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はじめに 
この度は、CieloCAD シリーズをご導入頂きまして誠にありがとうございます。 

本書はポケットコンパスで観測した野帳データの入力、計算、作図までの操作をまとめた解説書です。 

本機能は Ver.7 から対応した機能です。 
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１．CieloCADを起動する 
CieloCAD 起動アイコンをダブルクリックしてシステムを起動（メイン画面）します。 

 

 
 

 

２．基準点（緯度経度）を平面直角座標（XY座標）に変換する 
基準点が緯度経度の場合、平面直角座標（XY 座標）に変換します。 

※任意座標で計算する場合には本操作は必要ありません。 

（１）計算コマンドの「BLXY変換」をクリックして選択する 

 

（２）「BLXY変換」入力シートに入力して計算する 

以下のように入力します。 

 
①平面直角座標系を座標系番号から選択します。※現場が石川県 富山県 岐阜県 愛知県の場合「7 系」です。 

②緯度経度を入力します。度で小数点を入力してください。 

③測点名を入力します。本データでは「0」を入力します。 

④計算ボタンをクリックします。計算を実行して結果（XY 座標）を表示します。 

⑤確定ボタンをクリックします。 

計算ワークデータを作成し座標管理に座標を登録します。 

① 

② ③ 

④ ⑤ 

野帳入力を任意座標で計算した後に、基準点座標を BLXY 変換し

て平面直角座標にして反映することもできます。 

その場合は、野帳入力に戻り基準点名を再入力すると既知点とし

て座標を読み込みますので、計算ボタンをクリックして再計算し

てください。 

全体図モニター 

計算ワーク形状 
表示モニター 計算ワークリスト 

計算ワーク形状表示モニター及び

全体図モニターは測量座標系（N

方向を X 軸）で表示します。 
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３．野帳データを入力する 
ポケットコンパスで観測した野帳データを以下のように入力します。 

（１）計算コマンドの「閉合トラバースコンパス」をクリックして選択する 

 

（２）「閉合トラバースコンパス」入力シートに入力して計算書を作成する 

点名が連番の場合は、「点名自動インクリメント」スイッチをオンにすると 

自動表示します。例えば、開始測点名が「1」の時、次項の測点名へ 

カーソルが移行すると自動的に「2」と表示します。 

 

入力シートには以下のように入力します。測点名、方位角、高低角（傾斜角）、斜距離を順に入力してください。 

角度の入力単位は「度」です。例えば 2度 30 分は「2.5」と入力してください。 

 
 
①計算ワーク名を入力します。計算書には「路線名」に連動して表示します。 

②基準点名を入力します。本データでは「0」を入力します。先ほど BLXY 変換で計算して座標管理に登録された

測点ですので既知点として読み込まれます。既知点でない場合には、XY 座標を入力してください。 

③視準測点名、方向角、高低角、斜距離の順にすべての観測データを入力します。閉合の終点は基準点です。 

④計算ボタンをクリックします。計算を実行して結果（水平距離、高低差、XY 座標など）を表示します。 

⑤面積単位をクリックして変更（㎡／ha）することができます。計算書の面積に連動して表示します。 

⑥計算書に連動表示するタイトル項目などを入力することができます。 

⑦印刷ボタンクリックして帳票印刷を選択します。計算書をプレビュー表示します。 

「プリンタの設定」でプリンターを選択します。「自動縮率」をオンにすると現在選択している用紙、用紙向きに

対して自動的に収まるように計算書を配置します。その他必要に応じて設定を行ってください。 

「印刷」で印刷します。☞6 ページ参照 

⑧確定ボタンをクリックします。 

計算ワークデータを作成し座標管理に座標を登録します。 

 

② 

③ 

④ ⑦ ⑧ 

コンパス測量は閉合、開放、放射に対応しています。閉合の計算

書では精度及び面積の表示に対応しています。 

計算はフル桁で行います。均等法で補正します。 

⑤ 

⑥ 

① 

●点名について 

CieloCAD は点名管理のシステムです。 

現場内では同一点名を使用することはできません。 

同一点名を使用しようとすると「同一点名確認」メ

ッセージを表示して注意を促します。 

【ご注意】 

そのまま同一点名を使用して座標計算すると上書

き登録しますのでご注意ください。 

●エクセルからの転記について 

エクセルに野帳データが入力されている場合、コピー

＆ペーストして CieloCAD の計算入力シートへ貼り付

けて利用することができます。☞14 ページ参照 
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データの表示桁について 

