 取込みファイル「XXX」中のShapeは必要な地番検索データの属性を持っていないため処理を

中断しました。 

対処方法 データ交換仕様を確認し、Shapeファイルを修正してください。 
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エラーメッセージ シンボル画像「XXX」はファイル名が２０文字を超えているため登録できませんでした。 

対処方法 メッセージのシンボル画像ファイル名を２０文字以下に変更して下さい。 

 

2. 道路図取込み 

 

エラーメッセージ レイヤ番号「XXX」に対応するレイヤが見つからないため、「XXX」フォルダの取込は行いませ

んでした 

対処方法 データ交換仕様を確認し、レイヤ番号を修正してください。 

 

エラーメッセージ 指定されたフォルダ「XXX」内にレイヤ番号のフォルダが見つかりませんでした。 

対処方法 データ交換仕様を確認し、レイヤ番号のフォルダを配置してください。 

 

エラーメッセージ 取込みファイル「XXX」中には shapeがないため、処理を行いませんでした。 

取込みファイル「XXX」中に shapeが存在するか確認して下さい。 

対処方法 指定した取込みファイル（zip形式）内を確認して下さい。 

 

エラーメッセージ 取込みファイル「XXX」は展開可能な圧縮ファイルではないため、処理を行いませんでした。 

取込みファイル「XXX」を ZIP形式に圧縮し再度実行してください。 

対処方法 指定する取込みファイルは、zip形式に圧縮してください。 

 

エラーメッセージ 取込みファイル「XXX」は指定されたレイヤの図形種別に一致しない shapeファイルです。 

対処方法 レイヤ番号と Shapeファイル内で定義している図形種別が一致しているか確認してください。 

 

エラーメッセージ レイヤ番号「XXX」に対応する未リンクレイヤがないため、処理を行いませんでした。 

レイヤ番号「XXX」に対応する未リンクレイヤを作成し、再実行してください。 

対処方法 レイヤ番号もしくは未リンクレイヤが存在するか確認してください。 

 

エラーメッセージ レイヤ種別が道路図でも付帯情報でもないコード値「XXX」のため、既存道路図の削除は行い

ませんでした。 

対処方法 レイヤ種別のコード値を確認してください。 
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3. 住所情報取込み 

 

エラーメッセージ 取込みファイル「XXX」中に「YYY」がないため、処理を行いませんでした。 

取込みファイル「XXX」中に「YYY」が存在するか確認して下さい。 

対処方法 データ交換仕様を確認し、指定した取込みファイル（zip形式）内を確認して下さい。 

 

エラーメッセージ 取込みファイル「XXX」は csvファイルがないため、処理を行いませんでした。 

取込みファイル「XXX」csvファイルが存在するか確認して下さい。 

対処方法 データ交換仕様を確認し、指定した取込みファイルに必要となる csvファイルが含まれている

か確認してください。 

 

エラーメッセージ 取込みファイル「XXX」中の csvファイルにエラーがあります。一部のデータのインポートに失

敗しました。フォルダ「\public\upload\address」内の最新日付フォルダへ出力されているエラー

ファイルを参照して下さい。 

対処方法 roadinfo\application\public\upload\addressに実行日時のフォルダ（yymmddhhmiss）が作成され

ているので、エラー内容を確認し、取込みファイルの修正を行ってください。 

 

4. 道路情報取込み 

 

エラーメッセージ 取込みファイル「XXX」は展開可能な圧縮ファイルでないため、処理を行いませんでした。 

取込みファイル「XXX」を ZIP形式に圧縮し再度実行してください。 

対処方法 指定する取込みファイルは、zip形式に圧縮してください。 

 

エラーメッセージ 再登録可能なフォルダが存在しないため、処理を行いませんでした。 

再登録可能なフォルダ[\public\upload\roadinfo\error\]配下にフォルダが存在するか確認してく

ださい。 

対処方法 roadinfo\application\public\upload\errorに再登録可能なフォルダが配置済みであるか確認して

ください。 

 

