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1 - MapBasic の概要
MapBasic 開発環境にようこそ。MapBasic は、MapInfo Pro® のカスタマ
イズと自動化を可能にするパワフルでしかも使いやすいプログラミング言
語です。
このマニュアルでは、MapBasic プログラミング言語のすべての文と関数
について説明しています。MapBasic プログラミングの概念や開発環境の
使用方法については、『MapBasicユーザーズガイド』を参照してくださ
い。
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表記規則
このマニュアルでは以下の表記規則に従っています。

意味表記規則

MapBasic のキーワードは太字で表記され、先頭の文字が
大文字になっています。
このマニュアルでは、キーワードの先頭の文字を大文字で
表記していますが、実際にMapBasicプログラムでキーワー
ドを記述する際には、すべて大文字、すべて小文字、また
は大文字と小文字の組み合わせを使用してかまいません。

If、Call、Map、Browse、Area

通常、先頭の文字が大文字になっているものは、特別なプ
ロシージャ名か変数タイプです。

Main、Pen、Object

パラメータです。 MapBasic の文を作成するときは、それ
ぞれのパラメータに適切な式を記述する必要があります。

table、handler、window_id

角かっこで囲まれているキーワードまたはパラメータはオ
プション (省略可能) です。

[ window_id ]、[ Interactive ]

中括弧で囲まれている構文式は、縦棒 (|)で区切られたキー
ワードやパラメータで、その中から1つを選ぶようになっ
ています。たとえば、左のように ({On |Off })と記されて
いる場合は、OnとOffのどちらかを選ぶ必要があります。

{ On | Off }

プログラムのサンプルは、Courier フォントで表記されて
います。"Note "Hello,world!"
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MapBasic 言語の概観
以降のページは、MapBasicの文と関数を種類別にまとめたものです。左側には文や関数の短い説
明が、右側には該当する文や関数が太字で記述されています。関数名の後ろにはかっこ () が付い
ています。

MapBasic の基本

変数

Dim、Globalローカル変数とグローバル変数の宣言:

ReDim、UBound()、UnDim配列変数のリサイズ:

種類カスタムデータ構造の宣言:

大きな整数変数
MapBasic では、SmallInt、Integer、および LargeInt を整数タイプとして使用します。LargeInt
は、64 ビット (8 バイト) の整数を格納するタイプです。LargeInt 変数を作成するには、Dim 文を
使用します。

-32768以上 32767以下の整数。2バイトで格納されます。SmallInt

-2,147,483,648以上 +2,147,483,647以下の整数。4バイト
で格納されます。

整数
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-9,223,372,036,854,775,808以上
+9,223,372,036,854,775,807以下の整数。8 バイトで格納
されます。

LargeInt

LargeInt変数はMapBasicでサポートされていますが、テーブルで完全にサポートされているタイ
プではありません。主題図などの大きな値を扱う場合、一部の操作が正しく実行されないことがあ
ります。一部の算術演算や関数は、LargeInt値を生成します。値が Integer変数で表せる範囲から
外れる場合にアプリケーションが結果を Integerに格納しようとすると、オーバーフローエラーが
発生します。
次の関数は、LargeInt 値を返します。
• Seek 文
• LOF() 関数
• Server_GetODBCHConn() 関数
• Server_GetODBCHStmt() 関数

次の文は、ファイルの場所を LargeInt 値で受け取ります。
• Seek 文
• Get 文

次の関数は、ここに示す属性が要求された場合に IntPtr 値を返します。
• SystemInfo() 関数 属性 SYS_INFO_APPLICATIONWND、SYS_INFO_MAPINFOWND、
SYS_INFO_MDICLIENTWND、または SYS_INFO_APPIDISPATCH

• WindowInfo() 関数 属性 WIN_INFO_WND

注 : IntPtrは、ポインタまたはハンドルを表すプラットフォーム固有のタイプです。MapInfo
Pro の 32 ビット版と 64 ビット版の両方で使用できるアプリケーションを作成できます。
MapInfo Proの 64ビット版では、このタイプを LargeIntのように扱い、MapInfo Proの 32
ビット版では Integer のように扱います。

ループと分岐

For...Next、Exit For、Do...Loop、Exit Do、While...Wendループ:

If...Then、Do Case、GoTo分岐:
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End Program、Terminate Application、End MapInfoその他のフロー制御:

出力と印刷

PrintWinウィンドウの内容を出力:

印刷メッセージ ウィンドウへのテキストの出力:

Layout、Create Frame、Set Windowレイアウト ウィンドウのセットアップ:

Save Windowウィンドウをファイルへエクスポート:

Set Window、Window Info()プリンタの制御:

プロシージャ (Main と Sub)

Declare Sub、Sub...End Subプロシージャの定義:

Callプロシージャの呼び出し:

Exit Subプロシージャの終了:

MainMain プロシージャ:
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エラー処理

OnErrorエラー ハンドラのセットアップ:

Err()、Error$()現在のエラー情報の取得:

Resumeエラー ハンドラからの復帰:

エラーエラーの発生のシミュレート:

MapBasic IDE 機能

MapBasic Include および Module ファイルの検索パスの設定

定義およびモジュールのMapBasicライブラリの開発を容易にするために、コンパイル時に Include
(.def)ファイルを、リンク時に Module (.mbo)ファイルを検索するパスを、環境変数で設定できま
す。デフォルトでMapBasicではこれらのファイルを、まずはMapBasicコードで指定されたパス
で検索してから、MapBasicがインストールされているフォルダで検索します。これらの環境変数
を設定することにより、コードで指定されたパスを検索した後、MapBasicフォルダを検索する前
に検索する追加のフォルダを指定できます。Include ファイルおよび Module ファイル用の環境変
数はそれぞれ、MBINCLUDEとMBMODULEで、それらの値には、検索するフォルダをセミコロ
ンで区切ったリストを設定する必要があります。MapBasicは、指定されたフォルダとその下にあ
るすべてのサブフォルダを検索します。
環境変数は、システム上の [システムの詳細設定] で設定できます。環境変数を有効にするには、
MapBasic の実行前に設定しておく必要があります。
Include ファイルを検索する追加のフォルダを設定するには、環境変数 MBINCLUDE を設定しま
す。例えば、.def ファイルのライブラリがフォルダ C:\My MapBasic Library と C:\Work お
よびそのサブフォルダに存在する場合は、MBINCLUDE 環境変数を次のように設定します。
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パスに空白が含まれる場合でも、フォルダ名を引用符で囲んではいけません。
Moduleファイルを検索する追加のフォルダを設定する場合も同様に、環境変数MBMODULEを設
定します。たとえば、.mboファイルのライブラリがC:\My MapBasic Libraryとその下のフォ
ルダに存在する場合は、環境変数 MBMODULE を次のように設定します。

MapBasic コードのセクションの例を以下に示します。

Include “mapbasic.def”
Include “utilities.def”
Include “myapplication.def”

上記のように環境変数を設定した場合、MapBasicのコンパイル時に .defファイルが、コンパイル
中のファイルが存在するフォルダ、C:\My MapBasic Libraryとそのサブフォルダ、C:\Work

とそのサブフォルダ、MapBasicがインストールされたフォルダの順に検索されます。たとえば、
記述済みの複数のアプリケーションで utilities.def というファイルを使用している場合は、
そのファイルを C:\My MapBasic Library または C:\Work の下に配置しておけば、コードの
中でパスを指定しなくても MapBasic はそれを見つけることができます。
同様に、プロジェクト (.mbp) ファイルは次のようになります。

[Link]Application=myapplication.mbx
Module=myapplication.mbo
Module=library.mbo

例えば、作成した複数のアプリケーションで library.mbo というファイルを使用している場合
は、そのファイルをC:\My MapBasic Libraryの下に配置しておけば、プロジェクトファイル
の中でパスを指定しなくても MapBasic はそれを見つけることができます。
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関数

カスタム関数

Declare Function、Function...End Functionカスタム関数の定義:

Exit Function関数の終了:

データ変換関数

Asc()文字列を文字コードへ変換:

Chr$()文字コードを文字列へ変換:

Val()文字列を数値へ変換:

Str$()、Format$()数値を文字列へ変換:

NumberToDate()、StringToDate()数値や文字列を日付へ変換:

Set Date Window、DateWindow()2 桁の年数に変換:

ConvertToRegion()、ConvertToPline()オブジェクト タイプの変換:

LabelInfo()ラベルをテキストに変換:

PointToMGRS$()ポイント オブジェクトを MGRS 座標へ変換:
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MGRSToPoint()MGRS 座標をポイント オブジェクトへ変換:

PointToUSNG$(obj, datumid)ポイント オブジェクトを USNG 座標へ変換:

USNGToPoint(string)USNG 座標をポイント オブジェクトへ変換:

日付と時間に関する関数

CurDate()現在の日付の取得

Day()、Month()、Weekday()、Year()日付から年、月、日などの値を抽出:

Time()現在の時刻を書式化された文字列として取得:

NumberToDate()、StringToDate()数値または文字列から日付を作成:

CurTime()、CurDateTime()現在の時刻または日付/時刻を取得:

GetDate()、GetTime()日付/時刻の値から日付または時刻を取得:

NumberToDateTime()、NumberToTime()数値から日付/時刻または時刻の値を作成:

MakeDateTime()日付と時刻の分離した 2 つの値から日付/時刻の 1 つの値
を作成:

StringToDateTime()、StringToTime()文字列から日付/時刻または時刻の値を作成:

FormatDate$()、 FormatTime$()日付または時刻の値を表す文字列を作成:

Hour()、 Minute()、 Second()時刻の値から時、分、秒の値を抽出:

Set Date Window()、 DateWindow()2 桁で入力された年に対する規則のセットとゲット:
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DateTime
日付を表す DateTime 値。MapBasic に数値または文字列を入力すると、その値は、テーブル内の
DateTime フィールドや MapBasic の中の DateTime 変数に代入されるときに自動的に DateTime
値に変換されます。
以下の要素で構成される 17 桁で日付を表すことができます。
• 年を表す 4 桁
• 月、日、時間、分、秒をそれぞれ 2 桁で表す列
• ミリ秒を表す 3 桁
引用符で囲まない場合は数値、囲まれている場合は文字列とみなされます。入力が 17桁よりも少
ない場合、文字列か数値かによって解釈は異なります。文字列の場合は右側に 0 が追加され、数
値の場合は左側に 0 が追加されます。つまり、"20150909" は "20150909000000000" という文字
列として評価され、20150909 は 00000000020150909 という数値として評価されます。
MapBasicは、ユーザのコンピュータで設定されている日付書式オプションに従って日付の文字列
を解釈します。国際的な日付の標準表記は次のとおりです。
YYYY-MM-DD

ここで、YYYYは年、MMは 01 (1月)から 12 (12月)までの月、DDは 01から 31までの日です。
区切り文字は、ピリオド (.)、ダッシュ (-)、バックスラッシュ (/)など、まちまちである可能性があ
ります。
米国のコンピュータでは、月/日/年の日付書式が設定されています。米国の日付表記は次のとおり
です。
MM/DD/YYYY

米国の書式を適用するには、Set Format 文を使用します。ユーザのコンピュータの設定に左右さ
れないようにするには、NumberToDate() 関数を呼び出します。この関数は、コンピュータの設
定に左右されません。
MapInfo Proのブラウザウィンドウまたは情報ツールの DateTimeフィールドにデータを入力する
と、値は文字列として処理されます。値を引用符で囲む必要はなく、時刻の区切り文字としては
バックスラッシュ (/)やコロン (:)を使用できます。[フィールドの更新]ダイアログは例外で、文字
列値を引用符で囲む必要があります。
DateTime 値を返す関数には、次のものがあります。
• CurDateTime()
• MakeDateTime()
• NumberToDateTime()
• StringToDateTime()
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日付
Date値は、YYYYMMDD形式で日付を表す整数です。ここで、YYYYは年、MMは 01 (1月)から
12 (12 月) までの月、DD は 01 から 31 までの日です。
DateTime 値を返す関数は、CurDate() 関数、GetDate() 関数、および NumberToDate() 関数で
す。

時間
Time 値は、hhmmssfff という形式の 9 桁の整数です。hh は時間、mm は分、ss は秒、fff は小数
点以下です。たとえば、214237582 は午後 9 時 42 分 37.582 秒を表します。
Time 値を返す関数には、次のものがあります。
• CurTime()
• GetTime()
• NumberToTime()
• StringToTime()

FormatTime$()関数などの関数では、出力に適用する時刻書式を指定できます。以下の表に示す、
ロケール時刻書式を設定するための Microsoft 標準の規則に従う必要があります。m、s、t の各文
字は小文字であることが必要です。また、h は 12 時間制の場合は小文字 (h)、24 時間制の場合は
大文字 (H) で指定してください。加えて、f (10 分の 1 秒)、ff (100 分の 1 秒)、fff (1000 分の 1 秒)
を指定することもできます。

意味時

1 桁の時間の場合でも、先頭にゼロを付けない (12 時間制)h

1 桁の時間の場合、先頭にゼロを付ける (12 時間制)hh

1 桁の時間の場合でも、先頭にゼロを付けない (24 時間制)H

1 桁の時間の場合、先頭にゼロを付ける (24 時間制)HH

意味分

1 桁の分の場合でも、先頭にゼロを付けないm

1 桁の分の場合、先頭にゼロを付けるmm
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意味秒

1 桁の秒の場合でも、先頭にゼロを付けないs

1 桁の秒の場合、先頭にゼロを付けるss

意味時刻マーカー

1 文字の時刻マーカー文字列
注 : この形式は、たとえば日本語など、一部の言語には使用しないでください。
この形式を使用すると、常に LOCALE_S1159 (AM) および LOCALE_S2359
(PM)で定義された時刻マーカー文字列の最初の文字が使われます。このため、
AM (午前)と PM (午後)に同じ文字が使用され、書式化が不適切に行われる可能
性があります。

t

複数文字の時刻マーカー文字列tt

情報元: http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/ms776320.aspx

数学関数

Cos()、Sin()、Tan()、Acos()、Asin()、Atn()三角関数:

Area()、Perimeter()、Distance()、ObjectLen()、
CartesianArea()、CartesianPerimeter()、
CartesianDistance()、CartesianObjectLen()、
SphericalArea()、SphericalPerimeter()、
SphericalDistance()、SphericalObjectLen()

地理関数:

Randomize、Rnd()乱数に関する関数:

Abs()、Sgn()正負の符号に関する関数:

Fix()、Int()、Round()切り捨てに関する関数:
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Exp()、Log()、Minimum()、Maximum()、Sqr()その他の数学関数:

文字列関数

UCase$()、LCase$()、Proper$()大文字/小文字:

InStr()サブ文字列の検索:

Left$()、Right$()、Mid$()、MidByte$()文字列から部分を抽出:

LTrim$()、RTrim$()文字列から空白を削除:

Format$()、Str$()、Set Format、FormatNumber$()、
DeformatNumber$()

数値を文字列としてフォーマット:

Len()文字列長を決定:

Chr$(), Asc()文字コードを変換:

Like()、StringCompare()、StringCompareIntl()文字列の比較:

Space$()、String$()文字列の繰り返し:

UnitAbbr$()、UnitName$()単位名の取得:

PointToMGRS$()ポイント オブジェクトを MGRS 座標へ変換:

MGRSToPoint()MGRS 座標をポイント オブジェクトへ変換:

EPSGToCoordSysString$()EPSG 座標をポイント オブジェクトへ変換:

PointToUSNG$(obj, datumid)ポイント オブジェクトを USNG 座標へ変換:

USNGToPoint(string)USNG 座標をポイント オブジェクトへ変換:
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テーブル操作

テーブルの作成と編集

Open Table既存のテーブルを開く:

Close Table、Close All1 つまたは複数のテーブルを閉じる:

Create Table空の新規テーブルの作成:

Register Tableファイルをテーブルへ登録:

Import、Exportテーブルやファイルのインポート/エクスポート:

Alter Table、AddColumn、Create Index、Drop Index、
Create Map、Drop Map

テーブル構造の編集:

Create Report From TableCrystal Reports ファイルの作成:

Open ReportCrystal Reports の読み込み:

Insert、Update、Delete行の追加、変更、削除:

Pack Tableテーブルの圧縮:

Set Tableテーブルの各種設定:

Commit Table編集内容の保存:

Rollback編集内容の破棄:

Rename Tableテーブル名の変更:
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Drop Tableテーブルの削除:

テーブルの検索

Fetch、EOT()行カーソルの位置:

Select、SelectionInfo()データの選択、Selection の操作:

Find、Find Using、CommandInfo()住所によるマップ オブジェクトの検索:

SearchPoint()、SearchRect()、SearchInfo()位置によるマップ オブジェクトの検索:

NumTables()、TableInfo()テーブル情報の取得:

NumCols()、ColumnInfo()フィールド情報の取得:

クエリの作成ブラウザ ウィンドウからのクエリ テーブルの作成:

GetMetadata$()、Metadataテーブルのメタデータの検索:

TableInfo()、GetSeamlessSheet()シームレス テーブルの検索:

RasterTableInfo() 関数、GridTableInfo()、
GetGridCellValue() 関数、IsGridCellNull() 関数、
getcurrentpathfunction() 関数

ラスタ テーブルまたはグリッド テーブルの検索:

リモート データの操作

Server Create Table新規テーブルの作成:
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Server_Connect()、Server_ConnectInfo()データ サーバの接続:

Server Begin Transactionリモート サーバでの処理を開始:

Server Bind Columnローカル ストレージの割り当て:

Server_ColumnInfo()、Server_NumCols()フィールド情報の取得:

Server_Execute()SQL 文の送信:

Server Fetch、Server_EOT()行カーソルの位置:

Server Commit変更内容の保存:

Server Rollback変更内容の破棄:

Server Closeリモート リソースの解放:

Server Create Mapリモート データをマップ作成可能にする:

Server Set Mapオブジェクト スタイルの変更:

Server Refreshリンク テーブルの同期化:

Server Link Tableリンク テーブルの作成:

Unlinkリンク テーブルのリンク解除:

Server Disconnectサーバの接続解除:

Server_DriverInfo()、Server_NumDrivers()ドライバ情報の取得:

Server_GetODBCHConn()ODBC 接続ハンドルの取得:

Server_GetODBCHStmt()ODBC 文ハンドルの取得:

Server Create Styleオブジェクト スタイルの設定
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ファイルの操作 (テーブル以外)

ファイルの入出力

Open Fileファイルを開くまたは作成:

Close Fileファイルを閉じる:

Killファイルの削除:

Rename Fileファイル名の変更:

ファイルの保存ファイルのコピー:

Get、Seek、Input #、Line Inputファイルからの読み込み:

Put、Print #、Write #ファイルへの書き込み:

EOF()、LOF()、Seek()、FileAttr()、FileExists()ファイル ステータスの取得:

Register Tableファイルをテーブルへ登録:

Set File Timeout共有エラー発生時の再試行:

ファイルとディレクトリの名前

ProgramDirectory$()、HomeDirectory$()、
ApplicationDirectory$()

システム ディレクトリの取得:
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PathToTableName$()、PathToDirectory$()、
PathToFileName$()

ファイル名から一部分を取得:

TrueFileName$()完全なファイル名の取得:

FileOpenDlg()、FileSaveAsDlg()ユーザにファイルを選択させる:

TempFileName$()一時ファイル名の取得:

LocateFile$()、GetFolderPath$()ファイルの検索:

マップと図形オブジェクトの操作

マップ オブジェクトの作成

Create Arc、Create Ellipse、Create Frame、Create
Line、CreateObject、Create PLine,Create Point、Create
Rect、CreateRegion、CreateRoundRect、Create Text、
AutoLabel、Create Multipoint、Create Collection

オブジェクト作成文:

CreateCircle()、CreateLine()、CreatePoint()、
CreateText()

オブジェクト作成関数:

Create Object、Buffer()、CartesianBuffer()、
CartesianOffset()、CartesianOffsetXY()、ConvexHull()、
Offset()、OffsetXY()、SphericalOffset()、
SphericalOffsetXY()

