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§§§§１１１１　　　　ＰＰＰＰａａａａｌｌｌｌｍｍｍｍ基基基基本本本本オオオオペペペペレレレレーーーーシシシショョョョンンンン

１．ハードウエアの説明

Ｐａｌｍ機は以下の構成となっています。

２．初期画面

Ｐａｌｍ機の初期画面

基本機能 アドレス（住所録）

メモ帳

ｔｏｄｏ（備忘録）

スケジューラ（予定表）

アイコンがある

このアイコンをタップすることにより

ソフトウエアが起動する。

また、① カテゴリ分類

② 時刻

③ バッテリー表示

などの情報も表示されている。

アプリケーション

ボタン

グラフィティエリア

表示エリア

メニューアイコンをタップす

ることにより、ソフトを起動

新点入力・削除などにも利用

するエリア

メニュー表示

文字入力エリア

ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝをﾀﾞｲﾚｸﾄ起動する

スクロールなどにも対応



３．グラフィティ（Graffiti）入力

４．その他の入力方法

その他の入力方法としては、この矢印に示し

た「キーボード」をタップすることにより、表

示エリアにキーボードが表示され、そこから入

力する方法があります。

また、近年周辺機器として折畳式（下図参照）

や親指操作タイプのキーボードなども販売され

ており、これらを利用する方法もあります。

文字入力は、グラフィティと呼ばれる左記に示す、

独特な形状のアルファベット入力を行うための書き

方です
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１１１１．．．．初初初初期期期期画画画画面面面面

２２２２．．．．フフフファァァァイイイイルルルル操操操操作作作作／／／／選選選選択択択択

３３３３．．．．図図図図形形形形デデデデーーーータタタタ操操操操作作作作方方方方法法法法 ＜＜＜＜拡拡拡拡大大大大・・・・縮縮縮縮小小小小・・・・ススススククククロロロローーーールルルルななななどどどど＞＞＞＞

図形操作方法には以下の方法があります。

① 表示エリア上で地形情報を直接タップしながら行う方法

② アプリケーションボタンに割り当てた動作指示で行う方法

ＣＣＣＣｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ−−−−ＳＳＳＳｕｕｕｕｒｒｒｒｖｖｖｖｅｅｅｅｙｙｙｙｏｏｏｏｒｒｒｒははははここここののののアアアアイイイイココココンンンンをををを

タタタタッッッッププププすすすするるるるここここととととかかかからららら始始始始ままままりりりりまままますすすす。。。。

Csurv V2.0

フフフファァァァイイイイルルルルのののの選選選選択択択択はははは以以以以下下下下のののの手手手手順順順順でででで操操操操作作作作ししししまままますすすす

①

①①①① ググググララララフフフフィィィィテテテティィィィエエエエリリリリアアアアのののの

メニューををををタタタタッッッッププププししししまままますすすす

②②②② ププププルルルルダダダダウウウウンンンンメメメメニニニニュュュューーーーのののの

ファイル／データベースをををを選選選選択択択択ししししまままますすすす

③③③③ 左左左左ののののメメメメニニニニュュュューーーー画画画画面面面面ににににななななりりりりまままますすすすののののででででイイイインンンン

スススストトトトーーーールルルルさささされれれれてててていいいいるるるるＰＰＰＰＤＤＤＤＢＢＢＢ、、、、現現現現在在在在使使使使わわわわ

れれれれてててていいいいるるるるＰＰＰＰＤＤＤＤＢＢＢＢをををを確確確確認認認認しししし、、、、必必必必要要要要ななななデデデデーーーー

タタタタをををを③選択ボタンでででで選選選選択択択択ししししまままますすすす

④④④④ 上上上上記記記記のののの操操操操作作作作でででで必必必必要要要要ななななデデデデーーーータタタタベベベベーーーーススススがががが選選選選

択択択択さささされれれれまままますすすす

②

③



① 表示エリア上で直接動作させる方法

[x16] -> 画画画画面面面面のののの倍倍倍倍率率率率のののの指指指指定定定定

[移移移移動動動動] -> ペペペペンンンンののののタタタタッッッッププププ位位位位置置置置をををを

画画画画面面面面のののの中中中中心心心心ににににすすすするるるる(通通通通常常常常ははははここここのののの

ﾓﾓﾓﾓｰーーーﾄﾄﾄﾄﾞ゙゙゙ににににななななっっっってててていいいいるるるる)