エラーメッセージ 取込みファイル「XXX」中には必要なファイル「YYY」がないため、処理を行いませんでした。 
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取込みファイル「XXX」中に「YYY」が存在するか確認して下さい。 

対処方法 データ交換仕様を確認し、指定した取込みファイル（zip形式）内を確認して下さい。 

 

エラーメッセージ 取込みファイル「XXX」中の csvファイルにエラーがあります。一部のデータのインポートに失

敗しました。 

フォルダ[\public\upload\roadinfo\error\]内の最新日付フォルダへ出力されているエラーファイ

ルを参照して下さい。 

対処方法 roadinfo\application\public\upload\roadinfo \errorに実行日時のフォルダ（yymmddhhmiss）が作

成されているので、エラー内容を確認し、取込みファイルの修正を行ってください。 

 

5. 目標物情報取込み 

 

エラーメッセージ 取込みファイル「XXX」中に「'landmarkcode.csv または landmark.csv'」がないため、処理を行い

ませんでした。取込みファイル「XXX」中に「landmarkcode.csv または landmark.csv'」が存在す

るか確認して下さい。 

対処方法 データ交換仕様を確認し、指定した取込みファイルに必要となる csvファイルが含まれている

か確認してください。 

 

 

エラーメッセージ 取込みファイル「XXX」は展開可能な圧縮ファイルではないため、処理を行いませんでした。 

取込みファイル「XXX」を ZIP形式に圧縮し再度実行してください。 

対処方法 指定する取込みファイルは、zip形式に圧縮してください。 

 

エラーメッセージ 取込みファイル「XXX」中の csvファイルにエラーがあります。一部のデータのインポートに失

敗しました。フォルダ「\public\upload\landmark」内の最新日付フォルダへ出力されているエラ

ーファイルを参照して下さい。 

対処方法 roadinfo\application\public\upload\ landmarkに実行日時のフォルダ（yymmddhhmiss）が作成さ

れているので、エラー内容を確認し、取込みファイルの修正を行ってください。 

 

6. 索引図取込み 

 

エラーメッセージ 取込みファイル「XXX」は展開可能な圧縮ファイルではないため、処理を行いませんでした。取
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込みファイル「XXX」を ZIP形式に圧縮し再度実行してください。取込みファイル「XXX」を ZIP形

式に圧縮し再度実行してください。 

対処方法 指定する取込みファイルは、zip形式に圧縮してください。 

 

エラーメッセージ 取込みファイル「XXX 」内にレイヤ番号のフォルダが見つかりませんでした。 

対処方法 データ交換仕様を確認し、レイヤ番号のフォルダを追加してください。 

 

7. 背景図(画像)取込み 

 

エラーメッセージ XXXはフォルダではないため、処理を行いませんでした。 

取込みフォルダ XXX中に必要なファイルがないため、処理を行いませんでした。 

取込みフォルダ XXX中にXXXが存在するか確認して下さい。 

取込みフォルダ XXX中に必要なフォルダがないため、処理を行いませんでした。 

取込みフォルダ XXX中にXXXフォルダが１以上存在することを確認して下さい。 

scaleXXXフォルダのXXX.pngに対応する XXX.pgwが存在しません。 

scaleXXXフォルダのXXXの拡張子が正しくありません。 

scaleXXXフォルダに png形式のファイルが存在しません。 

scaleXXXフォルダが存在しません。 

対処方法 データ交換仕様を確認し、指定した取込みフォルダに必要なフォルダやファイルが存在するか

を確認してください。 

 

エラーメッセージ 管理情報ファイルの行数が規定の行数ではありません。 

管理情報ファイルのXXX行目の項目数が違います。 

管理情報ファイルの 1行目の制御情報に指定した名称は既に使われています。 

管理情報ファイルの 1行目の表示指定は 0か 1のいずれかを入力してください。 

管理情報ファイルのXXX行目のXXXはXXX～XXXの間で入力して下さい。 

管理情報ファイルのXXX行目のXXXは必須入力です。 

管理情報ファイルのXXX行目のXXXは半角数値で入力してください。 

管理情報ファイルのXXX行目のXXXの値が正しくありません。 

管理情報ファイルのXXX行目のXXXは以上の値を入力して下さい。 
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レイヤのスケール情報の取得に失敗しました。 