高度なオブジェクト操作:

Insert、Updateオブジェクトをテーブルへ格納:

Objects Encloseリージョンの作成:
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マップ オブジェクトの変更

Alter Objectオブジェクト属性の変更:

ConvertToRegion()、ConvertToPLine()オブジェクト タイプの変更:

Objects Offset、Objects Moveオブジェクトのオフセット:

ターゲットの設定編集ターゲットの設定:

CreateCutter、Objects Erase、Erase()、Objects
Intersect、Overlap()

オブジェクトの一部を削除:

Objects Combine、Combine()、Create Objectオブジェクトの併合:

Rotate()、RotateAtPoint()オブジェクトの回転:

Objects Pline、Objects Splitオブジェクトの分割:

Objects Overlay、OverlayNodes()交差点にノードを追加:

Set Resolutionオブジェクトの解像度 (ノード数) を設定:

Insert、Updateオブジェクトをテーブルへ格納:

Objects Check不正なオブジェクトを検査:

Objects Disaggregate、Objects Snap、Objects Cleanオブジェクト処理:
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マップ オブジェクトの検索

Area()、Perimeter()、Distance()、ObjectLen()、
Overlap()、AreaOverlap()、ProportionOverlap()

計算結果の取得:

ObjectGeography()、MBR()、ObjectNodeX()、
ObjectNodeY()、ObjectNodeZ()、Centroid()、
CentroidX()、CentroidY()、ExtractNodes()、
IntersectNodes()

座標値の取得:

SessionInfo()座標、距離、面積、および用紙の単位に関する設定を取得:

Set Area Units、Set Distance Units、Set Paper Units、
UnitAbbr$()、UnitName$()

測定単位の設定:

Set CoordSys座標系の設定:

ObjectInfo()スタイル値の取得:

LabelFindByID()、LabelFindFirst()、LabelFindNext()、
Labelinfo()

マップ レイヤ ラベルの検索:

オブジェクトの処理

Create Object as Buffer、Objects Erase、Objects
Intersect、Objects Overlay

同時実行を使用して処理すべきオブジェクト:
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オブジェクト スタイルの操作

CurrentPen()、CurrentBorderPen()、CurrentBrush()、
CurrentFont()、CurrentLinePen()、CurrentSymbol()、
Set Style、TextSize()

現在のスタイルの取得:

LayerStyleInfo() 関数、StyleAttr()スタイル情報の一部分を取得:

MakePen()、MakeBrush()、MakeFont()、MakeSymbol()、
MakeCustomSymbol()、MakeFontSymbol()、Set Style、
RGB()

スタイル値の生成:

ObjectInfo()オブジェクト スタイルの取得:

Alter Objectオブジェクト スタイルの変更:

Reload Symbolsシンボル スタイルの再読み込み:

Pen 句、Brush 句、Symbol 句、Font 句スタイル句:

ウィンドウの操作

NumWindows()、NumAllWindows()ウィンドウの数を確認:

FrontWindow()ウィンドウを前面に移動:

ウィンドウを閉じるウィンドウを閉じる/非表示:

すべてを閉じるすべてを閉じる:

WinClosedHandler、WinFocusChangedHandlerプロシージャ:
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マップ ウィンドウの操作

マップマップ ウィンドウを開く:

Create Map3D、Set Map3D、Map3DInfo()、Create
PrismMap、Set PrismMap、PrismMapInfo()

3D マップの作成と編集:

Add Mapレイヤの追加:

Remove Mapレイヤの削除:

AutoLabelラベル オブジェクトの作成:

現在のマップ ビューの変更レイヤ上の選択状態にあるすべてのオブジェクトを表示:

MapperInfo()、LabelOverrideInfo()、LayerInfo()、
StyleOverrideInfo()

マップの設定値の取得:

Set Mapマップの設定値の変更:

Shade、Set Shade、Create Ranges、Create Styles、
Create Grid、Relief Shade

主題図レイヤの作成と変更:

LabelFindByID()、LabelFindFirst()、LabelFindNext()、
Labelinfo()、LabelOverrideInfo()

マップ レイヤ ラベルの検索:

従来のレイアウト ウィンドウの操作

現在のレイアウト ウィンドウは、それよりも機能が少なかった古いレイアウト ウィンドウに代
わって MapInfo Pro 12.5 (2014)に追加されたものです。バージョン 12.5よりも前の MapInfo Pro
で設計されたマップも、現在のレイアウト ウィンドウで表示して編集することができます。しか
し、得られたレイアウトには、元のレイアウトのすべての要素が含まれていない場合があります。
印刷や配布用に完璧なマップを設計するのは時間のかかる作業であるため、従来のレイアウトウィ
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ンドウがバージョン 12.5 よりも前のバージョンのマップに対して使用できるように残されていま
す。
従来のレイアウト ウィンドウの詳細については、『MapBasic ユーザーズ ガイド』の「レイアウ
ト ウィンドウ」を参照してください。

レイアウトレイアウト ウィンドウの作成:

Create Frameレイアウト上でのフレームの作成:

Set Layoutレイアウトの変更:

WindowInfoレイアウト ウィンドウの検索:

PrintWinレイアウトの印刷:

Set Window、Run Menu Commandレイアウトウィンドウへのフォーカス設定、または前面へ
の移動:

凡例デザインウィンドウの操作

Create Designer Legend地図凡例の作成:

Set Designer Legendウィンドウの更新と方向の設定:

Add Designer Frame、Alter Designer Frame、Remove
Designer Frame

凡例フレームの作成、変更、削除:

地図凡例ウィンドウの操作

地図凡例ウィンドウは、バージョン 11.5 で導入された凡例ウィンドウよりも前から使用されてい
ます。バージョン 11.5 よりも前の MapInfo Pro でマップや凡例を作成し、その外観と操作性を変
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えたくない場合は、地図凡例ウィンドウを使用してください。新しいプロジェクトにおいては、今
後リリースされるMapInfoProでのマップ凡例の互換性を保持するために、凡例ウィンドウを是非
お使いください。

Create Cartographic Legend、 Create Legendマップの凡例と主題図の凡例の作成:

Set Cartographic Legendウィンドウのプロパティの更新と設定:

Add Cartographic Frame、 Alter Cartographic Frame、
Remove Cartographic Frame

凡例フレームの作成、変更、削除:

レイアウト ウィンドウの操作

Layoutレイアウト ウィンドウの作成:

Create Frame、Alter Designer Frameレイアウト上でのフレームの作成:

Map、Browse、Create Designer Legend、Add Image
Frame、Create Text、Alter Designer Text

マップ、テーブル (ブラウザ)、マップ凡例、イメージ、ま
たはテキストのレイアウトへの追加:

Create Line、Create Ellipse、Create Rect、Create
RoundRect

図形のレイアウトへの追加:

Set Layout、Run Menu Commandレイアウトの変更、またはフレームの前面への移動:

WindowInfoレイアウト上のマップ フレームまたはブラウザ フレーム
の検索:

LayoutInfo()、LayoutItemInfo()レイアウトまたはレイアウト フレームに関する情報の取
得:

PrintWinレイアウトの印刷:
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Set Window、Run Menu Commandレイアウトウィンドウへのフォーカス設定、または前面へ
の移動:

ユーザ インターフェイスの作成
MapInfo Pro 64 ビット版では、メニューの代わりに新しいリボン インターフェイスが使用される
ため、ボタンパッドおよびメニューに関連する MapBasic コマンドは MapInfo Pro リボンに [レガ
シー]という新しいタブを作成し、これらのコマンドを使用して加えられた変更はすべてこのタブ
のみに表示されます。

ボタンパッド (ツールバー)

64ビット版のMapInfo Proは、ButtonPadInfo()を除き、MapBasicコマンドに関連する以下のボ
タンパッドをすべてサポートします。

Create ButtonPadボタンパッドの作成:

Alter ButtonPadボタンパッドの変更:

Alter Buttonボタンの変更:

ButtonPadInfo()パッドのステータスの取得:

CommandInfo( )ボタンの使用に対する応答:

Create ButtonPad As Default、Create ButtonPads As
Default

標準ボタンパッドに戻す:
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メニュー

64 ビット版の MapInfo Pro では、以下の MenuItemInfoByHandler()コマンドと
MenuItemInfoByID()コマンドは、MapInfo Proのデフォルトコントロールではなくアドインコン
トロールに対してのみサポートされています。

Create Menu新しいメニューの定義:

Create Menu Barメニュー バーの再定義:

Alter Menu、Alter Menu Itemメニューの変更:

Alter Menu Bar、Menu Barメニュー バーの変更:

Run Menu Commandメニュー コマンドの実行:

MenuItemInfoByHandler()、MenuItemInfoByID()メニュー項目のステータスの取得:

ダイアログ ボックス

Ask()、Note、ProgressBar、FileOpenDlg()、
FileSaveAsDlg()、GetSeamlessSheet()

標準ダイアログ ボックスの表示:

Dialogカスタム ダイアログ ボックスの表示:

Alter Control、TriggerControl()、ReadControlValue()、
Dialog Preserve、Dialog Remove

ダイアログ ハンドラ操作:

CommandInfo(CMD_INFO_DLG_OK)[OK] ボタンをクリックしたかどうかの判定:

Set ProgressBars進行状況バーの無効化:
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Alter MapInfoDialogMapInfo Pro の標準ダイアログ ボックスの変更:

ウィンドウ

Open Window、Close Window、Set Windowウィンドウの表示/非表示:

Map、Browse、Graph、Layout、Create Redistricter、
Create Legend、Create Cartographic Legend、
LegendFrameInfo

新しいウィンドウを開く:

FrontWindow()、WindowID()ウィンドウ ID の取得:

Set Map、Shade、Add Map、Remove Map、Set
Browse、Set Graph、Set Layout、Create Frame、Set
Legend、Set Cartographic Legend、Set Redistricter、
StatusBar、AlterCartographic Frame、AddCartographic
Frame、Remove Cartographic Frame

既存ウィンドウの変更:

WindowInfo()、MapperInfo()、LayerInfo()ウィンドウの設定値の取得:

PrintWinウィンドウの印刷:

Set Event Processing、Update Window、Control
DocumentWindow 句

ウィンドウの再描画の制御:

NumWindows()、NumAllWindows()ウィンドウ数を調べる:

システム イベント ハンドラ

SelChangedHandler選択時の処理:
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WinClosedHandlerウィンドウが閉じられる時の処理:

WinChangedHandlerマップ変更時の処理:

WinFocusChangedHandlerウィンドウ フォーカス変更時の処理:

RemoteMsgHandler、RemoteQueryHandler()DDE リクエスト時の処理:

RemoteMapGenHandlerOLE Automation メソッド呼び出し時の処理:

ToolHandlerカスタム ツールの提供:

EndHandlerアプリケーションの終了時の処理:

ForegroundTaskSwitchHandlerMapInfo Pro がフォーカスを得た時/失った時の処理:

Set Handlerイベント ハンドラを無効にする:

他のアプリケーションとの通信

DDE (Dynamic Data Exchange: Windows のみ)

DDEInitiate()DDE 通信の開始:

DDEExecuteDDE コマンドの送信:

DDEPokeDDE によるデータの送信:

DDERequest$()DDE によるデータの取得:
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DDETerminate、DDETerminateAllDDE 通信の終了:

RemoteMsgHandler、RemoteQueryHandler()、
CommandInfo(CMD_INFO_MSG)

リクエストに対する応答:

統合マッピング

Set Application WindowMapInfo Pro の親ウィンドウの設定:

Set Next Documentマップ ウィンドウの親ウィンドウの設定:

凡例の作成凡例ウィンドウの作成:

レイアウトレイアウト ウィンドウの作成:

特別な文と関数

Declare Method().Netアセンブリのメソッド/関数の名前および引数リストの
定義:

プログラムの実行他のプログラムの実行:

SystemInfo()システム情報の取得:

実行コマンド文字列で表されたコマンドの実行:

ワークスペースの保存ワークスペース ファイルの保存:
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Run Applicationワークスペースファイルの読み込みまたはMapBasicプロ
グラムの実行:

Set Digitizerディジタイザ タブレットの設定:

Beepスピーカーへの音出力:

Set Command InfoCommandInfo で読み取るデータの設定:

Set Drag Thresholdオブジェクトのドラッグ時の遅延の長さの設定:

Set Cursor1ビット/ピクセルのカーソルと 32ビット/ピクセルのカー
ソルの切り替え:

テクニカル サポートの利用
Precisely では、新たにソフトウェアを購入された場合およびアップグレードされた場合のすべて
に対して無料のサポート期間を設けているため、使用開始時から生産性を上げることができます。
Preciselyでは、無料サポート期間の終了後も、個人ユーザ、ビジネスユーザ、および企業ユーザ
向けに、各種拡張サポート サービスを提供しています。
テクニカル サポートでは、お客様からのお問い合わせにお答えいたします。 ここでは、最寄のサ
ポート センターにお問い合わせいただくときに必要な情報のリストを示します。 また、実際に発
生した問題がどのように処理、解決されるかをある程度予想できるように、テクニカル サポート
の手順についても簡単に説明します。
テクニカル サポートにお問い合わせの際は、シリアル番号、パートナー番号、契約番号を必ずご
用意ください。

テクニカル サポートへの連絡

テクニカル サポートを利用するには、製品を登録する必要があります。登録は、インストール時
または営業時間内に、非常に簡単に行うことができます。お客様相談窓口に直接ご連絡ください。
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MapBasicのテクニカルサポートは、現在リリースされているバージョンおよびそれ以前の2バー
ジョンにのみ対応しています。

テクニカル サポートの連絡先情報
延長サポートのお申し込みも、米国、ヨーロッパ/中東/アフリカ、アジア太平洋の各地域のテクニ
カル サポートで承っております。最寄りのオフィスへのお問い合わせ方法については、弊社Web
サイトで [Support] > [Contact Support] セクションを参照してください。
http://support.precisely.com

テクニカル サポート オンライン ケース管理システム
テクニカル サポート オンライン ケース管理システムを使用して、テクニカル サポート センター
でケースを記録し、管理することもできます。ユーザ ID をお持ちでない場合は、サイトへの初回
アクセス時にユーザ登録を行う必要があります。
http://support.precisely.com

お問い合わせ前に
サポートに連絡をする際には、次の情報をご用意ください。
1. シリアル番号: テクニカル サポートを受けるには、登録済みのシリアル番号が必要です。
2. お名前と組織名。お問い合わせをいただく方のお名前は、サポート契約に記載されているお客

様側連絡先に一致している必要があります。
3. サポートが必要な製品のバージョン。
4. オペレーティング システム名とバージョン。
5. 問題の簡潔な説明。このとき以下のような情報があると、処理を円滑に進めることができま

す。
• エラー メッセージ
• 問題が発生したコンテキスト
• 問題が再発しているか、不規則に発生しているか

予想される応答時間
ほとんどの問題はお客様の最初のお問い合わせで解決できます。その場で解決できない場合は、テ
クニカル サポートは営業日が終了するまでに対応を行います。その後、問題が解決されるまで、
担当者が毎日進捗状況を報告いたします。
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電子メールまたはオンライン追跡システム経由でお寄せいただいたサポート要請は、電話サポート
の場合と同様のガイドラインで処理しますが、メッセージの転送と検知に最大数時間の遅れが生じ
る可能性があることをご了承ください。

ソフトウェアの不具合

問題の原因がソフトウェアのバグにあると考えられる場合は、担当者が問題を Precisely のバグ
データベースに記録し、バグの追跡に使用できるインシデント番号をお客様にお知らせします。
製品に対して確認されたバグの多くは、今後のアップグレードおよびパッチで修正されます。

その他のリソース

MapInfo-L アーカイブ データベース
Precisely社では、Bill Thoenとの提携のもと、Webベースの検索可能アーカイブ データベースに
MapInfo-L の投稿記事を収録しています。 これらの投稿記事は、現在、ディスカッションごとの
スレッドおよび投稿日ごとに編成されています。
免責事項: Precisely 社では、このデータベースをユーザ コミュニティへのサービスの 1 つとして
提供していますが、MapInfo-L メーリング リストの管理は現在も Bill Thoen によって行われてい
ます。 MapInfo-L の詳細については、MapInfo-L の Web ページ
(http://groups.google.com/group/mapinfo-l?hl=en) を参照してください。

著作権
このドキュメントに記載される情報は、将来予告なしに変更されることがあり、ベンダーまたはそ
の販売代理店の見解を示すものではありません。このマニュアルを Precisely, 2 Blue Hill Plaza,
#1563, Pearl River, NY 10965 の書面による許諾なしに複製することは禁じられています。
© 1985, 2020 Precisely. All rights reserved.

連絡先とサポート情報については、http://support.precisely.com を参照してください。
© 2020 OpenStreetMap コントリビュータ、CC-BY-SA; OpenStreetMap
http://www.openstreetmap.org (ライセンスは

35MapBasic 2019 リファレンス

MapBasic の概要

http://groups.google.com/group/mapinfo-l?hl=en
http://support.precisely.com
http://www.openstreetmap.org


http://www.opendatacommons.org/licenses/odbl/index.htmlから入手可能) および CC-BY-SA
を参照してください。http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0

libtiff © 1988-2020 Sam Leffler, © 2020 Silicon Graphics International (旧 Silicon Graphics Inc.)。All
Rights Reserved.

libgeotiff © 2020 Niles D.Ritter.

Amigo, Portions © 2020 3D Graphics, Inc. All Rights Reserved.

Halo Image Library © 2020 Media Cybernetics Inc. All Rights Reserved.

Portions thereof LEAD Technologies, Inc. © 1991-2020. All Rights Reserved.

Portions © 1993-2020 Ken Martin, Will Schroeder, Bill Lorensen.All Rights Reserved.

ECW by ERDAS © 1993-2020 Integraph Corporation (Hexagon Geospatial ABの一部門) および同
社のサプライヤ。All rights reserved.

Portions © 2020 Integraph Corporation (Hexagon Geospatial AB の一部門)。All Rights Reserved.

MrSID、MrSID DecompressorおよびMrSIDロゴは、Celartem社 LizardTech部門の商標で、ライ
センスを受けて使用しています。このコンピュータ プログラムの一部の著作権は、Celartem
Companyの子会社 LizardTech (copyright © 1995-2020)およびカリフォルニア大学にあるか、米国
における特許番号5,710,835で保護され、ライセンスを受けて使用しています。All rights
reserved.MrSID は、米国および国際特許・著作権条約で保護され、諸外国で特許申請中です。無
許可での使用や複製を禁止します。
Contains FME® Objects © 2005-2020 Safe Software Inc. All Rights Reserved.

Amyuni PDF Converter © 2000-2020, AMYUNI Consultants – AMYUNI Technologies Inc. All rights
reserved.