[+] -> 画画画画面面面面のののの中中中中心心心心でででで拡拡拡拡大大大大(1 回回回回でででで 2 倍倍倍倍)

[-] -> 画画画画面面面面のののの中中中中心心心心でででで縮縮縮縮小小小小(1 回回回回でででで 1/2)

[範範範範囲囲囲囲] -> 矩矩矩矩形形形形をををを指指指指定定定定ししししててててそそそそのののの範範範範囲囲囲囲をををを拡拡拡拡大大大大

 (ﾍﾍﾍﾍﾟ゚゚゚ﾝﾝﾝﾝををををﾀﾀﾀﾀｯｯｯｯﾌﾌﾌﾌﾟ゚゚゚しししし降降降降ろろろろししししたたたたまままままままま引引引引ききききずずずずりりりり離離離離すすすす)

[削削削削除除除除] -> 建建建建物物物物代代代代表表表表点点点点

をををを削削削削除除除除すすすするるるる

[新新新新規規規規] -> 新新新新規規規規のののの建建建建物物物物

代代代代表表表表点点点点をををを入入入入力力力力すすすするるるる (ID

番番番番号号号号はははは 99999 ととととななななるるるる)

[座座座座標標標標] -> ペペペペンンンンののののタタタタッッッッププププ位位位位

置置置置のののの座座座座標標標標(ｸｸｸｸﾞ゙゙゙ﾛﾛﾛﾛｰーーーﾊﾊﾊﾊﾞ゙゙゙ﾙﾙﾙﾙ座座座座標標標標)をををを

表表表表示示示示

[属属属属性性性性] -> 目目目目的的的的のののの建建建建物物物物代代代代表表表表

点点点点ををををタタタタッッッッププププすすすするるるるとととと属属属属性性性性をををを

表表表表示示示示・・・・編編編編集集集集すすすするるるるﾌﾌﾌﾌｫｫｫｫ ｰーーーﾑﾑﾑﾑがががが開開開開



②アプリケーションボタンに割り当てた動作指示で行う方法

 [上上上上へへへへ移移移移動動動動]

[拡拡拡拡大大大大] [左左左左へへへへ移移移移動動動動]    [右右右右へへへへ移移移移動動動動] [縮縮縮縮小小小小]

 [下下下下へへへへ移移移移動動動動]

４４４４．．．．属属属属性性性性デデデデーーーータタタタ操操操操作作作作方方方方法法法法 ＜＜＜＜入入入入力力力力・・・・ププププルルルルダダダダウウウウンンンンメメメメニニニニュュュューーーー選選選選択択択択ななななどどどど＞＞＞＞

ここここのののの属性ボタンををををタタタタッッッッププププしししし、、、、地地地地形形形形情情情情報報報報上上上上のののの点番号をををを

再再再再度度度度タタタタッッッッププププすすすするるるるここここととととにににによよよよりりりり、、、、属属属属性性性性デデデデーーーータタタタ入入入入力力力力画画画画面面面面がががが

起起起起動動動動ししししまままますすすす。。。。属属属属性性性性入入入入力力力力ははははここここのののの画画画画面面面面上上上上でででで行行行行いいいいまままますすすす。。。。

属属属属性性性性情情情情報報報報入入入入力力力力画画画画面面面面

※本本本本画画画画面面面面ののののレレレレイイイイアアアアウウウウトトトトをををを設設設設計計計計ででででききききまままますすすす(§§§§3をををを参参参参照照照照)

※属属属属性性性性画画画画面面面面がががが複複複複数数数数ペペペペーーーージジジジにににに渡渡渡渡るるるる場場場場合合合合、、、、編編編編集集集集内内内内容容容容をををを保保保保存存存存すすすす

るるるるととととききききはははは、、、、ペペペペーーーージジジジ毎毎毎毎にににに｢｢｢｢更更更更新新新新｣｣｣｣ボボボボタタタタンンンンをををを押押押押ししししてててて下下下下ささささいいいい。。。。

※整整整整数数数数値値値値テテテテキキキキスススストトトトボボボボッッッッククククススススでででで実実実実数数数数値値値値をををを入入入入力力力力すすすするるるるとととと小小小小数数数数部部部部

がががが切切切切りりりり捨捨捨捨ててててらららられれれれ、、、、整整整整数数数数値値値値ととととししししてててて保保保保存存存存さささされれれれまままますすすす。。。。