レイヤの縮尺情報が総合して、重複もしくは抜けがある、昇順ではない等、適切ではありませ

ん。 

対処方法 データ交換仕様を確認し、管理情報ファイルの内容を確認してください。 

 

エラーメッセージ scaleXXXフォルダのXXXの値は全て半角小数値で入力してください。 

scaleXXXフォルダのXXXの行数が 6行ではありません。 

対処方法 データ交換仕様を確認し、ワールドファイルの内容を確認してください。 

 

8. 背景図(画像)削除 

 

エラーメッセージ 「XXX」というレイヤは存在しませんでした。 

対処方法 削除したい背景図（画像）のレイヤ名を確認してください。 

 

 

9. データ移行取込み 

 

エラーメッセージ 取込みフォルダ「XXX」中に必要なファイルがないため、処理を行いませんでした。 

取込みフォルダ「XXX」中に「XXX」が存在するか確認して下さい。 

取込みフォルダ「XXX」中に必要なフォルダがないため、処理を行いませんでした。 

取込みフォルダ「XXX」中に「XXX」が存在するか確認して下さい。 

対処方法 指定した取込みフォルダにデータ移行整備用のデータが正しく配置されているか確認してくだ

さい。 

 

エラーメッセージ 取込みフォルダ「XXX」中のSRIDがシステムのSRID（XXX）と一致しないため、取込みを行いま

せんでした。 

対処方法 SRIDが一致しない場合、取込みを行いません。指定した取込みフォルダにあるデータ移行整

備用のデータが取込みを行うシステムと同一のSRIDを持つシステムから出力されたデータか

確認してください。 

 

 

- 95 – 

Copyright © 2008-2013 ICBA All rights reserved. 



道路情報登録閲覧システム（庁内版）Ver３.0 
―管理ツール操作マニュアル― 

10. 概要書情報取込み 

エラーメッセージ XXX形式のファイルを指定して下さい。 

対処方法 指定したファイルの形式の確認を行ってください。 

 

エラーメッセージ 取り込むファイルのサイズは XXX MB以内にしてください。 

対処方法 ファイルサイズの確認を行ってください。制限を越える場合、ファイルを分割するなどしてくださ

い。 

 

11. 概要書図形取込み 

エラーメッセージ XXX 形式のファイルを指定して下さい。 

対処方法 指定したファイルの形式の確認を行ってください。 

 

エラーメッセージ 取り込むファイルのサイズは XXX MB以内にしてください。 

対処方法 ファイルサイズの確認を行ってください。制限を越える場合、ファイルを分割するなどしてくださ

い。 

 

エラーメッセージ 引数のXXX 番目にはXXX を設定してください。 

対処方法 引数の確認をして再度実行して下さい。 

 

エラーメッセージ 処理対象レコードを特定することができません。 

対処方法 図形データの図形、属性にあやまりがなにか確認してください。 

 

エラーメッセージ shapeファイルは shp,dbf,shxの 3つを指定してください。 

対処方法 Shapeファイルが 3種類あるか確認してください。 

 

エラーメッセージ shapeファイルは shp,dbf,shxは同名にしてください。 

対処方法 Shapeファイルのファイル名を確認してください。 

 

エラーメッセージ 対象レコードの図形種別がXXXではありません。 

対処方法 システムのレイヤ設定と概要書の図形が一致しているか確認して下さい。 
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4.1.2 データエクスポート時のエラーメッセージと対処 

 

1. 公開向け情報出力 

 

エラーメッセージ 画像エクスポート処理 - 地理的範囲定義データが存在しないため出力は行いません。 

対処方法 背景図のインポートを一括登録で再度行ってください。 
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