Civic England - Public Sector Symbols Copyright © 2020 West London Alliance.同社の記号は無償
で使用できます。この記号を他のアプリケーションで使用するために入手する方法など、詳細につ
いては、以下のWest LondonAllianceWebサイトを参照してください。http://www.wla.london.org
© 2006-2020 TomTom International BV.All Rights Reserved.同社のサイトの内容は、Tele Atlas が
独占するものであり、TomTom が所有またはライセンス契約する著作権保護権およびその他の知
的所有権の対象となります。この内容の使用は、使用許諾契約の条項の対象となります。この内容
を無断でコピーまたは開示することを禁じます。
Microsoft Bing: Bingサービスのすべてのコンテンツの著作権 © 2020はMicrosoft Corporation (One
Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA) および同社のサプライヤにあります。All rights
reserved.Microsoft またはそのサプライヤは Bing のサービスおよびコンテンツの名称、著作権、
およびその他の知的所有権を保有します。Microsoft、Windows、Windows Live、Windowsロゴ、
MSN、MSN ロゴ (バタフライ)、Bing、およびその他の Microsoft の製品とサービスも米国および
その他の国における Microsoft の商標または登録商標です。
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この製品に付属している 7-Zipは GNU Lesser General Public License Version 3（2007年 6月 29
日） および unRAR Restriction に基づきライセンスされています。ライセンスは
http://www.7-zip.org/license.txtからダウンロードできます。GNU ライセンスは
http://www.gnu.org/licenses/lgpl.htmlからダウンロードできます。ソース コードは
http://www.7-zip.org から入手可能です。
ここに記載される製品名は、各メーカーの商標である場合もあり、ここではそのように認識されま
す。商標名は、商標所有者の利益となるように編集上使用されており、商標を侵害する意図はあり
ません。

オープン ソースの所有権に関する表記

QT Assistant 5.2.0

この製品に付属している QT 5.2.0は、GNU Lesser General Public License Version 2.1 (1999年 2
月)に基づきライセンスされています。ライセンスは http://www.gnu.org/licenses/lgpl-2.1.txtか
らダウンロードできます。このソフトウェアのソースコードは、http://qt-project.org/downloads
から入手できます。
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2 - MapBasic の新規およ
び機能拡張された文と関
数
このセクションの構成

このセクションの構成
MapBasic の文と関数...............................................................................39
既存の関数と文の更新..............................................................................39



MapBasic の文と関数
以下に、このリリースで追加された新しい関数と文を示します。

説明関数/文の名前

この関数は、メニューコマンド IDの状態が有効かどうかを返します。MenuItemEnabled() 関数

この関数は、数値のアーク タンジェント値を返します。Atan() 関数

この関数は、-π～ πラジアンの範囲で y/xのアークタンジェントを返
します。

Atan2() 関数

既存の関数と文の更新

一般的な関数と文

説明関数/文の名前

新しいLimit句が追加されました。
空間アグリゲーターとクロス結合のサポートが追加されました。

Select 文

Where句に式のサポートが追加されました。Update 文

Where句に式のサポートが追加されました。Delete 文
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説明関数/文の名前

スタイルの曲線化を制御する拡張レンダリングオプションが、レイア
ウト デザイン ウィンドウにも適用されるようになりました。
次の 2 つの新しいウィンドウ タイプが追加されました。
• WIN_NOTIFICATIONS
• WIN_QUERY_BUILDER

WindowInfo() 関数

15の追加設定セグメントと、現在使用中の設定を確認するために公開
されるようになった 230 以上の一意な設定定義があります。

GetPreference() 関数

新しいコマンド ID が追加されました。Run Menu Command 文

以下の新しい attribute パラメータが追加されています。
• SYS_INFO_LICENSE_MODE
• SYS_INFO_SUBSCRIPTION_PLAN

SystemInfo() 関数

以下の新しい attribute パラメータが追加されています。
• MAPPER_INFO_CARTO_SCALE
• MAPPER_INFO_CARTO_SCALE_EXPR

MapperInfo() 関数

スタイルの曲線化を制御する拡張レンダリングオプションが、レイア
ウト デザイン ウィンドウにも適用されるようになりました。
次の 2 つの新しいウィンドウ タイプが追加されました。
• WIN_NOTIFICATIONS
• WIN_QUERY_BUILDER

Set Window 文

次の新しい属性が追加されました。
• TAB_INFO_DOMINANT_OBJECT_TYPE

TableInfo() 関数

スタイルの曲線化を制御する拡張レンダリングオプションが、レイア
ウト デザイン ウィンドウにも適用されるようになりました。
次の 2 つの新しいウィンドウ タイプが追加されました。
• WIN_NOTIFICATIONS
• WIN_QUERY_BUILDER

WindowID() 関数
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説明関数/文の名前

次の新しい属性が追加されました。
• SEL_INFO_ISNEW

SelectionInfo() 関数
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3 - A to Z MapBasic 言語
リファレンス
このセクションでは、MapBasic言語について詳しく説明しています。文
と関数がアルファベット順に並んでいます。

このセクションの構成
関数と文に関する表記規則......................................................................43
文および関数についての説明...................................................................43



関数と文に関する表記規則
関数と文は、次の形式で記述します。
目的

文、句、または関数の簡単な説明。
制限事項

制約に関する情報。たとえば、「DDEInitiate 関数は Microsoft Windows でのみ利用可能」、
「「For...Next」 文は MapBasic ウィンドウからは発行できない」といったものです。
構文

文や関数を使用する際の構文と引数の説明。
戻り値

関数から戻される値のタイプ。
説明

関数や文の詳しい説明。
例

簡単なサンプル。
説明の最後に、関連する関数および文のリンクの一覧が記載されています。
ほとんどのMapBasic文は、MapBasicウィンドウからMapInfo Proにダイレクトに入力すること
ができます。 MapBasic ウィンドウから入力することができない文については、「制限事項」の
項にその旨が記載されています。一般に、フロー制御 (ループや分岐)の文はMapBasicウィンド
ウから入力することができません。

文および関数についての説明
以降のトピックでは、関数、文、句について説明します。 トピックの中には、関数または文の使
用方法について詳しく説明しているものもあります。
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Abs 関数

目的
数の絶対値を戻します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことが
できます。

構文

Abs ( num_expr )

num_expr は数値式です。

戻り値
浮動小数

説明
Abs() 関数は、num_expr で指定した式の絶対値を戻します。
num_expr がゼロ以上の値を持つ場合、Abs( ) は num_expr に等しい値を戻します。num_expr が
負の値を持つ場合、Abs( ) は num_expr に -1 を乗算した値を戻します。

例

Dim f_x, f_y As Float
f_x = -2.5
f_y = Abs(f_x)

' f_y now equals 2.5

関連項目

Sgn() 関数
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Acos() 関数

目的
数のアーク コサイン値を返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び
出すことができます。

構文

Acos ( num_expr )

num_expr は 1 から -1 まで (1 および -1 を含む) の数値式です。

戻り値
浮動小数

説明
Acos() 関数は、数値 num_expr のアーク コサイン値を返します。すなわち、Acos() はコサイン
が num_expr に等しい角度を返します。
Acos() の返す結果はラジアン単位の角度です。この角度は 0 からπラジアンの間のどれかの値で
す (πは約 3.141593 に等しいものとし、π/2 ラジアンが 90 度を示すものとします)。
度の値をラジアンに変換するには DEG_2_RAD を掛けます。ラジアンの値を度に変換するには
RAD_2_DEG を掛けます。DEG_2_RAD または RAD_2_DEG を参照するためにはプログラムに
Include MAPBASIC.DEF を記述する必要があります。
コサイン値の範囲は 1と -1の間なので、式 num_exprは 1以下、-1以上の値を示すものでなけれ
ばなりません。

例

Include "MAPBASIC.DEF"
Dim x, y As Float
x = 0.5
y = Acos(x) * RAD_2_DEG
' y will now be equal to 60,
' since the cosine of 60 degrees is 0.5
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関連項目

Asin() 関数、Atn() 関数、Cos() 関数、Sin() 関数、Tan() 関数

ActiveWindow() 関数

目的
アクティブなウィンドウを返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼
び出すことができます。
MapInfo Pro 64 ビット版では、現在のドッキング マネージャのアクティブなウィンドウを返しま
す。

構文

ActiveWindow ( )

戻り値
整数

Add Cartographic Frame 文

目的
Add Cartographic Frame文は、Create Cartographic Legend 文で作成した既存の地図凡例に凡
例フレームを追加します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Add Cartographic Frame
[ Window legend_window_id ]
[ Custom ]
[ Default Frame Title { def_frame_title } [ Font... ] ]
[ Default Frame Subtitle { def_frame_subtitle } [ Font... ] ]
[ Default Frame Style { def_frame_style } [ Font... ] ]
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[ Default Frame Border Pen... pen_expr ]
Frame From Layer { map_layer_id | map_layer_name }
[ Position ( x , y ) [ Units paper_units ] ]
[ Using
[ Column { column | object [ FromMapCatalog { On | Off }]} ]
[ Label { expression | default } ]
[ Title [ frame_title ] [ Font... ] ]
[ SubTitle [ frame_subtitle ] [ Font... ] ]
[ Border Pen... ]
[ Style [Font...] [ NoRefresh ]
[ Text { style_name } { Line Pen...
| Region Pen... Brush...
| Symbol Symbol... } ]
[ , ... ]

]
[ , ... ]

legend_window_id は、FrontWindow( ) 関数およびWindowID() 関数.の呼び出しによって取得可
能な整数値のウィンドウ ID です。
def_frame_title はデフォルトのフレーム タイトルを示す文字列です。特殊文字 # (シャープ) を入
力すると、フレーム サブタイトルとしてレイヤ名が使用されます。
def_frame_subtitle はデフォルトのフレーム サブタイトルを示す文字列です。特殊文字 # (シャー
プ) を入力すると、フレーム サブタイトルとしてレイヤ名が使用されます。
def_frame_styleはフレーム内のシンボルの横に表示するテキストを示す文字列です。シャープ (#)
記号はレイヤ名に置き換えられます。パーセント (%) 記号はシンボルに応じて、"ライン"、"ポイ
ント"、"リージョン"というテキストに置き換えられます。たとえば、STATES.TABレイヤにおい
て "# の %" と指定すると "States のリージョン" と表示されます。
pen_expr は Pen 式です。たとえば、MakePen( width, pattern, color ) などの式を指定できます。
デフォルトの境界ペンが定義されている場合は、それがフレームのデフォルトになります。Frame
のレベルで Border Pen 句が指定されている場合は、このデフォルトの代わりに Frame で指定し
たペン スタイルが使用されます。
map_layer_id または map_layer_name はマップ レイヤを指定します。2 バイト整数値 (例 : シス
テム レイヤ以外の上部のマップ レイヤを指定するには 1 を使用する) またはマップに表示される
テーブルの名前を表す文字列を指定できます。主題図レイヤには map_layer_id を指定します。
paper_unitsは用紙単位名を表す文字列です。cm (センチメートル)、mm (ミリメートル)、in (イン
チ)、pt (ポイント)、およびパイカがあります。
• 1 インチ (in) = 2.54 センチメートル、254 ミリメートル、6 パイカ、72 ポイント
• 1 ポイント (pt) = 0.01389 インチ、0.03528 センチメートル、0.35278 ミリメートル、0.08333
パイカ

• 1 パイカ = 0.16667 インチ、0.42333 センチメートル、4.23333 ミリメートル、12 ポイント

47MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



• 1センチメートル (cm) = 0.39370インチ、10ミリメートル、2.36220パイカ、28.34646ポイン
ト

• 1ミリメートル (mm) = 0.1センチメートル、0.03937インチ、0.23622パイカ、2.83465ポイン
ト

frame_title はフレーム タイトルを指定する文字列です。Title 句をフレームに指定すると、そのタ
イトルが def_frame_title の代わりに使用されます。
frame_subtitleはフレームサブタイトルを指定する文字列です。Subtitle句をフレームに指定する
と、そのサブタイトルが def_frame_subtitle の代わりに使用されます。
column はフレーム レイヤ テーブルの属性フィールド名、または object フィールドです。object
を指定した場合、凡例のスタイルはマップファイルのスタイルに基づき決定されます。デフォルト
は 'object' です。
style_nameはカスタムフレームのシンボル、ライン、リージョンの横に表示するテキストです。

説明
Custom キーワードを指定する場合は、frame 節に Position 句が必要になります。Custom キー
ワードを指定しないと、凡例が縦または横に並べられ、その最後にフレームが追加されます。
Position 句によって、凡例ウィンドウのフレームの位置を制御します。凡例ウィンドウの左上隅
の位置が 0, 0です。Positionの値には、"in" (インチ)や "cm" (センチメートル)などの用紙単位設
定を使用します (「Set Paper Units 文」を参照してください)。MapBasic には現在の用紙単位設
定があり、デフォルトはインチです。MapBasicプログラムから用紙単位設定を変更するには、Set
Paper Units 文を使用します。Position 句の中でオプションの Units サブ句を指定すると現在の
用紙単位を上書きすることができます。
この文のデフォルトは、この文で作成するフレームにのみ適用されます。既存のフレームは変更さ
れません。また、Create Cartographic Legend文のデフォルトはここで作成するフレームに影響
ありません。
FromMapCatalogOFF句が指定されている場合、この句は、保存時にワークスペースに書き込ま
れます。それには、ワークスペースのバージョンを 800 に上げる必要があります。一方、
FromMapCatalogON句の動作はデフォルトです。したがって、こちらが指定されている場合は、
ワークスペースに書き込む必要はありません。つまり、ワークスペースのバージョンを上げる必要
はありません。
FromMapCatalog ONの場合は、ライブアクセステーブルのMapCatalogからスタイルが取得さ
れます。テーブルがライブアクセステーブルでない場合は、ライブアクセスではないテーブルの
デフォルト設定に戻ります。エラーはスローされません。ライブ アクセスではないテーブルのデ
フォルト設定は、FromMapCatalog Off です。つまり、マップ スタイルが取得されます。
FromMapCatalog OFF の場合は、ライブ テーブルの一意のマップ スタイルがサーバから取得さ
れます。レコード別のスタイルをサポートするライブ アクセス テーブルでのみ、この動作が可能
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です。ライブ テーブルがレコード別のスタイルをサポートしていない場合は、ライブ テーブルの
デフォルトの動作に戻ります。つまり、MapCatalog のデフォルトのスタイルが取得されます
(FromMapCatalog ON)。
Labelは有効な式または defaultです (Style句にテキストが含まれていない場合、スタイルテキス
トの作成時にデフォルトのフレーム スタイル パターンが使用されます)。デフォルトは default で
す。
Style 句に NoRefresh キーワードを使用して作成されたカスタム フレームは、凡例を更新しても
変更されません。Style 句に NoRefresh キーワードを指定すると、テーブルのスタイルを調べま
せん。したがって、代わりにStyle句に凡例に表示するスタイルの定義リストを加える必要があり
ます。この定義リストには、Text と適切な Line、Region、Symbol 句を指定します。
関連項目

Create Cartographic Legend文、Set Cartographic Legend文、Alter Cartographic Frame文、
Remove Cartographic Frame 文

Add Column 文

目的
開いているテーブルに新しく一時フィールドを追加したり、既存のフィールドを別のテーブルの
データで更新します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Add Column table ( column [ datatype ] )
{ Values const [ , const ... ] |
From source_table
Set To expression
[ Where { dest_column = source_column |
Within | Contains | Intersects } ]
[ Dynamic ] }

table はフィールドが追加されるテーブル名です。
column はそのテーブルに追加する新しいフィールド名です。
datatypeはフィールドのデータ型です。Char (width)、Float、Integer、SmallInt、Decimal (width、
decimal_places)、Date、または Logical、DateTime として定義されます。指定しない場合、デー
タ型はデフォルトで Float になります。
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source_table は 2 番目の開いたテーブルの名前です。
expression は新しいフィールドに格納する値を計算する式です。この式は通常 source_table から
データを抽出し、統合関数を含めることができます。
dest_column はデスティネーション テーブル (table) のフィールド名です。
source_column は source_table のフィールド名です。
Dynamicは自動的に更新できるダイナミック (ホット)計算フィールドを指定します。このキーワー
ドを含めると、その後ソース テーブルに行う変更は自動的にデスティネーション テーブルに適用
されます。

説明
Add Column 文は既存の MapInfo Pro テーブルに新しく一時フィールドを作成します。新しい
フィールドはディスクに永続的に保存されません。ただし、ベース テーブルを基に一時フィール
ドを作成し、一時フィールドの使用中にワークスペースを保存すると、再ロードする時に一時フィー
ルドが再生成されるよう、ワークスペースに一時フィールドの情報が含まれます。テーブルに永続
フィールドを追加するには Alter Table 文と Update 文を使用します。
関連項目

Alter Table 文、Update 文

新しいフィールドに明示値を格納
Values 句を使用して、コンマで区切ったリストで新しいフィールドに格納する明示値を指定でき
ます。
次の例は ward リージョンのテーブルに一時フィールドを追加します。 新しいフィールド値は
Value 句で明示的に指定されます。

Open Table "wards"
Add Column wards(percent_dem)
Values 31,17,22,24,47,41,66,35,32,88

新しいフィールドに別のテーブルの値を格納
Values 句の代わりに From 句を指定すると、MapBasic は別のテーブル (source_table) から新し
いフィールドの値を派生させます。 両方のテーブルが既に開かれていなければなりません。
From句を使用すると、MapInfo Proは 2つのテーブルを結合します。 2つのテーブルの結合方法
を指定するにはオプションのWhere句を含めてください。Where句を省略すると、MapInfo Pro
は最も適切な方法を使用して、自動的に 2 つのテーブルを結合しようとします。
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Where 句の形式、Where column = column は、2 つのテーブルのフィールド値を突き合わせて 2
つのテーブルを結合します。 この方法はあるテーブルのフィールドが別のテーブルのフィールド
にマッチする値を持っている場合 (Statesテーブルにフィールドを追加し、別のテーブルに州名を
含むフィールドがある場合など) に適しています。
両方のテーブルにマップ オブジェクトが含まれている場合は Where 句で地理結合を指定できま
す。 たとえば Where Contains 句を指定すると、MapInfo Pro は source_table のオブジェクトが
変更中のテーブルのオブジェクトを含んでいるかどうかをテストして結合を作成します。
次の例はCountyフィールドをStoresテーブルに追加します。新しいフィールドには、別の郡リー
ジョンのテーブルから抽出される郡名が入ります。

Add Column
stores(county char(20) 'add "county" column
From counties 'derive data from counties table...
Set to cname 'using the counties table's "cname" column
Where Contains 'join: where a county contains a store site

Where Contains 句はポイント オブジェクトのテーブルにフィールドを追加します。二次テーブ
ルがポイントを含むオブジェクトを示している場合に適しています。
次の例は一時フィールドを Statesテーブルに追加します。新しいフィールド値は 2番目のテーブ
ル (City_1K、主要なアメリカの都市テーブル) から派生します 。 Add Column 文が完了したら、
States テーブルの各行にはその州の主要都市数が含まれます。

Open Table "states" Interactive
Open Table "city_1k" Interactive

Add Column states(num_cities)
From city_1k 'derive values from other table
Set To Count(*) 'count cities in each state
Where Within 'join: where cities fall within state

この例の Set To 句は Count(*) という統合関数を指定します。 統合関数については後で説明しま
す。

別のテーブルの値を既存のフィールドに格納
新しいフィールドを追加する代わりに既存のフィールドを更新するには、datatype パラメータを
省略し、Values 句の代わりに From 句を指定します。 既存のフィールドの更新時は、MapBasic
は Dynamic 句を無視します。

統合データを新しいフィールドに格納
From句を指定すると、2番目のテーブルのデータを統合して、新しいフィールド値を計算できま
す。データ併合を実行するには、統合関数を含む Set To 句を指定します。
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次の表は、使用できる統合関数をまとめたものです。

新しいフィールドに格納される
値

構文関数

ソーステーブルの行の値の平均値Avg( col )Avg()

更新中のテーブルの行に対応するソー
ス テーブルの行数

Count( * )Count()

ソース テーブルの行の値の最大値Max( col )Max()

ソース テーブルの行の値の最小値Min( col )Min()

ソース テーブルの行の値の合計値Sum( col )Sum()

ソーステーブルの値の重み付き平均値
: より大きな weight_col 値を含む行が
小さいweight_col値を含む行よりも大
きなインパクトを持つように平均値に
重みが付けられる

WtAvg( col, weight_col )WtAvg()

あるオブジェクトが別のオブジェクト
内にどれくらい含まれているかを基に
調整を行う平均値の計算

Proportion Avg( col )Proportion Avg()

あるオブジェクトが別のオブジェクト
内にどれくらい含まれているかを基に
調整を行う合計値の計算

Proportion Sum( col )Proportion Sum()

あるオブジェクトが別のオブジェクト
内にどれくらい含まれているかを基に
調整を行う重み付き平均値の計算

Proportion WtAvg( col , weight_col )Proportion WtAvg()