建物代表点属性

代表点番号　　　　　　　検索
名　称 　　　　　　　
住　所 　　　　　　　

用途▼　　　　　用途２▼ 　　
構造▼　　　　　屋根　▼ 　　
種類▼　　　　　階数 　　　　
建築年度 　　　　
メモ 　　　　　　
状況▼　　　　　　更新　閉じる



５５５５．．．．ＧＧＧＧＰＰＰＰＳＳＳＳ操操操操作作作作方方方方法法法法

ＧＧＧＧＰＰＰＰＳＳＳＳのののの操操操操作作作作はははは下下下下記記記記方方方方法法法法でででで行行行行いいいいまままますすすす

（（（（１１１１））））ケケケケーーーーブブブブルルルルをををを接接接接続続続続

（（（（２２２２））））ＧＧＧＧＰＰＰＰＳＳＳＳのののの電電電電源源源源ををををオオオオンンンン（（（（ＩＩＩＩＰＰＰＰＳＳＳＳ８８８８００００００００００００のののの場場場場合合合合））））

（（（（３３３３））））「「「「接接接接続続続続」」」」ををををタタタタッッッッププププ

（（（（４４４４））））「「「「起起起起動動動動」」」」ををををタタタタッッッッププププ

ここここここここででででＧＧＧＧＰＰＰＰＳＳＳＳがががが衛衛衛衛星星星星ををををととととららららええええるるるるままままでででで３３３３分分分分かかかからららら５５５５分分分分待待待待つつつつ。。。。

（（（（５５５５））））「「「「受受受受信信信信」」」」ををををタタタタッッッッププププ

受受受受信信信信機機機機能能能能ははははＧＧＧＧＰＰＰＰＳＳＳＳかかかからららら情情情情報報報報がががが来来来来るるるるままままでででで３３３３００００秒秒秒秒はははは待待待待ちちちちまままますすすす。。。。

位位位位置置置置情情情情報報報報をををを捉捉捉捉ええええるるるるとととと下下下下のののの緯緯緯緯度度度度・・・・経経経経度度度度フフフフィィィィーーーールルルルドドドドにににに値値値値がががが入入入入りりりりまままますすすす。。。。

衛衛衛衛星星星星ををををととととららららええええききききれれれれなななないいいい状状状状態態態態でででではははは最最最最後後後後にににに捉捉捉捉ええええたたたた情情情情報報報報ががががききききまままますすすす。。。。

ままままたたたた、、、、情情情情報報報報がががが中中中中途途途途半半半半端端端端でででで来来来来るるるるここここととととももももあああありりりりまままますすすす。。。。

そそそそのののの場場場場合合合合はははは下下下下のののの（（（（６６６６））））をををを参参参参照照照照ししししててててくくくくだだだだささささいいいい。。。。

（（（（６６６６））））受受受受信信信信ででででききききなななないいいい場場場場合合合合はははは、、、、再再再再度度度度「「「「受受受受信信信信」」」」ををををタタタタッッッッププププししししまままますすすす。。。。

受受受受信信信信エエエエララララーーーーににににななななっっっったたたたらららら、、、、「「「「切切切切断断断断」」」」ををををタタタタッッッッププププしししし、、、、「「「「接接接接続続続続」」」」ををををタタタタッッッッププププしししし、、、、

「「「「起起起起動動動動」」」」ををををタタタタッッッッププププししししまままますすすす。。。。

そそそそししししてててて、、、、少少少少しししし間間間間ををををおおおおいいいいてててて、、、、「「「「受受受受信信信信」」」」ををををタタタタッッッッププププししししまままますすすす。。。。何何何何度度度度繰繰繰繰りりりり返返返返ししししててててもももも、、、、

受受受受信信信信エエエエララララーーーーににににななななるるるる場場場場合合合合ははははＰＰＰＰａａａａｌｌｌｌｍｍｍｍををををリリリリセセセセッッッットトトトししししまままますすすす。。。。

※ ＧＰＳ接続ケーブルはクロスケーブルを１本用いてください

イメージ画像

実際の画像とは異なります



§§§§３３３３ ＣＣＣＣｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ−−−−ＳＳＳＳｕｕｕｕｒｒｒｒｖｖｖｖｅｅｅｅｙｙｙｙｏｏｏｏｒｒｒｒ画画画画面面面面設設設設計計計計アアアアププププリリリリケケケケーーーーシシシショョョョンンンン