データの表示丸めは「設定（S）」－「丸め設定」で行います。 

 
座標、標高、距離、角度、面積、倍面積、地積、その他の表示桁及び表示丸めを設定します。 

例えば、距離で［２桁］、［四捨五入］の場合、距離の少数点３桁目を四捨五入して２桁で表示します。 

計算書に表示する連動項目について 

計算書に表示する連動項目は以下の通りです。 

 
 

 

印刷プレビューの機能について 

＜プリンタの設定＞ 

 

トラバースコンパス計算では、 

・方位角、高低角、斜距離、水平距離、高低

差は「距離」の設定丸め 

・XY 座標値は「座標」の設定丸め 

・面積は「面積」の設定丸め 

を参照しています。 

【ご注意】 

トラバースコンパス計算では、方位角、高低

角、は「距離」の設定丸めを参照しています

のでご注意ください。 

① 
② 

③ 
④ 
⑤ 

印刷するプリンターを選択します。 

用紙の向きを選択します。 

用紙サイズを選択します。 
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＜自動縮率＞ 

選択している用紙とその向きに収まるように自動的に縮率を設定します。 

  
その他詳しくはオンラインヘルプをご参照ください。 

（３）入力シートでデータを訂正する 

訂正したい箇所をマウスでクリックしてカーソルを移行してデータを訂正します。 

計算実行後の時はデータを訂正すると計算結果をクリアし、その他行の計算結果を赤色文字で表示します。 

入力データと計算結果が異なることを示していますので必ず計算ボタンをクリックして再計算を行ってください。 

 

（４）入力シートでデータ行を追加する 

追加したい行№をクリックしてカーソルを移行します。右クリックするとポップアップメニューを表示しますの

で「行挿入」を選択します。入力行が挿入されます。 

 

（５）入力シートでデータ行を削除する 

削除したい行№をクリックしてカーソルを移行します。右クリックするとポップアップメニューを表示しますの

で「行削除」を選択します。入力行が削除されます。 

 

【ご注意】 

本データのように、「点名自動インクリメント」スイッチをオンにした

状態で行を挿入すると「同一点名確認」メッセージを表示します。こ

れは挿入した行に対して自動で点名を付与するために同一点名が発生

したことによります。メッセージで「キャンセル」ボタンをクリック

すると、測点名を空欄の状態で行が挿入されます。 

【ご注意】 

計算結果の表示が赤色文字の時は、再計算が必要です。 
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（６）入力形状を印刷する 

野帳入力形状を印刷することができます。印刷ボタンをクリックして「図形印刷」を選択します。 

 
 

 

（７）データ入力を確定（完了）する 

野帳入力や計算が完了したら確定ボタンをクリックします。メイン画面に戻ります。今まで入力したデータ

（CieloCAD の計算ワークデータと呼びます）が登録されていることが確認することができます。 

 
 

 

 

図の縮尺、回転角、枠線・表題、方位、図形

の表示に関する設定を行えます。 

印刷ボタンをクリックすると印刷します。 

●図形や距離などの設定をするには？ 

「設定（S）」－「計算図条件」を選択します。

印刷時の測点名や距離の表示色や文字サイ

ズ、図形の線種などを設定します。設定が完

了したら OK ボタンをクリックします。 

●CAD 編集による図面作成方法は？ 

☞10 ページ参照 

 

選択している計算ワークの入力形状を表示します。 
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４．データを保存する 
CieloCAD のデータをします。「ファイル（F）」－「名前を付けて保存（A）」を選択します。保存先のフォルダを

指定しファイル名を入力して保存ボタンをクリックしてください。 

 
 

 

５．保存したデータを読み込む 
保存したデータを読み込む（開く）ことができます。「ファイル（F）」－「開く」を選択します。保存先のフォル

ダを指定しファイルを選択して開くボタンをクリックしてください。※ドラッグ＆ドロップしてファイルを開く

こともできます。 

データを開く際に、入力中のデータが存在する場合メッセージを表示します。必要に応じて入力中のデータを保

存してからファイルを開く操作をしてください。 

 

６．システムを終了する 
メイン画面に戻った状態で「ファイル（F）」－「アプリケーションの終了（X）」を選択します。 

入力中のデータが存在する場合メッセージを表示します。必要に応じて入力中のデータを保存してから終了する

操作をしてください。 

 
 