注 : Countは整数値を返します。その他の関数はすべて浮動値を返します。(MapBasicの関
数では、集合関数あるいはその他の関数も含め、少数値を返すものはありません。固定小数
フィールドはデータを格納するためだけに使用されます。演算は浮動小数点数で行われま
す。)
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ほとんどの統合関数はデータ値だけで使用されます。最後の3つの関数 (ProportionSum、Proportion
Avg、Proportion WtAvg) は、地理的関係を考慮に入れた計算を実行します。これについては例を
使って説明した方が良いでしょう。
郡の境界リージョンおよび各郡に関する人口統計情報 (住民数など)を含む Countiesテーブルがあ
るとします。また、リージョンオブジェクトを含むRiskテーブルもあります。Riskテーブルのオ
ブジェクトは危険がある地域、すなわち河川の近くで洪水の危険性がある地域を示しています。

1: 郡の境界、2: 危険バッファ リージョン
この 2 つのテーブルから、危険リージョン内にいる住民の数を計算できます。郡の地域の半分が
危険リージョンに含まれる場合は、郡の人口の半分が危険にさらされていると見なし、郡の地域の
1/3が危険リージョンに含まれる場合は、郡の人口の 1/3が危険にさらされていると見なします。
次の例は Proportion Sum 統合関数を使用して、危険にさらされている人口を計算し、計算結果
を新しいフィールド (population_at_risk) に格納します。

Add Column Risk(population_at_risk Integer)
From counties
Set To Proportion Sum(county_pop)
Where Intersects

少なくとも一部が危険リージョンに入っている郡ごとに、MapInfo Pro は郡の county_pop 値の一
部または全部を計算中の総計に追加します。
ProportionSum関数は、合計された数字がリージョン全体に均等に分散しているものと仮定して
結果を出します。ProportionSumを使用して人口統計値を処理する場合で、リージョンの半分が
別のリージョンに含まれる場合、MapInfo Proはリージョンの人口の半分を合計に追加します。し
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かし現実には、リージョンの半分を示す地域に必ずしもリージョンの人口の半分が含まれていると
は限りません。たとえば、ニューヨーク州の人口は均等に分散しておらず、ニューヨーク市に集中
しています。
データ値が均等に分散していない場合に Proportion Sum を使用すると、現実的な結果が得られ
ない可能性があります。正確な結果を得るためには、より小さいリージョン オブジェクトを使用
します (州リージョンの代わりに郡リージョンを使用するなど)。
Proportion Avg 統合関数は、別のオブジェクトでカバーされるオブジェクトの割合 (パーセント)
を考慮に入れた平均値の計算を実行します。前の例の続きで、郡テーブルに各国の中間年齢を示す
median_age フィールドが含まれていると仮定します。
次の文は危険ゾーン内の中間年齢を計算します。

Add Column Risk(age Float)
From Counties
Set To Proportion Avg(median_age)
Where Intersects

Countiesテーブルの行ごとに、MapInfo Proは郡がカバーする危険リージョンの割合 (パーセント)
を計算します。この計算から 0 と 1 (両方の数字を含む) の間の数字が得られます。MapInfo Pro
は、その数字に郡のmedian_age値を乗算し、その結果を計算中の合計値に追加します。したがっ
て、郡のmedian_age値が50で、郡リージョンが危険リージョンの10%をカバーしている場合、
MapInfo Pro は計算中の合計に 5 (50 の 10%) を追加します。
Proportion Sum と Proportion Ag はどちらも合計値を保持します。次に例を示します。
国の半分が危険エリアに入る場合は、値の半分を計算して合計値に追加します。10% が危険エリ
アに入るのであれば、値の 10% を合計値に追加します。ただし、Proportion Avg は平均値にする
必要があるので、たとえば 4 つの国が危険エリアに交差するのであれば、合計値を計算してそれ
を 4 で割ります。
危険リージョンに交差する county1があるとします。county1の 50%が危険リージョンに交差し、
county1 の人口が 66 である場合は、合計値に 33 を追加します。
county2 のエリアの 30% が危険エリアに交差し、その人口が 100 である場合は、合計値に 30 を
追加します。
county3 の 20% が危険エリアに交差し、その人口が 50 である場合は、合計値に 10 を追加しま
す。
county4の 10%が危険エリアに交差し、その人口が 60である場合は、合計値に 6を追加します。
したがって、Proportion Sum は 33+30+10+6 = 82 になります。
一方、Proportion Avg は (33+30+10+6)/4 = 20 (丸めによっては 21) です。
Proportion WtAvg は Proportion Avg に似ていますが、重みが比例し、平均値の計算に重みを付
けるデータ フィールドをユーザが指定できる点が違います。次に例を示します。
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Weighted Average は別のフィールドから加重値を取ります。先の例で、County テーブルには
RuralPercent というもう 1 つのフィールドがあります。リスクの内容が洪水であり、農村部で洪
水が発生している場合、リスクに関して必要なのはその農村部の人口だけです。
county1 の 50% が危険エリアに交差し、人口は 66、RuralPercent が 0.8 である場合は、(0.5 * 66
* 0.8) = 26 で 26 を加えます。
county3、4、5 の RuralPercent がすべて 50% である場合、
county3 0.3 * 100 * 0.5 = 15

county4 0.2 * 50 * 0.5 = 5

county5 0.1 * 60 * 0.5 = 3

したがって、Proportion WtAvg は (26 + 15 + 5 + 3)/2.3 = 21.3043 となります。

非リージョン オブジェクトでの Proportion... 関数の使用
Proportion関数を使用し、ソース テーブルがリージョン オブジェクトを含む時は、MapInfo Pro
はリージョンのオーバーラップを基に割合 (パーセント)を計算します。ただし、ソーステーブル
が非リージョン オブジェクトを含む時は、MapInfo Pro は各オブジェクトがデスティネーション
リージョンの完全に内側または完全に外側 (非リージョンオブジェクトの図心がデスティネーショ
ン リージョンの内側か外側かによって異なる) にあるかのように扱います。

ダイナミック フィールド
オプションのDynamicキーワードを含めると、新しいフィールドはダイナミック計算フィールド
になります。したがって、それ以降にソース テーブルに加える変更は自動的にデスティネーショ
ン テーブルに適用されます。
ダイナミックフィールドを作成し、次にダイナミックフィールドを計算するためのソーステーブ
ルを閉じると、フィールド値はフリーズします (フィールドはダイナミックに更新されなくなりま
す)。
同様に、ダイナミック フィールドの作成で地理結合を使用し、地理結合に使用したマップのどち
らかを閉じると、フィールド値がフリーズします。

Add Custom Frame 文

目的
カスタム フレームをレイアウト ウィンドウに追加します。
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構文

Add Custom Frame [ Window window_id ]
[ Position ( x, y ) [ Units paper_units ] ]
[ Width frame_width [ Units paper_units ] ]
[ Height frame_height [ Units paper_units ] ]
[ Pen ... ] [ Brush ... ] [ Priority n ]
[ Name frame_name ]
From { File addin_mbx_file_name.mbx }
Using serialized_custom_frame_file_name.mlcf
View xps_custom_frame_file_name.xps

window_id は、レイアウト ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
x, y は、レイアウト ウィンドウにおける画像枠の左上隅の位置を paper_units で指定します。
paper_unitsは用紙単位名を表す文字列です。cm (センチメートル)、mm (ミリメートル)、in (イン
チ)、pt (ポイント)、およびパイカがあります。
• 1 インチ (in) = 2.54 センチメートル、254 ミリメートル、6 パイカ、72 ポイント
• 1 ポイント (pt) = 0.01389 インチ、0.03528 センチメートル、0.35278 ミリメートル、0.08333
パイカ

• 1 パイカ = 0.16667 インチ、0.42333 センチメートル、4.23333 ミリメートル、12 ポイント
• 1センチメートル (cm) = 0.39370インチ、10ミリメートル、2.36220パイカ、28.34646ポイン
ト

• 1ミリメートル (mm) = 0.1センチメートル、0.03937インチ、0.23622パイカ、2.83465ポイン
ト

frame_width と frame_height は、レイアウト ウィンドウにおけるフレームの幅と高さを指定しま
す。
nは、レイアウトウィンドウにあるオブジェクト (フレーム)のZオーダー値を指定する整数です。
クローン文の作成時やワークスペースの保存時に、フレームの優先順位は 1 で始まる固有の値に
正規化されます。
frame_name は、フレーム名を表す文字列です。
addin_mbx_file_name.mbx は、カスタム フレームの内容を作成し、その動作を管理するアドイン
mbxの名前を表します。このファイル名は短いファイル名か、.mbxファイルがMapInfoProTools
フォルダに格納される場合は相対パス名です。
serialized_custom_frame_file_name.mlcfは、シリアル化されたカスタム フレームの名前を表す文
字列です。このファイルはアドインによって作成されるもので、MapBasicコマンドによるカスタ
ム フレームの再作成に使用できるファイル形式であれば、どの形式を選んでもかまいません。こ
のファイルの拡張子は .mlcf です。
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xps_custom_frame_file_name.xpsは、カスタムフレームがワークスペースに保存されたときに生
成された xps ファイルの名前を表す文字列です。このファイルの拡張子は .xps です。このファイ
ルは、アドイン MBX の読み込みがエラーになったときに MapBasic コマンドを再実行する場合
や、カスタムフレームのシリアル化を解除するためにシリアル化カスタムフレームファイル名を
使用する場合に必要です。このような場合、.xps ファイルが代わりに使用され、カスタム フレー
ムが保存時の内容で表示されます。

説明
Add Custom Frame文は、.worの永続化と読み込みにのみ使用します。この文をワークスペース
(.wor)の読み込みの外側 (MapBasicウィンドウやMapBasicツールなど)で実行すると、実行した
コマンドが MapBasic ウィンドウまたはツールでサポートされていないことを通知するエラーが
表示されます。
カスタムフレームは複製できません。カスタムフレームが含まれるレイアウトウィンドウを複製
すると、MapInfo Pro ではカスタム フレームを除き、レイアウト ウィンドウ内のすべてのフレー
ムが複製されます。

注 : レイアウト ウィンドウのスケール バーは、カスタム フレームの一例です。

Add Designer Frame 文

Add Designer Frame文は、Create Designer Legend文で作成された既存の凡例ウィンドウに凡
例枠を追加します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Add Designer Frame
[ Window legend_window_id ]
[ Custom ]
Frame From Layer { map_layer_id | map_layer_name }
[ Position ( x, y ) [ Units paper_units ] ]
[ Title { frame_title [ Font... ] } ]
[ SubTitle { frame_subtitle [ Font... ] } ]
[ Columns number_of_columns ] |
[ Height frame_height [ Units paper_units ] ]
[ Border Pen .... ] [ Brush ... ]
[ Priority priority_n ]
[ Name frame_name ]
[ Region [ Height region_height [ Units paper_units ] ] ]
[ Region [ Width region_width [ Units paper_units ] ] ]
[ Line [ Width line_width [ Units paper_units ] ] ]
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[ Auto Font Size { On | Off } ]
[ Order { Default | Ascending | Descending |
{ Custom id | id : id [ , id | id : id ... ] ... } } ]
[ Using
[ Column { column | Object } [ FromMapCatalog { On | Off } ] ]
[ Label { expression | Default } ] ]
[ Display { Gap | Palette | Bar
[ [ Thickness t_value ] [ Length l_value ]
[ Units paper_units ] [ Horizontal | Vertical ] ] } ]

[ Filter Max max_value ]
[ Sort Alpha ]
[ Into ID frame_id ]
[ Style [ Font...] [ Norefresh ] [ Count { On | Off } ]
[ Text { style_name }
{ [Line Pen...] | [ Region Pen... ] [ Brush... ] | [ Symbol... ] |

Collection [ Symbol... ] [ Line Pen... ] [ Region Pen... ] [
Brush... ] }

[ Count count_value ]
[ Display { On | Off } ] ]
[ Text . . .] ]

map_window_idは、FrontWindow()関数およびWindowID()関数の呼び出しによって取得可能な
整数値のウィンドウ IDです。この識別子がレイアウトウィンドウ内のマップのものである場合、
凡例はそのウィンドウに作成されます。
map_layer_id と map_layer_name は、マップ レイヤを指定します。Smallint 値 (たとえばシステ
ムレイヤを除く最上位のマップレイヤを指定する場合は1)か、マップに表示されているテーブル
名を表す文字列で指定することができます。主題図レイヤには map_layer_id を指定します。
paper_unitsは用紙単位名を表す文字列です。cm (センチメートル)、mm (ミリメートル)、in (イン
チ)、pt (ポイント)、およびパイカがあります。用紙単位名については、「Set Paper Units文」を
参照してください。
frame_titleはフレームタイトルを指定する文字列です。ここでフレームに対して Title句が指定さ
れている場合、ウィンドウ作成時にウィンドウに保存されたデフォルトのフレーム タイトルの代
わりにこれが使用されます。
frame_subtitleはフレームサブタイトルを指定する文字列です。ここでフレームに対して Subtitle
句が指定されている場合、ウィンドウ作成時にウィンドウに保存されたデフォルトのフレーム サ
ブタイトルの代わりにこれが使用されます。
number_of_columns はフレーム内に表示するフィールドの数です。
frame_height は、ユーザが凡例フレームのサイズを変更する場合に、Column 句の代わりに使用
します。フレームの高さを用紙単位で指定します。フレームのサイズが手動で変更されると、これ
が WOR ファイルに書き込まれます。
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priority_n は、レイアウト ウィンドウに凡例を埋め込む際の、凡例の Z オーダー値を表す整数で
す。
framename は、レイアウト ウィンドウに埋め込まれたこの凡例フレームの名前を表す文字列で
す。
region_heightと region_widthは、リージョン見本の新しい高さと幅を表す値です。8～ 144ポイ
ント、0.666667 ～ 12 パイカ、0.111111 ～ 2 インチ、0.282222 ～ 5.08 ミリメートル、または
0.282222 ～ 5.08 センチメートルを指定できます。
line_width は、ライン見本の幅を表す値です。12 ～ 144 ポイント、1 ～ 12 パイカ、0.666667 ～
2 インチ、4.23333 ～ 50.8 ミリメートル、または 4.23333 ～ 50.8 センチメートルを指定できま
す。
column は、マップ レイヤのテーブルの属性フィールド名です。
expression は、有効な MapBasic 式です。
t_value は、ラスタ凡例のカラー バーの厚さです。単位は、Units 句が指定されていなければイン
チです。
t_value は、ラスタ凡例のカラー バーの長さです。単位は、Units 句が指定されていなければイン
チです。
max_value は、ラスタ凡例に表示する色の最大数です。
frame_idは、現在のレイアウトウィンドウ上の空のレイアウト枠のフレーム識別子 (1からフレー
ム総数までの ID) です。
style_name は、カスタム凡例のシンボル、ライン、リージョンの横に表示する文字列です。
count_value は、ラスタ凡例の特定行のカウント値です。

説明
Create Designer Legend 文で設定されるデフォルト プロパティは、新規フレームを追加すると
きに使用します。これらのデフォルト プロパティは、追加するフレームに対して明示的にプロパ
ティを設定すると上書きされます。Add Cartographic Frame文と異なり、Add Designer Frame
文は、凡例フレーム内で使用するフィールドの数を指定できる Columns 句をサポートします。
Custom キーワードを指定する場合は、frame 節に Position 句が必要になります。Custom キー
ワードを指定しないと、凡例が縦または横に並べられ、その最後にフレームが追加されます。
FrameFromLayer句は、凡例ウィンドウに作成される 1つの凡例フレームを表します。(SmallInt)
値 (たとえば、システム レイヤ以外の一番上のマップ レイヤを指定する場合は 1)、または既存の
マップにあるレイヤ名を表す文字列を使用します。主題図レイヤには map_layer_id を指定しま
す。

59MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



Position 句は、MapBasic 文のウィンドウ レベルで Custom が指定されている場合、フレームの
位置を設定します。X座標は凡例ウィンドウの左からの距離、Y座標は凡例ウィンドウの上からの
距離で指定します。原点 (0,0) は、凡例ウィンドウの左上です。
フレームの Title が存在する場合は、それが Default Frame Title よりも優先されます。フレーム
タイトルに Font が含まれる場合は、デフォルトのフレーム タイトル フォントが存在しても、フ
レーム タイトルのフォントが優先されます。
フレームの Subtitle が存在する場合は、それが Default Frame Subtitle よりも優先されます。フ
レーム サブタイトルに Font が含まれる場合は、デフォルトのフレーム サブタイトル フォントが
存在しても、フレーム サブタイトルのフォントが優先されます。
Height 句は、ユーザがフレームのサイズを変更する場合に Columns 句の代わりに使用します。
両方が存在する場合は、Columns 句が使用されます。
Columns 句または Height 句は、地図凡例と主題図凡例にも適用されます。ただし、主題図凡例
のその他のプロパティはすべて、Set Legend 文によって指定する必要があります。
Border句は、レイアウトウィンドウに凡例を埋め込む際の、凡例の境界と背景のスタイルを指定
するためだけに使用します。
Penの後には、有効な Pen句を記述します。この句は、レイアウトウィンドウにフレームを埋め
込む際の、フレームのオン (塗りつぶし) またはオフ (中抜き) と、境界線の色を設定するためのも
のです。
Brushは有効なBrush句です。ソリッドブラシだけを使用できます。ソリッド以外の値を入力し
てもエラーになりませんが、種類として常にソリッドが強制的に使用されます。この句は、レイア
ウトウィンドウにフレームを埋め込む際の、フレームの背景色を指定するためだけに使用します。
Priority 句は、レイアウト ウィンドウに埋め込む際の Z オーダー値を凡例フレームに割り当てま
す。
Name 句は、レイアウト ウィンドウに埋め込む際の名前を凡例に割り当てます。
Region Height 句は、凡例内の見本の具体的な高さを指定するもので、フレームのデフォルト設
定よりも優先されます。
RegionWidth句は、凡例内の見本の具体的な幅を指定するもので、フレームのデフォルト設定よ
りも優先されます。
Line Width 句は、凡例内のライン見本の幅を指定するもので、フレームのデフォルト設定よりも
優先されます。
Auto Font Size は、Style 句のフォント サイズ設定に基づく凡例見本のサイズ変更を有効または
無効にします。
Order 句は、地図凡例における行の順序を並べ替えたりカスタマイズしたりする機能を追加しま
す。行はスタイル ラベルによって並べ替えるか、独自の順序を定義して並べ替えることができま
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す。並べ替え順序のオプションは、Default、Ascending、Descending、または Custom です。
Order句は、凡例が昇順、降順、またはカスタムの順序で並べ替えられている場合のみ、ワークス
ペースに書き込まれます。
Defaultの並べ替え順序は、凡例作成ウィザードが凡例行を作成する順序です。凡例を固有のスタ
イルに基づいて作成する場合は、それらのスタイルの順序がこの順序になり、それらのスタイルが
地図凡例における行として表示されます。並べ替え順序として Custom を指定した場合は、id 値
は行 ID です。ID は、リストの最初の行が 1 で、以下、順に大きくなります。[凡例フレームの設
定] ダイアログ ボックスの行のリストを見ると、リストの最初の行の ID は 1 で、リストの下に行
くにつれて ID は順に大きくなります。詳細については、「カスタム順序のオプション」および
Alter Designer Frame 文のカスタム順序のオプションに関する説明を参照してください。
Into ID を使用すると、空のレイアウト枠に凡例を挿入することができます。フレームが空でない
場合は、エラーとなります。frame_idが 1で、フレームが空でない場合、"レイアウト枠 1は空で
なければなりません"というメッセージが表示されます。Into IDは省略可能で、これを指定せずに
作成または追加された凡例は、マップの横に沿って自動配置されます。これは通常動作です。マッ
プ ウィンドウは、その凡例と同じレイアウト ページ上になければなりません。凡例を別のレイア
ウトページに挿入する場合や、マップがレイアウトウィンドウにない場合は、"親マップは、レイ
アウト ウィンドウの現在のページに埋め込む必要があります" というエラーが生じます。このエ
ラーの ID は 1067 です。
Into ID 句を使用する場合、他の句は無視され、エラーは生成されません。無視される句は、
Position、Units、Height、Border、Brush、Priority、およびNameです。フレームのサイズは、
その中の凡例に最も適したサイズに設定されます。
Using句は、ベクトルレイヤに対する凡例の作成方法を指定します。Column句とLabel句によっ
てテーブル要素を参照します。
Columnが定義される場合、columnはフレームレイヤのテーブルの属性フィールド名、またはオ
ブジェクトフィールドを表すObjectです (凡例のスタイルはマップファイルの一意のスタイルに
基づいて決定されます)。デフォルトは Object です。
FromMapCatalog ONの場合は、ライブアクセステーブルのMapCatalogからスタイルが取得さ
れます。テーブルがライブアクセステーブルでない場合は、ライブアクセスではないテーブルの
デフォルト設定に戻ります。エラーはスローされません。ライブ アクセスではないテーブルのデ
フォルト設定は、FromMapCatalog OFF です (マップ スタイルなど)。
FromMapCatalog OFF の場合は、ライブ テーブルの一意のマップ スタイルがサーバから取得さ
れます。レコード別のスタイルをサポートするライブ アクセス テーブルでのみ、この動作が可能
です。ライブ テーブルがレコード別のスタイルをサポートしていない場合は、ライブ テーブルの
デフォルトの動作に戻ります。つまり、MapCatalog のデフォルトのスタイルが取得されます
(FromMapCatalog ON)。
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Labelを定義する場合、expressionには有効な MapBasic式または Defaultを指定します (Default
を指定すると、Style句にテキストが含まれない限り、スタイルテキストの作成時にはデフォルト
のフレーム スタイル パターンが使用されます)。デフォルトは Default です。