（（（（ＣＣＣＣＳＳＳＳｕｕｕｕｒｒｒｒｖｖｖｖＥＥＥＥｄｄｄｄｉｉｉｉｔｔｔｔｏｏｏｏｒｒｒｒ））））

１１１１．．．．機機機機能能能能概概概概要要要要

Ｃｉｔｙ−Ｓｕｒｖｅｙｏｒの属性値編集画面のレイアウトを Windows PC 上の

アプリケーションで編集することができます。このアプリケーションをここでは、

｢CSurvEditor｣と呼ぶことにします。

ここでは、編集した画面設計情報をＣｉｔｙ−Ｓｕｒｖｅｙｏｒの属性編集画面

として表示する際の流れを示します。

画面設定
ﾏｽﾀｰﾃﾞｰﾀ

（ﾏｽﾀｰPDB）

画面設計
アプリケーション
( CSurvEditor )

地図データ
（図形PDB）

画面設定
＋属性データ
（属性PDB）

HotSync

地図PDB
（内部メモリ）

実行型PRC
（内部メモリ）

画面設定
ﾏｽﾀｰPDB

（内部メモリ）

起動イベント 属性編集
開始イベント

［Windows PC ］

［Palm / CSurv ］

CSurv
ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

（PRCファイル）

画面設定情報
＋属性PDB
（内部メモリ）

画面情報
更新処理

画面設定
ﾏｽﾀｰと一致？

画面設定
ﾃﾞﾌｫﾙﾄﾃﾞｰﾀ

（ﾃﾞﾌｫﾙﾄPDB）

画面設定
ﾃﾞﾌｫﾙﾄPDB
（内部メモリ）Yes

No

(1) CSurvEditor では、３種類の PDB ファイルを作成します。

デフォルト PDB / マスターPDB / 属性 PDB ファイル

(2) 「CSurv 本体（PRC ファイル）」と「図形 PDB ファイル」を含めた５種類の

ファイルを HotSync で Palm 機にインストールします。

(3) CSurv を起動し、属性編集を開始する際に、マスターPDB と属性 PDB の画面

設計情報を比較し、一致する場合は、その画面設計情報を用いて画面情報を

更新します。一致しなかった場合は、デフォルト PDB を用いて画面情報を更



新します。



２２２２．．．．初初初初期期期期画画画画面面面面

CSurvEditor.exe をダブルクリックすると下記のメイン画面が起動します。

３３３３．．．．画画画画面面面面設設設設計計計計情情情情報報報報のののの編編編編集集集集

編集可能な画面設計情報の項目を以下の表に示します。編集した直後に編集内容

が画面に反映しない場合は、｢属性値設定｣欄の｢更新｣ボタンを押してください。

編集項目 操作対象 操作手順

ページ番号 ｢画面設定｣欄の｢ﾍﾟｰｼﾞ番号｣ ページ番号(0〜7)を選択する。

ページタイトル ｢画面設定｣欄の｢ﾍﾟｰｼﾞﾀｲﾄﾙ｣ ﾃｷｽﾄﾎﾞｯｸｽの値を入力・編集する。

新規ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ作成 ｢オブジェクト選択｣欄の

｢タイプ｣｢ID 番号｣｢表示｣

｢タイプ｣｢ID 番号｣を指定し、｢表

示｣にチェックを入れると新規ｵﾌﾞ

ｼﾞｪｸﾄが編集フィールドの左下に作

成される。

ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの位置 編集フィールド内のｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ

「位置微調整」欄の矢印ボタ

ン

「属性値設定」の「ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ

位置」

「ｵﾌﾞｼﾞ

ｪｸﾄｻｲｽﾞ」

ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄをマウスでドラッグす

る。

矢印キーで微調整する

ﾃｷｽﾄﾎﾞｯｸｽの値を入力・編集する。

ラベル名称 ｢属性値設定｣欄の｢ﾗﾍﾞﾙ名称｣ ﾃｷｽﾄﾎﾞｯｸｽの値を入力・編集する。

（ページ番号） なし 編集不可。表示のみ

編集フィールド



数値入力制限 ｢属性値設定｣欄の｢数値制限｣

（ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄが文字列ﾃｷｽﾄの場

合のみ使用可能）

チェックを入れた場合、データ形

式は文字列であるが、数値しか入

力できない。

(前ページからの続き)