  

●保存されたデータについて 

保存したデータには、座標、ワークデータ、全

体図（CAD データ含む）が全て含まれた現場デー

タとしてファイルに保存されています。 

保存したファイルは開いて読み込み、追加や修

正などおこなうことができます。 

追加修正した際には、「ファイル（F）」－「上書

き保存」で保存する、もしくは別名でファイル

保存してください。 

【ご注意】 

データを保存しないでシステムを終了した場

合、計算データや座標、図面が全て失われます。 

データは必ず保存してください。 

【ご注意】 

データを保存しないでシステムを終了した場合、計算データや座

標、図面が全て失われます。 

データは必ず保存してください。 
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７．その他の機能解説 

（１）野帳計算した座標を確認する 

計算した座標は座標管理に登録管理されています。座標管理をクリックすると座標管理シートを開きます。座標

管理は終了ボタンをクリックして閉じます。 

 
 

 

（２）座標リストを作成する 

登録された座標から座標リストを作成することができます。座標リストをクリックすると座標リストの入力シー

トを開きます。座標リストは確定ボタンをクリックして閉じます。 

 
 

 

（３）計算座標を SIMAファイルで保存する、読み込む 

CieloCAD の座標データを SIMA ファイルに保存することができます。「外部データ（D）」－「保存」-「SIMA」

を選択します。保存先のフォルダを指定しファイル名を入力して保存ボタンをクリックしてください。 

逆に SIMA ファイルを CieloCAD で読み込むことができます。「外部データ（D）」－「取り込み」-「SIMA」を

選択します。保存先のフォルダを指定しファイルを選択して開くボタンをクリックしてください。 

座標リストにしたい測点名を入力します。登録測点以外の場合

には、測点名、XY 座標を入力します。 

印刷ボタンをクリックして帳票印刷を選択すると座標リストを

印刷することができます。 

同様にして、印刷ボタンをクリックして図形印刷を選択すると

座標プロット図を印刷することができます。 

その他、座標リストでは、手入力による測点追加を行うことも

できます。詳しくはオンラインヘルプをご参照ください。 
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（４）全体図モニターで図面を作成する 

全体図モニターに配置された用紙上に図面を表示して汎用（CAD）機能を利用して図面を作成するこができます。 

①全体図モニターの用紙上に計算図を表示する 

「設定（S）」－「用紙設定」を選択します。用紙設定のダイアログを表示します。用紙、縮尺、回転角を設定し

て「自動中央」ボタンをクリックします。全体図モニターの用紙上中央に計算図の形状を配置します。 

 
 

 
 

 

②計算図の条件を設定する 

「設定（S）」－「計算図条件」を選択します。印刷時の測点名や距離の表示色や文字サイズ、図形の線種などを

設定します。設定が完了したら OK ボタンをクリックします。 

 

全体図モニター 

【ご注意】 

計算図条件の設定内容は、測点名のサイズ、

プロットマークのサイズを除き全体図モニ

ターの描画にも反映されます。 

ただし、「ファイル（F）」－「印刷」で図面

を印刷する時には設定サイズで印刷されま

す。 

また、図化スイッチの設定は「図形印刷」時

の描画に反映します。 

全体図モニターに描画する測点名、距離、角

度などはレイヤの表示でオンオフすること

ができます。 

☞11 ページ参照 

 

【ご注意】 

全体図モニターは測量座標系

（N方向を X 軸）で表示して

います。用紙の原点は（0,0）

ですので、公共座標など座標

桁の異なる座標系で処理した

場合には、用紙と形状図との

描画が離れた位置となります

ので画面上では微小な表示と

なる場合があります。 

図の縮尺と用紙位置を合わせ

ること適正な表示にすること

ができます。 

回転角は、方位マーク配置時の傾きにも連動します。 

☞13 ページ参照 

位置合わせは、用紙位置をマウスで移動して調整する機能です。 
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③図面に不要な図形要素を消す 

作図に不要な図形要素（距離や方向角など）の描画をレイヤで消すことができます。 

「表示（V）」－「レイヤ」をオンにしてレイヤの設定ウィンドウを表示します。 

 
計算図条件で設定されたレイヤをオフにすることによって描画を消すことができます。印刷もされません。 

       
 
例えば、距離と方向角を描画なしにする時には、レイヤ 25、26 を「×」にします。 

   
 
 
 