注 : 最初に、各ベクトル レイヤの .TAB ファイル内で、タイトル、サブタイトル、フィー
ルド、ラベルのメタデータ値が検索されます。メタデータ値が存在すれば、それが Using
句の設定よりも優先されます。「GetMetadata$()関数」、および「Metadata文」を参照し
てください。

注 : オブジェクトの種類に基づいた凡例を作成する場合、最初にポイントのシンボルを描
画し、続いてライン、リージョンを描画します。コレクション オブジェクトは最後に描画
します。コレクション オブジェクトの中では、ポイント、ライン、リージョンの順に描画
します。

Display { Gap | Palette | Bar } 句は、ラスタ凡例のみに適用されます。
Display Bar は、連続ラスタ凡例をカラー バーを使用して表示します。この句には、バーのサイ
ズと向きを設定するオプションもあります。Thickness、Length、Unitsと、向き (Horizontalま
たはVertical)が設定できます。Unitsは省略可能です。省略した場合は、インチが適用されます。
厚さ、長さ、向きが指定されていない場合は、Default FrameBar句によって設定されたデフォル
ト値が使用されます。
Display Palette は、連続ラスタ凡例をラベル付きの単一色の見本として表示します。見本のサイ
ズは、フレームごとの設定、またはデフォルト設定における、リージョンの幅と高さに基づきま
す。
DisplayGapも、単一色の見本を表示しますが、これは分類済みのラスタレイヤ用です。Display
句が指定されていない場合は、ラスタ ソース レイヤの種類に応じて次のように処理されます。
• ラスタ ソース レイヤが連続の場合、20 色を超える場合は Display Bar 句、それ以外の場合は
Display Palette 句が使用されます。

• ラスタ ソース レイヤが分類済みの場合、Display Gap 句が使用されます。
FilterMax句は、ラスタ凡例に対して作成された行または色の最大数を指定します。この句は省略
可能で、ラスタ凡例フレームに対してのみ有効です。デフォルト値は 100 です。この句を使用し
ない場合、ラスタ凡例には 100 色が表示されます。指定可能な値は 1 ～ 1600 です。
Sort Alpha 句は、分類済みラスタ凡例フレームに対して使用します。ラベルをアルファベット順
に並べ替えます。
Style 句に NoRefresh キーワードを使用すると、凡例を更新しても上書きされないカスタム フ
レームを作成できます。ただし、Style句に、凡例に表示されるスタイルの行定義のカスタムリス
トを含める必要があります。Text句と、適切なLine句、Region句、Symbol句、またはCollection
句によってこれを行います。
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Font 句は、各行のラベルのテキスト スタイルを指定するもので、Default Frame Style のフォン
トよりも優先されます。
Count { On | Off } は、ラスタ凡例のみに適用され、レコード数を行ごとに表示するかどうかを制
御します。デフォルトは Off です。ラスタ凡例にカラー バーが表示される場合は無視されます。
各凡例行は Text 句で始まり、その後に Line 句、Region 句、Symbol 句、または Collection 句
が続きます。
各 Text 句の末尾には、ラスタ凡例のみに適用される Count 句をオプションで指定できます。ラ
スタレイヤにレコードあたりのカウント値が存在する場合、凡例の各行にその値が表示されます。
これを変更してはいけないので、Alter Designer Frame 文はこの値の変更をサポートしません。
各 Text 句の末尾には、オプションで Display 句も記述できます。Display On は、行を表示しま
す。Display Off は、行を非表示にします。Display 句がない場合、行は表示されます。Display
句は、凡例フレームに表示されない行に対してのみ、ワークスペース ファイルに記述されます。
次の注意事項に目を通してください。
• MapInfo Pro で新しい凡例フレームを追加すると、その新しいフレームが選択状態になります。
• MapBasic から凡例フレームを追加すると、その新しいフレームは選択状態にならず、以前の選
択が維持されます。

• LayoutInfo( ) 関数では、主題図凡例がフレームとしてカウントされます。

例
NumAllWindows() 関数を使用して開いているドキュメント ウィンドウの数を取得してから、
WindowID() 関数または WindowInfo() 関数を使用して反復処理を実行し、タイプによって凡例
ウィンドウを検索して、Add Legend Designer 文で使用する凡例ウィンドウ ID を見つけることが
できます。

Dim i, wndLegend as integer
for i = 1 to NumWindows()
If WindowInfo(WindowID(i), WIN_INFO_TYPE) = WIN_LEGEND_DESIGNER then
wndLegend = WindowInfo(WindowID(i), WIN_INFO_WINDOWID)
end if
next

この例ではフレームを追加します。

Add Designer Frame Window wndLegend Frame From Layer 2 Columns 2
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ウィンドウ識別子を取得するには、次のように記述します。ここでwindow_idはレイアウトウィ
ンドウの整数のウィンドウ識別子で、frame_id は検索対象とするレイアウト ウィンドウ内のフ
レームを指定する番号です。

LayoutItemInfo(window_id, frame_id, 10)

たとえば、レイアウトに 1つのマップと複数の凡例がある場合、マップフレームの frame_idは
1 で、最初の凡例の frame_id は 2 です。以下の例は、凡例ウィンドウのウィンドウ識別子を返し
ます。識別子 2 が凡例フレームです。

Dim LD_window as Integer
LD_window = LayoutItemInfo(window_id, 2, 10)

取得された識別子は、凡例を追加する文で使用できます。

Add Designer Frame Window window_id Frame From Layer . . .

関連項目

Create Designer Legend文、Set Designer Legend文、AddDesigner Frame文、AddDesigner
Text 文、Add Image Frame 文、Add Image Page 文、Alter Designer Frame 文、Remove
Designer Frame 文

Add Designer Page 文

この文は、1 つのページをレイアウト ウィンドウに追加します。 この文は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Add Designer Page
[ Window layout_win ]

layout_win はレイアウト ウィンドウのウィンドウ識別子です。

説明
Add Designer Page 文は、1 つのページをレイアウト ウィンドウに追加します。ページは、ペー
ジのコレクションの最後 (サムネイルの最後) に追加されます。追加できるページの数に制限はあ
りませんが、使用可能なメモリが足りない場合はそれ以上追加できません。
関連項目
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Create Designer Legend 文、Add Designer Frame 文、Add Designer Text 文、Add Image
Frame 文、Remove Designer Page 文

Add Designer Text 文

この文は、Create Designer Legend 文で作成された既存の凡例ウィンドウにテキスト フレーム
を追加します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Add Designer Text
[ Window legend_window_id ]
Legend Text Frame
Text { frame_text [ Font... ] }
[ Position ( x, y ) [ Units paper_units ] ]

legend_window_id は、FrontWindow( ) 関数およびWindowID() 関数.の呼び出しによって取得可
能な整数値のウィンドウ ID です。
frame_text は、凡例タイトル、サブタイトル、または説明 (著作権情報など) のテキストです。
x は、ワークスペースの上端からウィンドウの上端までの距離です。
y は、ワークスペースの左端からウィンドウの左端までの距離です。

注 : この場合のワークスペースとは、クライアント領域のことです (タイトルバー、ツール
バー、ステータス バーは含まれません)。

paper_unitsは用紙単位名を表す文字列です。cm (センチメートル)、mm (ミリメートル)、in (イン
チ)、pt (ポイント)、およびパイカがあります。
• 1 インチ (in) = 2.54 センチメートル、254 ミリメートル、6 パイカ、72 ポイント
• 1 ポイント (pt) = 0.01389 インチ、0.03528 センチメートル、0.35278 ミリメートル、0.08333
パイカ

• 1 パイカ = 0.16667 インチ、0.42333 センチメートル、4.23333 ミリメートル、12 ポイント
• 1センチメートル (cm) = 0.39370インチ、10ミリメートル、2.36220パイカ、28.34646ポイン
ト

• 1ミリメートル (mm) = 0.1センチメートル、0.03937インチ、0.23622パイカ、2.83465ポイン
ト
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説明
Legend Text Frame は、凡例ウィンドウにテキスト フレームを作成します。
Text に Font 句が指定されていない場合、デフォルトのフォントが使用されます。
Position 句によって、凡例ウィンドウのフレームの位置を制御します。凡例ウィンドウの左上隅
の位置が 0, 0です。Positionの値には、"in" (インチ)や "cm" (センチメートル)などの用紙単位設
定を使用します (「Set Paper Units 文」を参照してください)。MapBasic には現在の用紙単位設
定があり、デフォルトではインチです。MapBasicプログラムから用紙単位の設定を変更するには
Set Paper Units文を使用します。Position句の中にオプションのUnitsサブ句を含めると、現在
の用紙単位を上書きすることができます。

例

Add Designer Text Window frontwindow()
Legend Text Frame

Text "This is My title" Font("Batang", 3, 12, 16711680)

関連項目

Create Designer Legend 文、Add Designer Frame 文、Add Designer Text 文、Add Image
Frame 文、Add Image Page 文、Alter Designer Text 文、Remove Designer Text 文

Add Image Frame 文

目的
画像枠をレイアウト ウィンドウに追加します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンド
ウから呼び出すことができます。

構文

Add Image Frame [ Window window_id ]
[ Into ID frame_id ]
[ Position ( x, y ) [ Units paper_units ] ]
[ Width frame_width [ Units paper_units ] ]
[ Height frame_height [ Units paper_units ] ]
[ Angle angle ]
[ Pen .... ] [ Brush ... ] [ Priority n ] [ Name frame_name ]
From { File image_file_name }
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window_id は、レイアウト ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
frame_idは、現在のレイアウトウィンドウ上の空のレイアウト枠のフレーム識別子 (1からフレー
ム総数までの ID) です。
x, y は、レイアウト ウィンドウにおける画像枠の左上隅の位置を paper_units で指定します。
paper_unitsは用紙単位名を表す文字列です。cm (センチメートル)、mm (ミリメートル)、in (イン
チ)、pt (ポイント)、およびパイカがあります。
• 1 インチ (in) = 2.54 センチメートル、254 ミリメートル、6 パイカ、72 ポイント
• 1 ポイント (pt) = 0.01389 インチ、0.03528 センチメートル、0.35278 ミリメートル、0.08333
パイカ

• 1 パイカ = 0.16667 インチ、0.42333 センチメートル、4.23333 ミリメートル、12 ポイント
• 1センチメートル (cm) = 0.39370インチ、10ミリメートル、2.36220パイカ、28.34646ポイン
ト

• 1ミリメートル (mm) = 0.1センチメートル、0.03937インチ、0.23622パイカ、2.83465ポイン
ト

angle。オプションの Angle 句では、画像枠の角度を度単位で指定します。angle は浮動小数点数
です。angle のデフォルト値は 0 です。
frame_width と frame_height は、レイアウト ウィンドウにおけるフレームの幅と高さを指定しま
す。レイアウト ウィンドウには、表示比率 (高さと幅の比率) が維持されて画像が埋め込まれるの
で、幅と高さの両方を指定した場合は最後に使用した寸法から他方の寸法が計算されます。
image_file_name は、追加するイメージ ファイルの名前を表す文字列です。サポートされている
形式は、jpg、png、bmp、gif、tif、 ico です。
nは、レイアウトウィンドウにあるオブジェクト (フレーム)のZオーダー値を指定する整数です。
クローン文の作成時やワークスペースの保存時に、フレームの優先順位は 1 で始まる固有の値に
正規化されます。
frame_name は、レイアウト デザインのこの画像枠の名前を表す文字列です。レイアウト ウィン
ドウ内のフレームに割り当てられた名前は、WOR ファイルに書き込まれます。Name 句が WOR
ファイルに書き込まれると、ワークスペースのバージョンが 1500 に更新されます。

説明
window_idパラメータで、情報を取得するウィンドウを指定します。ウィンドウ識別子を取得する
には、ウィンドウを開いた直後に FrontWindow() 関数を呼び出すか、またはウィンドウ作成後の
任意の時点で WindowID() 関数を呼び出します。
オプションの Position句を使用すると、画像枠をレイアウトウィンドウ内に配置できます。この
句を省略すると、イメージはレイアウトの可視領域の中心に配置されます。
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オプションのWidth句およびHeight句では、画像枠のサイズを用紙単位で指定します。Width句
と Height句を指定しないと、イメージの元のサイズが使用されます。一方の値だけを指定した場
合は、その値からもう一方の値が計算され、イメージの表示比率が維持されます。
Brushは有効なBrush句です。ソリッドブラシだけを使用できます。ソリッド以外の値を入力し
てもエラーになりませんが、種類として常にソリッドが強制的に使用されます。この句はフレーム
に背景色を使うときだけ使用されます。
Penは有効な Pen句です。この句は、オン (ソリッド)またはオフ (中抜き)と、フレームの境界線
の色を設定するように設計されています。
Into ID を使用すると、空のレイアウト枠に画像を挿入することができます。フレームが空でない
場合は、エラーとなります。frame_idが 1で、フレームが空でない場合、"レイアウト枠 1は空で
なければなりません" というメッセージが表示されます。
Into ID 句を使用する場合、他の句は無視され、エラーは生成されません。無視される句は、
Position、Width、および Height です。フレームのサイズは、その中の画像に最も適したサイズ
に設定されます。
関連項目

Add Designer Frame 文、Add Designer Text 文、Add Image Frame 文、Add Image Page 文、
FrontWindow() 関数、Set Paper Units 文、WindowID() 関数

Add Map 文

目的
1つ以上のグラフィックレイヤまたは 1つのグループレイヤをマップウィンドウに追加します。
新しいレイヤを追加する挿入先のグループ レイヤと位置のいずれかまたは両方を選択することも
できます。

構文 1

Add Map
[ Window window_id ] [ Auto ]
Layer table [ , table [ Animate ] ... ]
[ [ DestGroupLayer group_id ] Position position ]

window_id はマップ ウィンドウのウィンドウ識別子です。
table はマップ ウィンドウに加える地図作成可能な開いたテーブルの名前です。
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group_idはグループ レイヤの識別番号で、整数値 (グループ番号)または文字列の値 (グループ名)
となります。
positionは、新しいレイヤのリストの挿入位置を示す、グループ内の 1から始まるインデックスで
す。

構文 2

Add Map
[ Window window_id ] [ Auto ]
GroupLayer ( "friendly_name" [ , item ... ] )
[ [ DestGroupLayer group_id ] Position position ]

意味は次のとおりです。

item = table | [ GroupLayer ( "friendly_name" [ , item ... ])

説明
AddMap文を使って、1つ以上の開いたテーブルまたはグループレイヤをマップウィンドウに追
加できますが、両方を 1 つの文で追加することはできません。グループ レイヤには、任意の数の
ネストされたグループ レイヤを含めることができます。その後、Set Event Processing 文 Off文
または Set Map 文 Redraw Off文によって再描画が無効とされていない限り、MapInfo Proは自動
的にマップ ウィンドウを再描画します。
window_id パラメータは、開いたマップ ウィンドウを示す整数のウィンドウ識別子です。ウィン
ドウ識別子を取得するには、FrontWindow() 関数および WindowID() 関数を呼び出します。Add
Map 文で window_id 値を指定しないと、文は一番上のマップ ウィンドウに作用します。
オプションの Auto キーワードを含めると、MapInfo Pro はマップ レイヤまたはグループ レイヤ
を一連のレイヤの適切な場所に自動的に配置しようとします。ポイント オブジェクトのマップは
一番上に配置されますが、ラスタ テーブルまたはリージョン オブジェクトのマップはマップの下
端近くに配置されます。
Auto キーワードを省略すると、指定した table はウィンドウの一番上のレイヤとなります。すな
わち、マップを再描画すると、新しいレイヤまたはグループ レイヤは最後に描画されます。その
後、Set Map 文を使用して、マップ ウィンドウのレイヤ順序を変更できます。
DestGroupLayerを指定すると、Autoキーワードは無視され、レイヤのリストまたはグループレ
イヤは、指定したグループのレイヤ リスト内の指定した位置に挿入されます。グループ id 0 は、
最上位リストです。DestGroupLayerを省略すると、グループ IDはデフォルトの 0になります。
positionは、挿入先グループの 1から始まるインデックスで、新しいレイヤのリストを挿入する位
置を示します。position を省略すると、グループの先頭 (position = 1) と見なされます。指定した
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positionが挿入先グループ内の項目数を超えている場合、新しいレイヤとグループのいずれかまた
は両方は、挿入先グループの末尾に挿入されます。
レイヤおよびグループの IDには、数値または名前を指定できます。グループ IDの範囲は、0から
リスト内のグループの総数までです。

注 : 一連の主題図レイヤの間に挿入することはできません。主題図レイヤは、作成時の順
序で挿入され、この順序が保持されます。一連の主題図レイヤ内に新しいレイヤを挿入する
ような位置を指定すると、最終的な位置はその位置を回避するように調整されます。

異なる投影法のレイヤの追加
追加されたレイヤがラスタ テーブルで、マップに他のラスタ マップ レイヤが含まれていない場
合、マップはラスタ イメージの座標系と投影法を採用します。マップ ウィンドウに複数のラスタ
レイヤが含まれている場合、ウィンドウはその時にウィンドウをより多く占有しているイメージに
応じて投影法をダイナミックに変更します。
ラスタの再投影がオンになっている場合、MapInfoProはラスタテーブルをマップに追加する場合
でもマップの座標系を保持します。
追加されたレイヤがラスタテーブルでない場合は、指定した tableが別の本来の投影法または座標
系で格納されていても、MapInfo Pro は Add Map 文以前に使用されていた座標系と投影法を使用
してマップ ウィンドウを表示し続けます。テーブルの本来の投影法がマップ ウィンドウの投影法
と異なる時は、MapInfoProはテーブル座標をその場で変換し、マップウィンドウ全体が同じ投影
法で表示されるようにします。

注 : MapInfo Pro がこの方法でマップ レイヤを変換すると、マップの再描画に時間がかか
ります。MapInfo Pro はマップを描画する際に数学変換を実行しなければならないためで
す。