編集項目 操作対象 操作手順

ラベルの幅 ｢属性値設定｣欄の｢ﾗﾍﾞﾙ幅｣

（ラベルを有するｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの

み）

ﾃｷｽﾄﾎﾞｯｸｽの値を入力・編集す

る。

ラベルの縦位置 ｢属性値設定｣欄の｢ﾗﾍﾞﾙ縦位置｣

（ラベルを有するｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄの

み）

ﾃｷｽﾄﾎﾞｯｸｽの値を入力・編集す

る。

選択項目 ｢属性値設定｣欄の｢選択項目｣

（選択リスト ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄのみ）

選択リストのアイテムを改行で

区切り、入力・編集する。

※この設定内容は編集フィール

ド

には反映されません。

項目表示数 ｢属性値設定｣欄の｢項目表示数｣

（選択リスト ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄのみ）

ﾃｷｽﾄﾎﾞｯｸｽの値を入力・編集す

る。

選択項目数がこの値を超えた場

合

CSurv 上ではスクロールが付く。

画面の更新 ｢属性値設定｣欄の｢更新｣ボタン 編集内容が画面に反映されない

場合には、このボタンを押す。

≪オブジェクトの数量に関する注意事項≫

オブジェクトの数量には以下の制限があるので、注意して下さい。この上限を超

えるような画面設計情報は作成できません。

対象オブジェクト １ページ内の上限 全体での上限

選択リスト １５ ５０

整数値テキスト ６ ３０

実数値テキスト ６ ３０

文字列テキスト ７ １０

状態遷移ボタン ７ ５６

ラベル(注記) ４ １０

≪状態遷移ボタンの設置に関する注意事項≫

複数ページの画面を設計する場合には、下記の点に注意して下さい。

① 最初に表示されるのはページ０です。このページを初期画面とします。

② 必ず、状態遷移ボタンを設置し、作成したページに遷移できるようにしま



す。

③ ｢オブジェクト選択｣欄の｢ID 番号｣は遷移先のページ番号を表しています。

④ ｢状態遷移ボタン｣の｢ラベル名称｣初期値は Btn[0][1]のようになっていま

す。これは、ﾍﾟｰｼﾞ 0 からﾍﾟｰｼﾞ 1 への状態遷移ﾎﾞﾀﾝであることを意味して

います。

⑤ 遷移した先のページでも、同じように必要に応じて、｢状態遷移ボタン｣を

設置します。各ページに少なくとも、初期画面に戻るための｢状態遷移ボタ

ン｣を設置することを推奨します。

４４４４．．．．画画画画面面面面設設設設計計計計情情情情報報報報のののの読読読読込込込込

既存の PDB ファイルを CSurvEditor に読み込む際の手順を以下に示します。

① CSurvEditor メイン画面の｢読込｣ボタンを押すと｢画面設計情報レコードの

読込｣というタイトルのダイアログボックスが表示されます。

② ファイル名の｢選択｣ボタンを押すとファイル選択ダイアログが表示される

ので、既存の PDB ファイルを選択します。

③ ファイル名のテキストボックスに指定したファイル名が表示されます。

④ データベース名を選択もしくは入力します。ここでは、デフォルト PDB フ

ァイルの場合、｢Default｣を、マスターPDB ファイルの場合、｢Master｣をそ

れぞれ選択します。また、属性 PDB ファイルの場合は、ファイル名と同一

の名称が表示されるので、そのまま選択します。

⑤ マスターPDB ファイルの場合のみ、既存の｢識別コード｣の中から、読み込

むレコードを選択します。これは、画面設計情報レコードの名称を表しま

す。

⑥ 入力した情報を確認し、よろしければ、｢OK｣ボタンを押します。これによ

り、指定した画面設計情報レコードの内容が｢メイン画面｣の｢編集フィール

ド｣に表示されます。





５５５５．．．．画画画画面面面面設設設設計計計計情情情情報報報報のののの保保保保存存存存

CSurvEditor で編集した画面設計情報を保存する際の手順を以下に示します。

① CSurvEditor メイン画面の｢保存｣ボタンを押すと｢画面設計情報レコードへ