 
 
 

レイヤ設定ウィンドウ 

「〇」は全体図モニター上で描画あり、「×」は描画なし

となります。 

※描画なしは印刷もされません。 

【ご注意】 

全体図モニターに描画された計算ワーク図は直接編集（移動、削除、編集）することはできません。 

すべて CAD データで作成したい場合は、線分をトレースした後に計算ワーク図の表示をオフにい

て、文字追加等をして図面を作成してください。 
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④図面に不要なデータを消す 

閉合トラバースコンパス以外のデータの描画を全体図モニター上でオフにして消します。本データの場合、BLXY

変換ワーク形状と座標点プロットが重なり表示していますので表示をオフにします。 

※描画上問題ない範囲であれば描画をオフにする必要はありません。 

 

 

⑤図面に必要な情報を追加する 

図面に必要な情報を汎用（CAD）コマンドで追加配置します。 

汎用コマンドをクリックすると汎用コマンドのリストを表示します。文字 1 点配置をクリックして選択します。 

  
配置したい文字を入力して OK ボタンをクリックします。配置する文字のレイヤ番号、文字色等を必要に応じて

設定します。例としてレイヤ 1、緑色を設定しました。 

  
文字サイズを設定するには、「表示（V）」－「文字」をオンにします。文字設定ウィンドウを表示します。文字サ

イズ等を設定します、例として「高さ」と「横幅」を 10mm としました。 

 
文字をマウスで任意な位置でクリックして配置します。 

 

「座」アイコンをオフにすると登録

された測点を非表示にします。ただ

し、計算ワークに含まれる測点は計

算ワークの表示がオンであれば表示

されます。計算ワークは一覧の「表

示」をクリックして「×」にすると

非表示となります。 

文字設定ウィンドウ 

単位は mm です。 
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文字で複数行を一括で入力して配置することもできます。改行は CTRL キーを押しながら ENTER キーです。 

入力した文字は自動的に登録されますので、再利用することができます。 

 
同様に操作して、情報を追加配置してください。 

⑥方位マークを配置する 

汎用（CAD）コマンドで方位配置をクリックして選択します。 

 
文字をマウスで任意な位置でクリックして配置します。※レイヤや図形色などを変更選択してから配置可 

傾きは図面の回転角に連動して表示します。☞10 ページ参照 

 
方位マークのサイズは設定で変更することができます。 

   

⑦図面を印刷する 

「ファイル（F）」－「印刷」を選択します。 

 
  

クリックすると入力履歴を表示します。選択して配置、修

正して再利用することができます。 

配置位置の編集は、印刷をキャンセ

ルして全体図モニターに戻ります。 

追加した文字や方位マークは要素検

索（クリックすると移動できる状態）

して 1点移動します。 

また、用紙位置を移動して位置調整

することもできます。 

「設定（S）」－「用紙設定」-「位置

合わせ」を選択して用紙枠を移動し

て位置合わせを行ってください。 

☞10 ページ参照 

【ご注意】 

全体図モニターに描画された計算ワ

ーク図は直接編集（移動、削除、編

集）することはできません。 
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（５）エクセルで入力した数値をコピーして計算シートに貼り付ける 

エクセルで入力した数値をコピーして CieloCAD の計算入力シートに貼り付けて入力に反映することができます。 

データの範囲をコピーします。 

 
CieloCAD の計算入力シートの先頭で右クリックしてポップアップメニューから「貼り付け」を選択します。 

データが貼り付けられます。 

   

（６）観測した現場を googleEarthで確認する 

全体図モニターに表示されている図面を GoogleEarth 上で表示します。現地衛星画像と図面とを重ね表示するこ

とで位置確認や計画検討などにご利用頂けます。GoogleEarth を使用できる環境（ネット接続、GoogleEarth イン

ストール等）が必要です。「設定（S）」－「測地系設定」で現場の測地系を設定します。※現場が石川県 富山県 

岐阜県 愛知県の場合「7系」です。 

 
「ツール（T）」－「GoogleEarth 表示」を選択します。GoogleEarth を起動して現場の位置で図面を表示します。 

  
以上 

【ご注意】 

データの並びが CieloCAD と一致している範囲

でコピーして貼り付けしてください。 

【ご注意】 

測地系及び平面直角座標系（19 系）の設定が異なっている場合、

GoogleEarth での表示が異なる場所で表示されてしまいます。ご注意

ください。 