アニメーション レイヤを使用したマップ再描画の迅速化
AddMap文にAnimateキーワードを含めると、追加されるレイヤはアニメーションレイヤという
特別なレイヤになります。アニメーションレイヤ内のオブジェクトを移動する場合、MapInfo Pro
は 1つのアニメーションレイヤのみを再描画するので、マップウィンドウの再描画が非常に迅速
になります。
アニメーションレイヤの例については、サンプルプログラムの ANIMATOR.MBを参照してくださ
い。
アニメーション レイヤは、マップ機能が頻繁に更新されるリアルタイムのアプリケーションで役
に立ちます。たとえば、それぞれの媒体がポイント オブジェクトとして表現されるフリート マ
ネージメント アプリケーションを実行することが可能です。GPS (グローバル ポジショニング サ
テライト)の技術を駆使することにより、現在の媒体座標の受け入れが可能となり、その後現在の
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媒体の位置をマップ上に表示するためにポイント オブジェクトを更新します。マップ オブジェク
トが常に変化しているようなこのタイプのアプリケーションにおいては、更新されたマップが従来
のレイヤではなくアニメーション レイヤに蓄積された場合、マップは格段に早く再描画を行いま
す。
次の例は、テーブル (Vehicles) を開き、そのテーブルをアニメーション レイヤとします。

Open Table "vehicles" Interactive
Add Map Layer vehicles Animate

通常、Animateキーワードを付けて最後に指定したテーブルがアニメーションレイヤになります。
アニメーション レイヤにできるレイヤは一度に 1 つだけです。
アニメーション レイヤ処理を終了させるには、Remove Map 文、Layer Animate 文を発行しま
す。
アニメーション レイヤには特別な制限があります。たとえば、ユーザは情報ツールを使用して、
アニメーション レイヤにあるオブジェクトをクリックすることができません。また、それぞれの
マップウィンドウはアニメーションレイヤを 1つしか所有できません。アニメーションレイヤの
詳細については、『MapBasic ユーザーズ ガイド』を参照してください。

例

Open Table "world"
Map From world
Open Table "cust1992" As customers
Open Table "lead1992" As leads
Add Map Auto Layer customers, leads

グループ レイヤを追加する例:

Open Table world
Open Table worldcap
Add Map Auto GroupLayer("new group", worldcap, world)
Open Table ocean
Add Map Layer ocean DestGrouplayer "new group" position 3

関連項目

Map 文、Remove Map 文、Set Map 文
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AdornmentInfo() 関数

目的
スケールバーなどのマップ修飾に関する情報を返します。この関数は、MapInfo ProのMapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

AdornmentInfo( window_id, attribute )

window_id は整数のウィンドウ識別子です。ウィンドウはマップ修飾である必要があります。
attributeは、戻される情報の種類を指定する整数コードです。値については、下表を参照してくだ
さい。

戻り値
浮動小数、2 バイト整数、整数、論理値、ペン、ブラシ、フォント、または文字列。指定する
attribute パラメータによって異なります。

説明
AdornmentInfo()からは、さまざまな属性が返されます。コードはMAPBASIC.DEFで定義されて
います。

AdornmentInfo() の戻り値ID属性の設定

整数値。マップ修飾のタイプ: スケール バーの場合は 0 (ゼロ)。1ADORNMENT_INFO_TYPE

整数値。親マップ ウィンドウの WindowID。2ADORNMENT_INFO_MAP_WINDOWID

論理値。固定された位置の場合は True、ドッキングされた位置の
場合は False。

3ADORNMENT_INFO_IS_FIXED_POS

浮動小数。固定された位置の X 値。4ADORNMENT_INFO_FIXED_POS_X
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AdornmentInfo() の戻り値ID属性の設定

浮動小数。固定された位置の Y 値。5ADORNMENT_INFO_FIXED_POS_Y

Char。ドッキングされた位置の X および Y オフセットの単位。6ADORNMENT_INFO_FIXED_POS_UNITS

2 バイト整数値。ドッキングされた位置を返します。7ADORNMENT_INFO_DOCKED_POS

浮動小数。ドッキングされた位置を基準にした、オフセットの X
値。

8ADORNMENT_INFO_DOCKED_OFFSET_X

浮動小数。ドッキングされた位置を基準にした、オフセットの Y
値。

9ADORNMENT_INFO_DOCKED_OFFSET_Y

Char。ドッキングされた位置の X および Y オフセットの単位。10ADORNMENT_INFO_DOCKED_UNITS

ペン。マップ修飾の背景境界線を描くペンのスタイル。11ADORNMENT_INFO_BACKGROUND_PEN

ブラシ。マップ修飾の背景フィルを描くブラシのスタイル。12ADORNMENT_INFO_BACKGROUND_BRUSH

2 バイト整数値。スケール バーの種類。20ADORNMENT_INFO_SB_TYPE

Char。スケール バーのマップ距離の単位。21ADORNMENT_INFO_SB_MAP_UNITS

Char。スケール バーの用紙単位。用紙単位の詳細については、
「Set Paper Units 文」を参照してください。

22ADORNMENT_INFO_SB_PAPER_UNITS

浮動小数。スケール バーの元のサイズ。23ADORNMENT_INFO_SB_BAR_LENGTH

浮動小数。スケール バーの描画サイズ。24ADORNMENT_INFO_SB_BAR_DRAW_LEN

浮動小数。スケール バーの高さ。25ADORNMENT_INFO_SB_BAR_HEIGHT

論理値。自動縮尺をオンまたはオフにします。26ADORNMENT_INFO_SB_AUTO_SCALING

論理値。ツールバーに縮尺を表示します。27ADORNMENT_INFO_SB_CARTO_SCALE

ペン。スケール バーの描画に使用するペンのスタイル。28ADORNMENT_INFO_SB_BAR_PEN
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AdornmentInfo() の戻り値ID属性の設定

ブラシ。スケール バーの描画に使用するブラシのフィル スタイ
ル。

29ADORNMENT_INFO_SB_BAR_BRUSH

フォント。スケールバーにテキストを表示するときに使用するフォ
ント。

30ADORNMENT_INFO_SB_BAR_FONT

浮動小数。スケール バーに表示される縮尺の数字。31ADORNMENT_INFO_SB_DISPLAY_SCALE

浮動小数。自動縮尺がオフの場合に使用する縮尺値 (丸めなし)。32ADORNMENT_INFO_SB_AUTOOFF_SCALE

浮動小数。自動縮尺がオンの場合に使用する縮尺値 (丸めあり)。33ADORNMENT_INFO_SB_AUTOON_SCALE

Char。書式設定された文字列 (小数点、3 桁の位取りなど) として
表示される縮尺値。

34ADORNMENT_INFO_SB_SCALE_STRING

浮動小数。丸めなしの数値としての縮尺値。35ADORNMENT_INFO_SB_CARTO_VALUE

Char。書式設定された文字列としての縮尺。36ADORNMENT_INFO_SB_CARTO_STRING

例

print AdornmentInfo(MapperInfo(FrontWindow(), 201), 1)

Alter Button 文

目的
ボタンパッド (ツールバー) のボタンまたはリボン グループを使用可能または使用不能にし、ある
いは選択または選択解除します。
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構文

Alter Button { handler | ID button_id }
[ { Enable | Disable } ]
[ { Check | Uncheck } ]

handlerは既存のボタンに割り当てられているハンドラです。handlerにはMapBasicプロシージャ
名、または MENU.DEFの標準コマンドコード (例: M_TOOLS_RULERやM_WINDOW_LEGEND)
を指定できます。
button_id は固有の整数ボタン識別番号です。

説明
Alter Button 文でハンドラ (プロシージャ名など) を指定すると、そのハンドラを呼び出すすべて
のボタンが変更されます。この文で button_id 番号を指定すると、その ID を持つボタンだけが変
更されます。
Disable キーワードは、ユーザがボタンを選択できないように、ボタンをグレイ表示に変更しま
す。
Enable キーワードは、使用不能になっていたボタンを使用可能にします。
Check キーワードおよび Uncheck キーワードは、[統計ウィンドウを表示] ボタンなどの
ToggleButton タイプのボタンを選択したり、選択を解除したりします。Check キーワードは
ToggleButtonコントロールを押す働きをし、Uncheckキーワードはボタンを離す働きをします。
たとえば、次の文は [統計ウィンドウを表示] ボタンを選択します。

Alter Button M_WINDOW_STATISTICS Check

注 : 標準 MapInfo Pro ボタンをチェックまたはチェック解除しても、ボタンのアクション
が自動的に呼び出されるわけではありません。したがって、[統計ウィンドウを表示]ボタン
をチェックしても、実際には統計ウィンドウは表示されず、ボタンの外観が変化するだけで
す。ユーザがボタンをチェックまたはチェック解除した場合のようにアクションを起こすに
は、適切な文 (この例では Open Window 文 Statistics) を発行します。

同様に、Check キーワードを使用して、ツールボタンの外観を変更できます。ただし、ツールボ
タンをチェックしても、ツールが実際に選択されるわけではなく、ボタンの外観が変わるだけで
す。標準ツールをアクティブツールとするには、次のように RunMenu Command文を発行しま
す。

Run Menu Command M_TOOLS_RULER

カスタムツールをアクティブツールとするには、Run Menu Command ID IDnum構文を使用しま
す。
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MapInfo Pro 64 ビット版でこのコマンドを使用する際は、次のことを忘れないでください。
1. このコマンドを使用すると、ボタンパッド グループに追加されたコントロールを有効/無効に

したり、選択/選択解除したりできます。
2. MapInfoの実行メニューコマンドを使用してチェック/チェック解除を行うと、ischeckedプロ

パティがバインドされたコントロールが影響を受けます。
関連項目

Alter ButtonPad 文、Create ButtonPad 文、Run Menu Command 文

Alter ButtonPad 文

目的
ボタンパッド (ツールバー)を表示/非表示にしたり、ボタンを追加/削除します。64ビット版では、
リボン グループに対して同じ操作を行います。作成済みのボタン パッドを変更することもできま
す。ボタンパッドが存在しなければ、MIPro は自動的にボタンパッドを作成します。64 ビット版
では、リボン グループに対して同じ操作を行います。

構文

Alter ButtonPad { current_title | ID pad_num }
[ Add button_definition [ button_definition ... ] ]
[ Remove { handler_num | ID button_id } [ , ... ] ]
[ Title new_title ]
[ Tab tab_name | tab_caption ]
[ Width width ]
[ Position ( x, y ) [ Units unit_name ] ]
[ ToolbarPosition ( row, column ) ]
[ { Show | Hide } ]
[ { Fixed | Float | Top | Left | Right | Bottom } ]
[ Destroy ]

current_title は、ツールバーのタイトル文字列です (例 : Main)。
pad_num は標準ツールバーの ID 番号です。
• 1 はメイン
• 2 は描画
• 3 はツール
• 4 は標準
• 5 はデータベース管理システム (DBMS)
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• 6 は Web サービス
• 7 は予約済み
handler_num は、MENU.DEFの整数ハンドラ コード (M_TOOLS_RULER (1710) など) です。
button_id は、カスタム ボタンの固有の識別番号です。
new_title は、ツールバーの新タイトルとなる文字列で、ツールバーが浮動している時に表示され
ます。MapInfo Pro 64 ビット版の場合は、リボン グループのキャプションです。
tab_name、tab_caption。既存のリボンタブを変更する場合、tab_nameはタブのプログラム内の
名前 ("TabMap" など) であり、リボン タブのキャプションではありません。

注 : 既存の Ribbonコントロールの名前はMapBasicに付属する ProSampleAddinをビルド
および実行し、その Dump Object Model ツールを使用します。
(\MapBasic\Samples\RIBBONINTERFACE\DotNet\ProSampleAddIn)

widthはパッドの幅で、ボタン数で表します。64ビット版のMapInfo Proではサポートされていま
せん。
x, y は、浮動している時のツールバーの位置を用紙単位で指定します。用紙単位の詳細について
は、「Set Paper Units 文」を参照してください。64 ビット版の MapInfo Pro ではサポートされ
ていません。
unit_nameは、用紙単位名 (例 :インチは "in"、センチメートルは "cm")を表す文字列です。64ビッ
ト版の MapInfo Pro ではサポートされていません。
row, column は、連結されている時のツールバーの位置を指定します (0, 0 はツールバーの先頭行
の左端にパッドを配置し、0, 1 は先頭行の 2 番目のツールバーを指定するなど)。64 ビット版の
MapInfo Pro ではサポートされていません。
• row の位置は一番上から始まり、下へ行くほど値が大きくなります。これは同じ位置 (一番上ま
たは一番下)にある行からの相対値です。同じ位置にメニューバーがあるときは、そのメニュー
バーからの相対値になります。メニューバーの直下にあるツールバーの行値は0です。メニュー
バーのすぐ上にあるときの行値は -1 です。

• column の位置は左から始まり、右へ行くほど値が大きくなります。これは同じ位置 (左または
右)にあるフィールドからの相対値です。たとえば、ツールバーが左にドッキングされ、メニュー
バーがその左位置にドッキングされている場合、メニューバーのすぐ左側のフィールドのフィー
ルド番号は -1 です。メニュー バーのすぐ右側のフィールドのフィールド番号は 0 です。

各 button_definition 句は Separator キーワードで構成したり、次の構文を含むことができます。

{ PushButton | ToggleButton | ToolButton }
Calling { procedure | menu_code | OLE methodname | DDE server, topic }

[ ID button_id ]
[ Small | ExtraSmall | Large Icon icon_code [ File file_spec ] ]
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[ Cursor cursor_code [ File file_spec ] ]
[ DrawMode dm_code ]
[ HelpMsg msg ]
[ ModifierKeys { On | Off } ]
[ { Enable | Disable } ]
[ { Check | Uncheck } ]

procedure は、ボタンが使用されている時に呼び出すハンドラ プロシージャです。
menu_code は、MENU.DEF (M_FILE_OPEN (102) など) からの標準 MapInfo Pro のメニュー コー
ドです。MapInfo Pro はユーザがボタンを使用したときにメニュー コマンドを実行します。
methodname は、OLE メソッド名を指定する文字列です。Calling OLE 構文の詳細については、
「Create ButtonPad 文」を参照してください。
server と topic は、DDE サーバとトピック名を指定する文字列です。Calling DDE 構文の詳細に
ついては、「Create ButtonPad 文」を参照してください。
button_id は、固有のボタン番号を指定します。この番号はヘルプのタグ、ハンドラが使用中のボ
タンを判断するためのパラメータ (異なるボタンが同じハンドラを呼び出す場合)、または Alter
Button 文で使用するパラメータとして使用できます。
Icon icon_codeは、ボタンに表示されるアイコンを指定します。icon_codeには、ICONS.DEFに
リストされる標準MapInfoアイコンコードの 1つ (MI_ICON_RULER (11)など)を使用できます。
File サブ句で、アイコン リソースを含むファイル名を指定する場合、icon_code はファイルのリ
ソースを識別する整数のリソース ID です。小さい方のボタンのサイズはリソース ファイル ID
icon_codeで、大きい方のボタンのサイズはリソース ファイル ID icon_code+1で、つまり、それ
ぞれをリソース ファイル ID icon_code と、リソース ファイル ID icon_code+1 で定義できます。

注 : アイコン コードで File トークンに Uri 構文を使用できるようになりました。

Small | ExtraSmall | Large はアイコンのサイズを指定します。
Cursor cursor_codeは、ユーザがツールボタンツールを選択した時にマウスカーソルが使用する
形を指定します。cursor_code は ICONS.DEF からのコード (MI_CURSOR_ARROW (0) など) で
す。この句は、ツールボタンにのみ適用されます。File サブ句で、アイコン リソースを含むファ
イルの名前を指定する場合、cursor_code はファイルのリソースを識別する整数のリソース ID で
す。
64 ビット版の MapInfo Pro は、次の 3 とおりの方法でカーソルをサポートします。
1. Icons.def 内の文字列を使用: SetRbnToolBtnCtrlCursor(MyToolButton, "138")
2. キーワード FILE とカスタム カーソルの DLL の名前で構成される文字列を使用:

SetRbnToolBtnCtrlCursor(MyToolButton, "136 FILE gcsres32.dll")
3. MapInfo Cursor が Icons.def から定義する整数 ID を使

用:SetRbnToolBtnCtrlCursorId(MyToolButton, MI_CURSOR_FINGER_LEFT)
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dm_code は、ユーザがツールをクリックしてドラッグできるか、またはクリックできるだけかを
指定します。ICONS.DEFdm_code は ICONS.DEF からのコード (DM_CUSTOM_LINE (33) など)
です。ツールボタンにのみ適用されます。
msgは、ボタンの状況バーヘルプと、オプションでツールチップヘルプを指定する文字列です。
msg の最初の部分は状況バー ヘルプ メッセージです。msg 文字列が \n を含む場合、\n の次に続
くテキストは、そのボタンのツールチップ ヘルプとして使用されます。
ModifierKeys 句はツールボタンにのみ適用され、ユーザがツールボタンの使用中にマウスをド
ラッグした場合に、Shiftキーおよび Ctrl キーがラバーバンドの描画に影響を与えるかどうかを制
御します。デフォルトは Off (変更キーは影響を持たない) です。

説明
AlterButtonPad文を使用して、既存のボタンパッドの表示、非表示、変更、削除を行うことがで
きます。ボタンパッドについては、『MapBasic ユーザーズ ガイド』を参照してください。
ボタンパッドを表示または非表示にするには、Showまたは Hideキーワードを指定します。下の
例を参照してください。
パッドを画面の上部に固定する (連結する)か、ウィンドウのように浮動させるかを設定するには、
Fixedまたは Floatキーワードを指定します。パッドを画面の上部にドラッグしたり、画面の上部
から別の場所にドラッグすることにより、パッドを連結するかどうかを制御することもできます。
画面上でパッドが連結される位置をより細かく制御したい場合は、Top (Fixedを使うのと同じ)、
Left, Right、または Bottom のキーワードを使用してください。
浮動している時のパッドの位置は、Position 句で制御します。連結されている時のパッドの位置
は、ToolbarPosition句で制御します。
ボタンパッドを削除するには、Destroy キーワードを指定します。ボタンパッドを削除すると、
[ツールバー] ダイアログ ボックスに表示されなくなります。
AlterButtonPad文では、メインや描画などの既存のボタンパッドにボタンを追加できます。追加
できるボタン コントロールには、PushButton コントロール (ボタンをクリックして離すとダイア
ログ ボックスが表示されるなど)、ToggleButton コントロール (クリックして選択し、再度クリッ
クして選択を解除する)、ToolButton コントロール (選択し、マップ ウィンドウやレイアウト ウィ
ンドウでクリックに使用する) の 3 タイプがあります。
ボタンを追加する時にオプションの Disable キーワードを指定すると、そのボタンは表示した時
点では使用不能 (グレイ表示) となります。その後に Alter Button 文でボタンを有効にすることが
できます。ただし、ボタンのハンドラが標準MapInfoProコマンドの場合は、コマンドが現在使用
可能かどうかに応じて、自動的にボタンが使用可能または使用不能になります。
トグルボタンまたはツールボタンを追加する時に、オプションの Check キーワードを指定する
と、ボタンは最初に表示される時に自動的に選択 (チェック) されます。
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カスタム ツールボタン ツールを使用中にユーザがマウスをクリックした場合は、それを (マウス
をドラッグしている間に Esc キーを押すなどして) ユーザがキャンセルしない限り、MapInfo Pro
は自動的にツールのハンドラを呼び出します。このハンドラプロシージャにより、CommandInfo()
が呼び出され、クリックした場所が確認されます。複数のツールが同じハンドラ プロシージャを
呼び出す場合、プロシージャは CommandInfo() を呼び出して、現在使用中のボタンの ID を判断
することができます。
Alter ButtonPad 文を使用して、既存のタブ グループにボタンを追加できます。以下に例を示し
ます。

Alter ButtonPad "PushButtons" Add PushButton small

ボタンパッドを変更してボタンを削除する場合は、ボタンパッドがあるタブの名前を指定する必要
があります。以下に例を示します。

alter buttonpad "MapFile" add pushbutton calling HelloRibbon Small icon
46 Title "Hello" helpmsg "help on hello" Tab "TabMap"

カスタム アイコンとカーソル
Icon 句は、ボタンに表示されるアイコンを指定します。File 句を省略する場合は、パラメータ n
で ICONS.DEFに記述されたアイコンコード (MI_ICON_RULER (11)など)の 1つを参照する必要
があります。