の書込み｣というタイトルのダイアログボックスが表示されます。

② ファイル名の｢選択｣ボタンを押すとファイル選択ダイアログが表示される

ので、保存する PDB ファイルを選択もしくは入力します。デフォルトおよ

びマスターPDB ファイルのファイル名は任意です。ただし、属性 PDB ファ

イルの場合は、｢(タイル名)_A.pdb｣という名称で作成して下さい。タイル

名称が｢09LC192｣の場合、｢09LC192_A.pdb｣と入力します。

③ ファイル名のテキストボックスに指定したファイル名が表示されます。

④ データベース名を選択もしくは入力します。ここでは、デフォルト PDB フ

ァイルの場合、｢Default｣を、マスターPDB ファイルの場合、｢Master｣をそ

れぞれ選択します。また、属性 PDB ファイルの場合は、｢(タイル名)_A｣を

入力します。タイル名が｢09LC192｣の場合、｢09LC192_A｣と入力します。

⑤ マスターPDB ファイルの場合のみ、｢識別コード｣を選択もしくは入力しま

す。これは画面設計情報レコードの名称を表します。

⑥ 入力した情報を確認し、よろしければ、｢OK｣ボタンを押します。これによ

り、画面設計情報レコードの内容が指定した PDB ファイルに保存されます。



６６６６．．．．画画画画面面面面設設設設計計計計情情情情報報報報レレレレココココーーーードドドドのののの削削削削除除除除（（（（ママママススススタタタターーーーPPPPDDDDBBBB フフフファァァァイイイイルルルルののののみみみみ））））

マスターPDB ファイル内の画面設計情報レコードを削除する際の手順を以下に示

します。

① CSurvEditor メイン画面の｢レコード削除｣ボタンを押すと｢画面設計情報レ

コードの削除｣というタイトルのダイアログボックスが表示されます。

② ファイル名の｢選択｣ボタンを押すとファイル選択ダイアログが表示される

ので、マスターPDB ファイルを選択します。

③ ファイル名のテキストボックスに指定したファイル名が表示されます。

④ データベース名は｢Master｣のままで変更しません。

⑤ 削除する画面設計情報レコードの｢識別コード｣を選択します。

⑥ 入力した情報を確認し、よろしければ、｢OK｣ボタンを押します。これによ

り、指定した画面設計情報レコードが削除されます。



７７７７．．．．属属属属性性性性デデデデーーーータタタタ変変変変換換換換（（（（ＰＰＰＰＤＤＤＤＢＢＢＢ−−−−ＣＣＣＣＳＳＳＳＶＶＶＶ））））

既存の属性 PDB ファイルの内容を CSV ファイルに出力することができます。また、

Microsoft 社の Excel 等を用いて、CSV ファイルを編集し、その内容を属性 PDB

ファイルに戻すことも可能です。その際の手順を以下に示します。

① CSurvEditorメイン画面の｢属性ﾃﾞｰﾀ変換｣ボタンを押すと｢属性データ変換｣

というタイトルのダイアログボックスが表示されます。

② 変換タイプとして、｢PDB→CSV｣もしくは｢CSV→PDB｣のいずれかを選択しま

す。

③ 入力ファイル名および出力ファイル名の｢選択｣ボタンを押すと、それぞれ、

ファイル選択ダイアログが表示されるので、ファイルを選択します。

④ ファイル名のテキストボックスに指定したファイル名が表示されます。

⑤ ｢CSV→PDB｣変換の場合、データベース名を入力します。ここでは、ファイ

ル名と同一の名称(タイル名_A)を入力します。また、｢PDB→CSV｣変換の場

合は、⑤〜⑦の操作は不要です。

⑥ 属性 PDB ファイルで使用する画面設計情報レコードを指定するために、そ

のレコードが格納されているマスターPDB ファイルを選択します。

⑦ 既存の｢識別コード｣の中から、使用する画面設計情報レコードを選択しま

す。

⑧ 入力した情報を確認し、よろしければ、｢OK｣ボタンを押します。これによ

り、指定した画面設計情報レコードの内容と属性 CSV ファイルの内容を合

わせて、新たな属性 PDB ファイルを作成します。





§§§§４４４４ パパパパーーーーソソソソナナナナルルルルココココンンンンピピピピュュュューーーータタタタ（（（（ＰＰＰＰＣＣＣＣ））））ととととののののシシシシンンンンククククロロロロ

１１１１．．．．ＣＣＣＣｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ−−−−ＳＳＳＳｕｕｕｕｒｒｒｒｖｖｖｖｅｅｅｅｙｙｙｙｏｏｏｏｒｒｒｒののののイイイインンンンスススストトトトーーーールルルル／／／／削削削削除除除除

Ｃｉｔｙ−ＳｕｒｖｅｙｏｒのＰａｌｍ機へのインストールは後述する。

ＨｏｔＳｙｎｃ機能を用いて行う方法と、すでにＣｉｔｙ−Ｓｕｒｖｅｙｏｒが

インストール済のＰａｌｍ機から赤外線通信で行う方法があります。いずれの場

合でも以下のファイルをインストールします。

ＣＣＣＣｓｓｓｓｕｕｕｕｒｒｒｒｖｖｖｖ．．．．ｐｐｐｐｒｒｒｒｃｃｃｃ

ＭＭＭＭａａａａｔｔｔｔｈｈｈｈｌｌｌｌｉｉｉｉｂｂｂｂ．．．．ｐｐｐｐｒｒｒｒｃｃｃｃ

２２２２．．．．ＨＨＨＨｏｏｏｏｔｔｔｔＳＳＳＳｙｙｙｙｎｎｎｎｃｃｃｃ機機機機能能能能をををを用用用用いいいいたたたたシシシシンンンンククククロロロロ

Ｃｉｔｙ−Ｓｕｒｖｅｙｏｒ本体およびデータベースはＨｏｔ−Ｓｙｎｃ機能を

使いＰＣとシンクロさせます。

ＰＡＬＭＤＥＳＫＴＯＰ初期画面

 

インストール画面 ＨｏｔＳｙｎｃ画面

３３３３．．．．ＰＰＰＰＣＣＣＣ内内内内部部部部ののののフフフファァァァイイイイルルルル・・・・デデデデーーーータタタタ管管管管理理理理

ＰＣ内部のデータ管理は一般的なファイル管理手法と同様です。

なお、属性データはＣＳＶ形式で保管されます。



§§§§５５５５ ＣＣＣＣｉｉｉｉｔｔｔｔｙｙｙｙ−−−−ＳＳＳＳｕｕｕｕｒｒｒｒｖｖｖｖｅｅｅｅｙｙｙｙｏｏｏｏｒｒｒｒ用用用用デデデデーーーータタタタベベベベーーーースススス作作作作成成成成ツツツツーーーールルルル[[[[ＥＥＥＥＸＸＸＸ．．．．ＥＥＥＥＸＸＸＸＥＥＥＥ]]]]

使使使使用用用用法法法法

１１１１．．．．起起起起動動動動／／／／終終終終了了了了・・・・初初初初期期期期画画画画面面面面

図形データを（ＤＭデータおよび数値地形データ）をＰａｌｍで扱うことのでき

る形態にするためには、Ｐａｌｍ用のファイルに変換する必要があります。この

変換ソフトはＥＸ．ｅｘｅといいます。

ＰＣ上にあるＥＸ．ｅｘｅをクリックします。起動すると下のような画面が起動

します。

初期画面が起動したら必要な項目を選択します

２２２２．．．．デデデデーーーータタタタのののの選選選選択択択択・・・・変変変変換換換換

必要なデータをＰＣ上で下メニューから選択します。

３３３３．．．．変変変変換換換換のののの確確確確認認認認

変換を確認し終了します。ＰＤＢファイルを確認したらＨＯＴ−ＳＹＮＣ機能で

属属属属性性性性ＰＰＰＰＤＤＤＤＢＢＢＢ→→→→属属属属性性性性ＣＣＣＣＳＳＳＳＶＶＶＶ

メインメニュー

属属属属性性性性ＣＣＣＣＳＳＳＳＶＶＶＶ→→→→属属属属性性性性ＰＰＰＰＤＤＤＤＢＢＢＢ

ＤＤＤＤＭＭＭＭﾌﾌﾌﾌｫｫｫｫｰーーーﾏﾏﾏﾏｯｯｯｯﾄﾄﾄﾄﾌﾌﾌﾌｧｧｧｧｲｲｲｲﾙﾙﾙﾙ→→→→図図図図形形形形・・・・属属属属性性性性

数数数数値値値値地地地地図図図図２２２２５５５５００００００００→→→→図図図図形形形形・・・・属属属属性性性性

終終終終 了了了了



ＰＡＬＭにインストールします。