注 : MapInfo Pro は、標準のユーザ インターフェイスに使用されていない多くの内蔵アイ
コンを備えています。これらアイコンのデモンストレーションを見るには、サンプル プロ
グラムのICONDEMO.MBXを実行してください。このサンプルプログラムを使用すると、ア
イコンを表示することや、アイコンの定義コードをクリップボードにコピーすることができ
ます (コピーしたコードはプログラムにペーストすることができます)。

File file_specサブ句は、ビットマップリソースを含む DLLファイルを示します。nパラメータは
ビットマップリソースの IDを示します。Windowsのアイコン作成の詳細については、『MapBasic
ユーザーズ ガイド』を参照してください。
ToolButtonの定義にCursor句を含めて、ユーザがカスタムツールを使用している時のマウスカー
ソルの外観を制御することもできます。使用できるカーソルコードは、ICONS.DEFにリストされ
ています (MI_CURSOR_CROSSHAIR (138)、MI_CURSOR_ARROW (0) など)。カスタム カーソ
ルを指定する手順は、カスタム アイコンを指定する手順に似ています。
別のバージョンの MapInfo Pro でのカスタム アイコンのサイズの要件については、「Create
ButtonPad 文」、「アイコン サイズについて」を参照してください。
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カスタム描画モード
ToolButton の定義に DrawMode 句に含めて、ユーザがツールを使ってドラッグできるか (ライン
を描画するなど)、またはクリックのみができるか (ポイントを描画するなど)を制御することがで
きます。次の表は使用可能な描画モードを示したものです。左の欄のコードはICONS.DEFで定義
されます。

説明IDDrawMode パラメータ

カスタム ツールの使用中はドラッグできません。34DM_CUSTOM_POINT

ドラッグすると、カーソル位置とユーザがクリックした位置を結
ぶラインが描かれます。

33DM_CUSTOM_LINE

ドラッグすると、長方形のマーキーが現れます。32DM_CUSTOM_RECT

ドラッグすると、円形のマーキーが現れます。30DM_CUSTOM_CIRCLE

ドラッグすると楕円形のマーキーが現れます。ModifierKeys 句を
指定した場合は、Shift キーを押しながらドラッグするとマーキー
が円形になります。

31DM_CUSTOM_ELLIPSE

ユーザはポリゴンを描画できます。ユーザが描画したオブジェク
トを取得するには、CommandInfo() 関数
(CMD_INFO_CUSTOM_OBJ)という関数呼び出しを使用します。

35DM_CUSTOM_POLYGON

ユーザは折れ線を描画できます。ユーザが描画したオブジェクト
を取得するには、CommandInfo() 関数
(CMD_INFO_CUSTOM_OBJ)という関数呼び出しを使用します。

36DM_CUSTOM_POLYLINE

DM_CUSTOM_POINT (34) 以外のすべての描画モードは自動スクロール機能をサポートしていま
す。ユーザはマウスをクリックしてウィンドウの端にドラッグし、マップやレイアウトをスクロー
ルすることができます。自動スクロールを解除するには、「Set Window 文」を参照してくださ
い。

注 : MapBasic は、MapInfo Pro のユーザには利用できない追加の描画モードをサポートし
ています。カスタム ツールボタンに Calling 句、Calling M_TOOLS_SEARCH_POLYGON
(1733) がある場合、ユーザはツールを使用してポリゴンを描くことができます。ユーザが
マウスをダブルクリックしてポリゴンを閉じると、MapInfo Proはポリゴン内のすべてのオ
ブジェクトを (選択可能なマップレイヤから) 選択します。ポリゴンは保存されません。
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ボタンパッドでは、従来の動作はサポートされなくなりました。
1. [ { Fixed | Float | Top | Left | Right | Bottom } ]
2. [ Width width ]
3. [ Position ( x, y ) [ Units unit_name ] ]
4. [ ToolbarPosition ( row, column ) ]

Alter Button { handler | ID button_id }
[ { Enable | Disable } ][ { Check | Uncheck } ]

Alter ButtonPadコマンドを使用すると、ボタンパッドグループに追加されたコントロールを有効
化/無効化またはチェックをオン/オフできます。
MapInfo Proの Run Menu Commandでチェックのオン/オフを実行する場合、IsCheckedプロパ
ティ バインドがあるコントロールのみチェックのオン/オフが行われます。
例:

Alter ButtonPad ID 1 Add PushButton ID 23002 HelpMsg "Open Table" calling
102
Alter Button ID 23002 Enable
Alter Button ID 23002 Disable
Alter Button ID 23002 Check
Alter Button ID 23002 Uncheck

例
次の例は、メイン ボタンパッドを表示し、描画ボタンパッドを非表示にします。

Alter ButtonPad "Main" Show
Alter ButtonPad "Drawing" Hide

次の例はメイン ボタンパッドを連結し、その連結位置を 0.0 (左上) に設定します。

Alter ButtonPad "Main" Fixed ToolbarPosition(0,0)

次の例は、連結しないで浮動させるためにメイン ボタンパッドを移動し、その浮動位置を画面の
左上隅の内側 0.5 インチの位置に設定します。

Alter ButtonPad "Main" Float Position(0.5,0.5) Units "in"
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サンプルプログラムのScaleBarには、次のAlter ButtonPad文が含まれています。この文はツー
ル ボタンパッドにカスタム ツールボタンを追加します。(”ID 3" はツール ボタンパッドを示しま
す。)

Alter ButtonPad ID 3
Add
Separator
ToolButton
Icon MI_ICON_CROSSHAIR
HelpMsg "Draw a distance scale on a map\nScale Bar"
Cursor MI_CURSOR_CROSSHAIR
DrawMode DM_CUSTOM_POINT
Calling custom_tool_routine

Show

注 : Separator キーワードは、ツール ボタンパッドの最後のボタンと新しい
MI_CURSOR_CROSSHAIR (138) ボタンとの間に空白を入れます。

関連項目

Alter Button 文、ButtonPadInfo( ) 関数、Create ButtonPad 文、Set Window 文

Alter Cartographic Frame 文

目的
Alter Cartographic Frame文は、Create Cartographic Legend文で作成した既存の地図凡例のフ
レーム位置、タイトル、サブタイトル、境界線、スタイルを変更します(凡例ウィンドウの幅、高
さ、または位置を変更するにはSetWindow文を使用します。)この文は、MapInfoProのMapBasic
ウィンドウから発行できます。
この文では、凡例ウィンドウの主題図フレームのタイトル、サブタイトル、またはフォントを変更
することはできません。これらを変更するには、Set Legend 文を使用します。

構文

Alter Cartographic Frame
[ Window legend_window_id ]
Id { frame_id }
[ Position ( x, y ) [ Units paper_units ] ]
[ Title [ frame_title ] [ Font... ] ]
[ SubTitle [ frame_subtitle ] [ Font... ] ]
[ Border Pen... ]
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[ Style [ Font... ]
[ ID { id } Text { style_name } ]
[Line Pen... | Region Pen... Brush... | Symbol Symbol... ] ]
[ , ... ]

legend_window_id は、FrontWindow( ) 関数およびWindowID() 関数.の呼び出しによって取得可
能な整数値のウィンドウ ID です。
frame_idは凡例枠の IDです。レイヤ名は使用できません。たとえば、凡例にフレームが 3つある
場合、各フレームの ID は1、2、3 と連続した値になります。
x, y は、レイアウト ウィンドウにおける画像枠の左上隅の位置を paper_units で指定します。
paper_unitsは用紙単位名を表す文字列です。cm (センチメートル)、mm (ミリメートル)、in (イン
チ)、pt (ポイント)、およびパイカがあります。
• 1 インチ (in) = 2.54 センチメートル、254 ミリメートル、6 パイカ、72 ポイント
• 1 ポイント (pt) = 0.01389 インチ、0.03528 センチメートル、0.35278 ミリメートル、0.08333
パイカ

• 1 パイカ = 0.16667 インチ、0.42333 センチメートル、4.23333 ミリメートル、12 ポイント
• 1センチメートル (cm) = 0.39370インチ、10ミリメートル、2.36220パイカ、28.34646ポイン
ト

• 1ミリメートル (mm) = 0.1センチメートル、0.03937インチ、0.23622パイカ、2.83465ポイン
ト

frame_title はフレーム タイトルを指定する文字列です。
frame_subtitle はフレーム サブタイトルを指定する文字列です。
idは、そのフレームのスタイルリスト内の位置です。フレーム内のスタイルの番号を調べるには、
属性 FRAME_NUM_STYLES (13) を指定して LegendFrameInfo() 関数を使用してください。
style_name は、ID で指定したフレームの各シンボルの横に表示される文字列です。シャープ (#)
記号はレイヤ名に置き換えられます。パーセント (%) 記号はシンボルに応じて、"ライン"、"ポイ
ント"、"リージョン"というテキストに置き換えられます。たとえば、STATES.TABレイヤに相当
するフレームにおいて "# の %" と指定すると、States のリージョンと表示されます。

説明
Window 句を指定しない場合は、一番上の凡例ウィンドウが使用されます。
Position 句によって、凡例ウィンドウのフレームの位置を制御します。凡例ウィンドウの左上隅
の位置が 0, 0 です。Position の値には、"in" (インチ) や "cm" (センチメートル) などの用紙単位設
定を使用します (「Set Paper Units 文」を参照してください)。MapBasic には現在の用紙単位設
定があり、デフォルトではインチです。MapBasicプログラムから用紙単位の設定を変更するには
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Set Paper Units 文を使用します。Alter Cartographic Frame 文で Position 句の中にオプション
の Units サブ句を含めると、現在の用紙単位を上書きすることができます。
Title句とSubTitle句では、新しいテキスト、新しいフォント、またはその両方を指定できます。
Style句には、フレーム内に表示するスタイルの定義リストを含める必要があります。更新できる
のはカスタム スタイルの Style タイプのみです。Text はどのスタイルでも更新できます。どのタ
イプのフレームでも、スタイルを追加したり削除したりすることはできません。
関連項目

Create Cartographic Legend文、Set Cartographic Legend文、Add Cartographic Frame文、
Remove Cartographic Frame 文

Alter Control 文

目的
アクティブなカスタム ダイアログ ボックスのコントロールのステータスを変更します。

構文

Alter Control id_num
[ Title { title | From Variable array_name } ]
[ Value value ]
[ { Enable | Disable } ]
[ { Show | Hide } ]
[ Active ]

id_num は、アクティブなダイアログ ボックスのコントロールの 1 つを識別する整数です。
title は、コントロールに割り当てる新しいタイトルを示す文字列です。
array_nameは、ListBox、MultiListBox、PopupMenuの各コントロールの内容を再設定する配列変
数名です。
value は、指定したコントロールに関連付ける新しい値です。

制限事項
この文は MapBasic ウィンドウを通じて発行することはできません。
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説明
Alter Control文は、アクティブなダイアログボックスにあるコントロールの 1つまたは複数の属
性を変更します。したがって、Alter Control文はダイアログボックスがアクティブな時だけ発行
してください (ダイアログボックスのコントロールの1つから呼び出されるハンドラプロシージャ
内で発行する)。 画面に複数のネストされたダイアログ ボックスがある場合、Alter Control 文は
一番上のダイアログ ボックス内にあるコントロールだけに作用します。
id_numでは、どのダイアログボックスのコントロールを変更するかを指定します。これはDialog
文の ID 句で指定する id_num パラメータに対応します。
各オプション句 (Title、Value、Enable/Disable、Hide/Show、Active) では、ダイアログ ボック
スのコントロールの様々な属性を変更します。 1 つの文にこれらの句を全部含めることができま
す。つまり、1つの Alter Control文で、ダイアログボックスのコントロールの名前、値、使用可
能/使用不能ステータスを変更できます。
属性の中には、一部のタイプのコントロールに適用されないものがあります。 たとえば、Button
コントロールは使用可能または使用不能にできますが、value 属性は持ちません。
Title句は、ほとんどのコントロール上に表示されるテキストを再設定します (Pickerコントロール
および EditText コントロールを除きます。EditText コントロールの内容を再設定するには Value
を設定します)。 コントロールが ListBox、MultiListBox、PopupMenu の場合は、Title 句で From
Variable 句を指定して、文字列変数の配列からコントロールの新しい内容を読み取ることができ
ます。
ActiveキーワードはEditTextにだけ適用されます。Alter Control...Active文は、指定したEditText
コントロールにキーボード フォーカスを与えます。
コントロールを消去したり再表示するには Hide キーワードと Show キーワードを使用します。
MultiListBoxコントロールのすべての項目の選択を解除するには、value設定を 0にします。選択
した一連のMultiListBox項目にリスト項目を追加するには、リスト項目の番号に対応する正の整数
値で Alter Control 文を発行します。

注 : この場合、MultiListBox コントロールのハンドラから Alter Control 文を発行しないで
ください。

Alter Control 文を使用すると、StaticText コントロールに表示されるテキストを変更することが
できます。 ただし、MapInfo Proでは、StaticTextコントロールを作成した後でサイズを増やすこ
とはできません。したがって、StaticTextコントロールの長さを変更する予定がある場合は、最初
に定義する時に空白を余分に入れておく必要があります。たとえば、Dialog文で次のように指定
します。

Control StaticText ID 1 Title "Message goes here" + Space$(30)
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例
次の例は、2 つのチェックボックス、[OK] ボタン、[キャンセル] ボタンを含むダイアログ ボック
スを作成します。 初期状態では、[OK] ボタンは使用不能 (グレイ表示) になっています。 ユーザ
がどちらか一方または両方のチェックボックスを選択した場合にのみ [OK]ボタンが使用可能とな
ります。

Include "mapbasic.def"
Declare Sub Main
Declare Sub checker
Sub Main
Dim browse_it, map_it As Logical
Dialog
Title "Display a file"
Control CheckBox
Title "Display in a Browse window"
Value 0
Calling checker
ID 1
Into browse_it
Control CheckBox
Title "Display in a Map window"
Value 0
Calling checker
ID 2
Into map_it
Control CancelButton
Control OKButton
ID 3
Disable

If CommandInfo(CMD_INFO_DLG_OK) Then
' ... then the user clicked OK...
End If
End Sub
Sub checker
' If either check box is checked,
' enable the OK button; otherwise, Disable it.
If ReadControlValue(1) Or ReadControlValue(2) Then
Alter Control 3 Enable
Else
Alter Control 3 Disable
End If
End Sub

87MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



Alter Designer Frame 文

目的
Alter Designer Frame文は、CreateDesigner Legend文で作成した既存の凡例のフレーム位置、
タイトル、サブタイトル、スタイルを変更します(凡例ウィンドウの幅、高さ、または位置を変更
するには Set Window 文を使用します)。この文は主題図フレームに使用できません。この文は、
MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

注 : この文では、凡例ウィンドウの主題図フレームのタイトル、サブタイトル、またはフォ
ントを変更することはできません。これらを変更するには、Set Legend 文を使用します。

注 : 凡例フレームの幅は、その内容に応じて常に自動的にサイズ変更されるので、この文
を使用して凡例フレームの幅を指定することはできません。

構文

Alter Designer Frame
[ Window legend_or_layout_window_id ]
Id { frame_id }
[ Position ( x, y ) [ Units paper_units ] ]
[ Title [ frame_title ] [ Font... ] ]
[ SubTitle [ frame_subtitle ] [ Font... ] ]
[ Columns number_of_columns ] |
[ Height frame_height [ Units paper_units ] ]
[ Width frame_width [ Units paper_units ] ]
[ Name frame_name ]
[ Region [ Height region_height [ Units paper_units ] ] ]
[ Region [ Width region_width [ Units paper_units ] ] ]
[ Line [ Width line_width [ Units paper_units ] ] ]
[ Auto Font Size { On | Off } ]
[ Bar [ Thickness t_value ] [ Length l_value ]
[ Units paper_units ] [ Horizontal | Vertical ] ]
[ Order { Default | Ascending | Descending |
{ Custom id | id : id [ , id | id : id ... ] ... } } ]
[ Style [ Font... ] [ Count { On | Off } ]
[ ID { id } Text { style_name } ]
[Line Pen... | Region Pen... Brush... | Symbol Symbol... ] ]
[ , ... ]
[ Angle frame_angle ]
[ Metadata SetKey keyname To keyvalue ]
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legend_or_layout_window_id は、凡例ウィンドウまたはレイアウト ウィンドウの整数のウィンド
ウ識別子で、FrontWindow() 関数および WindowID() 関数を呼び出して取得できます。
frame_id はフレームの ID です。レイヤ名は使用できません。たとえば、フレームが 3 つある場
合、各フレームの ID は 1、2、3 と連続した値になります。
paper_unitsは用紙単位名を表す文字列です。cm (センチメートル)、mm (ミリメートル)、in (イン
チ)、pt (ポイント)、およびパイカがあります。用紙単位の詳細については、「Set Paper Units
文」を参照してください。
• 1 インチ (in) = 2.54 センチメートル、254 ミリメートル、6 パイカ、72 ポイント
• 1 ポイント (pt) = 0.01389 インチ、0.03528 センチメートル、0.35278 ミリメートル、0.08333
パイカ

• 1 パイカ = 0.16667 インチ、0.42333 センチメートル、4.23333 ミリメートル、12 ポイント
• 1センチメートル (cm) = 0.39370インチ、10ミリメートル、2.36220パイカ、28.34646ポイン
ト

• 1ミリメートル (mm) = 0.1センチメートル、0.03937インチ、0.23622パイカ、2.83465ポイン
ト

frame_title はフレーム タイトルを指定する文字列です。
frame_subtitle はフレーム サブタイトルを指定する文字列です。
number_of_columns はフレーム内に表示するフィールドの数です。
frame_height は、ユーザが凡例またはレイアウト フレームのサイズを変更するときに、Column
句の代わりに使用します。フレームの高さを用紙単位で指定します。フレームのサイズが手動で変
更されると、WOR ファイルに書き込みが行われます。
frame_width は、用紙単位のフレームの幅です。フレームのサイズが手動で変更されると、WOR
ファイルに書き込みが行われます。width は凡例フレームには指定できません。
frame_name は、レイアウト ウィンドウ内のフレームの名前を表す文字列です。frame_name は
凡例フレームには指定できません。レイアウト ウィンドウ内のフレームに割り当てられた名前は
ワークスペース (WORファイル)に書き込まれ、ワークスペースのバージョンが 1500に更新され
ます。
region_heightは、凡例ウィンドウまたはレイアウトウィンドウのマップフレーム内にある見本の
新しい高さを表す値です。8 ～ 144 ポイント、0.666667 ～ 12 パイカ、0.111111 ～ 2 インチ、
0.282222 ～ 5.08 ミリメートル、または 0.282222 ～ 5.08 センチメートルを指定できます。指定
しない場合、デフォルト値の 32 ポイントが使用されます (デフォルト値は環境設定として設定で
きます)。
region_width は、凡例ウィンドウまたはレイアウト ウィンドウのマップ フレーム内にある見本の
新しい幅を表す値です。8 ～ 144 ポイント、0.666667 ～ 12 パイカ、0.111111 ～ 2 インチ、
0.282222 ～ 5.08 ミリメートル、または 0.282222 ～ 5.08 センチメートルを指定できます。指定
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しない場合、デフォルト値の 32 ポイントが使用されます (デフォルト値は環境設定として設定で
きます)。
line_width は、凡例ウィンドウまたはレイアウト ウィンドウのマップ フレーム内にある線分の新
しい幅を表す値です。12 ～ 144 ポイント、1 ～ 12 パイカ、0.666667 ～ 2 インチ、4.23333 ～
50.8ミリメートル、または 4.23333～ 50.8センチメートルを指定できます。指定しない場合、デ
フォルト値の 36 ポイントが使用されます (デフォルト値は環境設定として設定できます)。
t_value は、ラスタ凡例のデフォルト フレーム境界の厚さです。
l_value は、ラスタ凡例のデフォルト フレーム境界の長さです。
idは、そのフレームのスタイルリスト内の位置です。フレーム内のスタイルの番号を調べるには、
属性 FRAME_NUM_STYLES (13) を指定して LegendFrameInfo() 関数を使用してください。
style_name は、ID で指定したフレームの各シンボルの横に表示される文字列です。シャープ (#)
記号はレイヤ名に置き換えられます。パーセント (%) 記号はシンボルに応じて、"ライン"、"ポイ
ント"、"リージョン"というテキストに置き換えられます。たとえば、STATES.TABレイヤに相当
するフレームにおいて "# の %" と指定すると、States のリージョンと表示されます。
frame_angle は、回転角度を (度単位で) 指定する浮動小数値で、テキスト枠または画像枠に対し
てのみ使用できます。シンボル枠に対しては、TrueType シンボルの回転を変更するために使用で
きます (度単位で指定します)。
keyname は、メタデータ キーの名前を表す文字列です。
keyvalue は、キーに割り当てる値を表す文字列です。

説明
Window句を省略すると、この文は最前面のウィンドウ、あるいは状況に応じて最前面の凡例ウィ
ンドウまたはレイアウト ウィンドウに適用されます。
Position 句によって、凡例ウィンドウまたはレイアウト ウィンドウのフレームの位置を制御しま
す。ウィンドウの左上隅の位置が 0, 0です。Positionの値には、"in" (インチ)や "cm" (センチメー
トル) などの用紙単位設定を使用します。MapBasic には現在の用紙単位設定があり、デフォルト
ではインチです。MapBasicプログラムから用紙単位の設定を変更するには Set Paper Units 文を
使用します。Alter Designer Frame 文で Position 句の中にオプションの Units サブ句を含める
と、現在の用紙単位を上書きすることができます。
Title句とSubTitle句では、新しいテキスト、新しいフォント、またはその両方を指定できます。
Columns 句はフレームに表示するフィールドの数です。
すべてのフレーム タイプの Height と Width には、最小値と最大値があります。範囲外の
frame_width や frame_height を設定すると、エラー メッセージが表示され、指定可能な範囲が示
されます。

90MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



• 画像枠に関しては、表示比率が常に維持されます。たとえば、画像の表示比率が 0.5の場合は次
のようになります。

Alter Designer Frame FrontWindow() ID 1 Width 100 'Height will be set
to 50

Alter Designer Frame FrontWIndow() ID 1 Height 100 'Width will be set
to 200

同じ文の中でWidthと Heightの両方を指定した場合は、最後の句が優先します。次の例では、
高さが 100 に設定され、幅は表示比率を維持するために 200 に設定されます。

Alter Designer Frame FrontWindow() ID 1 Width 50 Height 100

• ライン図形を含むフレームの場合、Width を 0 に設定するとラインは垂直になります。Height
を0に設定すると水平のラインになります。幅と高さの両方を0に設定すると、エラーメッセー
ジが表示されます。

注 : Width 句を使用して、凡例フレームの幅を指定することはできません。

Region Height 句は、凡例ウィンドウの凡例フレーム内にある見本に特定の高さを指定します。
Region Width 句は、凡例ウィンドウの凡例フレーム内にある見本に特定の幅を指定します。
Line Width 句は、凡例ウィンドウの凡例フレーム内にある行サンプルに特定の幅を指定します。
Auto Font Size は、フォント サイズの設定に基づく凡例見本のサイズ変更を有効または無効にで
きます。
Bar 句では、作成済みのバーの厚さや長さを変更できます。Thickness、Length、または向き
(Horizontal | Vertical) のうちの少なくとも 1 つを含む必要があります。Units 句は省略可能で、
MapInfo Pro のデフォルト値はインチです。Units 句だけを含めると、実行時エラー (無効な句で
あるというエラー)が発生します。Thicknessと Lengthの値は、0.1～ 72.0インチです。他の凡
例見本サイズの範囲に収まらない値は無視されます (範囲内に表示されるようにバーが切り取られ
ます)。
Order 句は、地図凡例における行の順序を並べ替えたりカスタマイズしたりする機能を追加しま
す。地図凡例は、スタイル ラベルによって並べ替えるか、独自の順序を定義して並べ替えること
ができます。並べ替え順序のオプションは、Default、Ascending、Descending、またはCustom
です。Order 句は、地図凡例が昇順、降順、またはカスタムの順序で並べ替えられている場合の
み、ワークスペースに書き込まれます。
Defaultの並べ替え順序は、凡例作成ウィザードが凡例行を作成する順序です。凡例を固有のスタ
イルに基づいて作成する場合は、それらのスタイルの順序がこの順序になり、それらのスタイルが
地図凡例における行として表示されます。
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並べ替え順序として Custom を指定した場合は、id 値は行 ID です。ID は、リストの最初の行が
1 で、以下、順に大きくなります。[凡例フレームの設定] ダイアログ ボックスの行のリストを見
ると、リストの最初の行の ID は 1 で、リストの下に行くにつれて ID は順に大きくなります。詳
細については、「カスタム順序のオプション」を参照してください。
Display 句は、各行の表示を制御します。MapBasic の各行は、Style 句で開始します。各 Style
句の末尾には、オプションでDisplay句を記述できます。DisplayOnは、行を表示します。Display
Off は、行を非表示にします。Display 句がない場合、行は表示されます。Display 句は、フレー
ムに表示されないスタイルについてのみ、ワークスペース ファイルに書き込まれます。

注 : Columns 句または Height 句は、地図凡例と主題図凡例に適用されます。ただし、主
題図凡例のその他のプロパティはすべて、Set Legend 文によって指定する必要がありま
す。

用紙の Units には、cm (センチメートル)、mm (ミリメートル)、in (インチ)、pt (ポイント)、およ
びパイカを使用します。これらの単位は以下のように変換されます。
• 1 インチ (in) = 2.54 センチメートル、254 ミリメートル、6 パイカ、72 ポイント
• 1 ポイント (pt) = 0.01389 インチ、0.03528 センチメートル、0.35278 ミリメートル、0.08333
パイカ

• 1 パイカ = 0.16667 インチ、0.42333 センチメートル、4.23333 ミリメートル、12 ポイント
• 1センチメートル (cm) = 0.39370インチ、10ミリメートル、2.36220パイカ、28.34646ポイン
ト

• 1ミリメートル (mm) = 0.1センチメートル、0.03937インチ、0.23622パイカ、2.83465ポイン
ト

Style句には、フレーム内に表示するスタイルの定義リストを含める必要があります。更新できる
のは、NoRefresh キーワードを指定して作成された凡例枠の Style タイプのみです。Text はどの
スタイルでも更新できます。どのタイプのフレームでも、スタイルを追加したり削除したりするこ
とはできません。
Count { On | Off } 句は、ラスタ凡例に対して、レコード数を行ごとに表示するかどうかを制御し
ます。デフォルトはOffです。分類済みラスタの凡例に対してのみ適用可能です。連続ラスタ凡例
にはカウントは表示されないので、このパラメータは無視されます。MapInfo Pro は Count の設
定をWORファイルに保存します。WORファイルを使用する際に、カウントが設定されている場
合のみそれが MapInfo Pro で表示されます。
Count 句は、ラスタ凡例の凡例フレームの特定行のカウント値を保存します。この値は変更でき
ません。値は、0 ～ 9,223,372,036,854,775,807の 64 ビット整数です。無効な値を指定すると値
は設定されないため、LEGEND_STYLE_INFO_COUNTを指定して問い合わせても -1が返されま
す。連続ラスタ凡例はカウントを表示しません。上記の Count を参照してください。
Metadata SetKey 句は、レイアウト枠に格納されたメタデータの管理に役立ちます。
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主題図凡例に適用されるのは、次の句のみです。

[ Position ( x, y ) [ Units paper_units ] ]

[ Columns number_of_columns ] |
[ Height frame_height [ Units paper_units ] ]

例
次の例では、Cities ポイント レイヤ内のフレーム 1 スタイル サンプル 1 を変更します。タイト
ル、サブタイトル、およびシンボルの横に表示されるテキストを更新します。

Alter Designer Frame
Window FrontWindow()
ID 1
Position (1, .5) Units "in"
Title "Big Cities"
Subtitle "125 Biggest Cities"
Style Font ("Arial",2,12,255)
ID 1 Text "City Points"

関連項目

Add Designer Frame 文、Create Designer Legend 文、Remove Designer Frame 文、Set
Designer Legend 文

カスタム順序のオプション
Create Designer Legend 文と Alter Designer Frame 文の両方に、並べ替え順序として Custom
を指定することのできる Order 句が追加されました。

Custom id | id : id [ , id | id : id ... ]

ここで、次の式は、行 ID の範囲を昇順で指定します (Id2 > Id1)。

Id1 : Id2

リストの並べ替え
凡例行のカスタム順序の構文は、SetMap文でレイヤの並べ替えに使用するOrder句と同様です。
リストの先頭に近い部分を並べ替える場合の使用方法は極めて簡単ですが、末尾に近い部分の並べ
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替えはそれほど簡単ではありません。たとえば、最初の 3 行の順序を逆にするには、次のように
記述するだけです。

Order Custom 3, 2, 1

残りの行については何もする必要がありません。行が全部で 10行で、最後の 2行を入れ換える場
合には、次のようにすべての ID を列挙する必要があります。

Order Custom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9

よりコンパクトに記述するには、次の構文を使用します。

Order Custom 1:8, 10, 9

値の範囲の指定
値の範囲を指定するにはコロン ( : ) を使用します。例を以下に示します。

Long form:
Order Custom 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 3, 4

Short form:
Order Custom 2, 5:10, 1, 3, 4
Order Custom 2, 5:10, 1, 3:4 (same as above but also valid)
Order Custom 2, 5:10, 1 (same as above but also valid)

Long form:
Order Custom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 11

Short form:
Order Custom 1:10, 12:20, 11

値のリストでは値が重複してはなりません。値が重複していると、エラーが発生します。次の場
合、エラーが発生します。

Order Custom 1:5, 8, 4:7

この式では、行 ID 4 と 5 が重複しています。次のように構文を展開すると、重複していることが
わかります、

Order Custom 1, 2, 3, 4, 5, 8, 4, 5, 6, 7

凡例ウィンドウで凡例を作成または変更する場合には、いずれの構文も使用できます。ワークス
ペースでは、凡例ウィンドウ内の凡例がカスタム順序で 50行以上である場合に、短い構文が使用
されます。
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Alter Designer Text 文

Alter Designer Text文は、凡例ウィンドウまたはレイアウト ウィンドウのテキスト文字列、フォ
ントスタイル、テキストフレーム位置を変更します。この文は、MapInfo ProのMapBasicウィ
ンドウから発行できます。

構文

Alter Designer Text
[ Window legend_or_layout_window_id ]
[ ID textframe_id [ Text { frame_text [ Font... ] }
[ Position ( x, y ) [ Units paper_units ] ] ] ]

legend_or_layout_window_id は、凡例ウィンドウまたはレイアウト ウィンドウの整数のウィンド
ウ識別子で、FrontWindow() 関数および WindowID() 関数を呼び出して取得できます。
textframe_id は、凡例ウィンドウ内にあるテキスト フレーム (凡例フレームではない) の一意の識
別子です。
frame_text は、凡例タイトル、サブタイトル、または説明 (著作権情報など) のテキストです。
x は、ワークスペースの上端からウィンドウの上端までの距離です。
y は、ワークスペースの左端からウィンドウの左端までの距離です。

注 : この場合のワークスペースとは、クライアント領域のことです (タイトルバー、ツール
バー、ステータス バーは含まれません)。

paper_unitsは用紙単位名を表す文字列です。cm (センチメートル)、mm (ミリメートル)、in (イン
チ)、pt (ポイント)、およびパイカがあります。
• 1 インチ (in) = 2.54 センチメートル、254 ミリメートル、6 パイカ、72 ポイント
• 1 ポイント (pt) = 0.01389 インチ、0.03528 センチメートル、0.35278 ミリメートル、0.08333
パイカ

• 1 パイカ = 0.16667 インチ、0.42333 センチメートル、4.23333 ミリメートル、12 ポイント
• 1センチメートル (cm) = 0.39370インチ、10ミリメートル、2.36220パイカ、28.34646ポイン
ト

• 1ミリメートル (mm) = 0.1センチメートル、0.03937インチ、0.23622パイカ、2.83465ポイン
ト
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説明
Text に Font 句が指定されていない場合、デフォルトのフォントが使用されます。
Position 句によって、凡例ウィンドウまたはレイアウト ウィンドウのフレームの位置を制御しま
す。ウィンドウの左上隅の位置が 0, 0です。Positionの値には、"in" (インチ)や "cm" (センチメー
トル)などの用紙単位設定を使用します (「Set Paper Units 文」を参照してください)。MapBasic
には現在の用紙単位設定があり、デフォルトではインチです。MapBasicプログラムから用紙単位
の設定を変更するには Set Paper Units 文を使用します。Position 句の中にオプションの Units
サブ句を含めると、現在の用紙単位を上書きすることができます。
Window 句を省略すると、この文は最前面で開いているウィンドウ、あるいは最前面の凡例ウィ
ンドウ、または最前面のレイアウト ウィンドウに適用されます。

例

Alter Designer Text Window frontwindow()
ID 1

Text "Title Changed" Font("Arial Greek", 0, 14, 14680064)

関連項目

Create Designer Legend 文、Add Designer Text 文、Remove Designer Text 文

Alter MapInfoDialog 文

目的
MapInfoProの標準ダイアログボックスにあるコントロールを使用不能または非表示にし、あるい
は新しい値を割り当てます。

制限事項
注意 : Alter MapInfoDialog文は、MapInfo Proの今後のバージョンではサポートされない可能性
があります。そのため、この文を使用しているMapBasicプログラムをMapInfo Proの今後のバー
ジョンで実行すると、正しく機能しない可能性があります。この文を使用する時は注意を要しま
す。
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構文 1 (デフォルト以外の設定を割り当てる)

Alter MapInfoDialog dialog_ID
Control control_ID
{ Disable | Hide | Value new_value } [ , { Disable... } ]
[ Control... ]

構文 2 (デフォルトの設定に戻す)

Alter MapInfoDialog dialog_ID Default

dialog_ID は、変更する MapInfo Pro ダイアログを示す整数の ID 番号です。
control_ID は、変更するコントロールを示す 1 以上の整数の ID 番号です。
new_value は、ダイアログのコントロールに割り当てる新しい値です。

説明
MapInfo Pro の標準ダイアログ ボックスで、コントロール (ボタン、チェック ボックスなど) を使
用不能または非表示にし、あるいは新しい値を割り当てる必要がある場合にこの文を使用します。

注 : この文は、MapInfo Pro の標準ダイアログ ボックスを変更する場合に使用します。
Dialog文を使用して作成したカスタムダイアログボックスを変更する場合は、AlterControl
文を使用します。

ID 番号の確認
ダイアログボックスの ID番号を確認するためには、次のコマンド文を使用してMapInfo Proを実
行します。
mapinfopro.exe -helpdiag

-helpdiag 引数を指定して MapInfo Pro を実行した後で、MapInfo Pro ダイアログ ボックスを表示
し、ヘルプ ボタンをクリックします。通常は、ヘルプ ボタンをクリックするとヘルプが起動しま
すが、-helpdiag 引数を使用した場合は、現在のダイアログ ボックスの ID 番号が表示されます。

注 : Windowsのバージョンごとに、異なる共通ダイアログボックス ([開く]ダイアログボッ
クスや [保存] ダイアログ ボックスなど) があります。共通ダイアログ ボックスを変更する
場合で、アプリケーションを異なるバージョンの Windows で使用する場合は、共通ダイア
ログ ボックスのバーションごとに 1 つずつ、2 つの Alter MapInfoDialog文を発行しなけ
ればならないことがあります。
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個々のコントロールには ID 番号が割り当てられます。たとえば、ほとんどの [OK] ボタンは 1 と
いう ID 番号を持ち、ほとんどの [キャンセル] ボタンは 2 という ID 番号を持ちます。特定のコン
トロールの ID番号を確認するには、Microsoftの Cコンパイラに付属する Spy++ユーティリティ
など、第三者のデベロッパーによるユーティリティを使用する必要があります。MapBasicソフト
ウェアには、Spy++ ユーティリティは用意されていません。
AlterMapInfoDialog文は、ダイアログボックスの初期状態の外観を変更しますが、ユーザが [OK]
をクリックしない限り変更には何の効果もありません。たとえば、Alter MapInfoDialog文を使用
して [検索]ダイアログボックスにアドレスを格納することができます。しかし、ダイアログボッ
クスを表示してユーザが [OK] をクリックしない限り、検索処理は実行されません。

変更可能なタイプ
コントロールを使用不能 (グレイ表示) とするためには、Disable キーワードを使用します。
コントロールを非表示とするためには、Hide キーワードを使用します。
コントロールの設定を変更するためには、Value 句を使用します。
共通ダイアログボックス ([開く]ダイアログなど)を変更する時に、コンボボックスコントロール
で選択される項目を再設定することや、静止テキスト、ボタン、編集ボックスの各コントロールに
新しいテキストを割り当てることができます。
[ページの設定]ダイアログボックスの方向コントロールを変更できます。[縦]ボタンと [横]ボタン
は、それぞれ 1056 と 1057 です。
他の MapInfo Pro のダイアログ ボックスを変更する際には、次に示す変更のタイプの要約を参照
してください。
• ボタン、静的テキスト、編集ボックス、編集可能コンボボックス : new_valueパラメータでテキ
スト文字列を使用して、新しいテキストを割り当てることができます。

• リスト ボックス、コンボ ボックス : 数値の new_value を使用して、選択される項目を設定でき
ます。

• チェックボックス :チェックボックスを設定し (1を指定する)、または設定を解除する (0を指定
する) ことができます。

• ラジオボタン :ボタンの値を1に設定すると、そのボタンがラジオグループから選択されます。
• シンボル スタイル ボタン: 新しいシンボル スタイルを割り当てることができます (例 :
MakeSymbol() 関数の戻り値を使用する)。

• ペン スタイル ボタン : 新しいペン値を割り当てることができます。
• ペン スタイル ボタン : 新しいペン値を割り当てることができます。
• ペン スタイル ボタン : 新しいペン値を割り当てることができます。
• ペン スタイルとブラシ スタイルが組み合わされたボタン : ペン値を指定してペン スタイルを再
設定します。または、ブラシ値を指定してブラシ スタイルを再設定します。(このタイプのコン
トロールの例については、MapInfo Pro の [リージョン スタイル] ダイアログ ボックスを参照し
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てください。このダイアログ ボックスは、編集可能なリージョンをダブルクリックすると表示
されます。)

例
次の例では、テキスト文字列 (23 Main St.) を最初の編集ボックスに格納し、[再指定] ボタンを非
表示にして、MapInfo Pro の [キー指定検索] ダイアログ ボックスを変更します。

If SystemInfo(SYS_INFO_MIVERSION) = 400 Then
Alter MapInfoDialog 2202
Control 5 Value "23 Main St."
Control 12 Hide

End If
Run Menu Command M_ANALYZE_FIND

ID番号の 2202は、[キー指定検索]ダイアログ ボックスを表します。Control 5は、ユーザが住所
を入力するための編集ボックスです。Control 12は [再指定]ボタンで、この例では非表示に設定し
ています。すべての ID番号は、MapInfoProの今後のバージョンで変更される可能性があります。
そのため、この例では SystemInfo() 関数を呼び出して MapInfo Proのバージョン番号を確認して
います。
関連項目

Alter Control 文、SystemInfo() 関数

Alter Menu 文

目的
既存のメニューの項目を追加または削除します。

構文 1

Alter Menu { menuname | ID menu_id }
Add menudef [ , menudef... ]

各 menudef は、次の構文にしたがってメニュー項目を定義します。

newmenuitem
[ ID menu_item_id ]
[ HelpMsg help ]
[ { Calling handler | As menuname } ]
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menuname は既存のメニュー名 (「ファイル」など) です。
menu_id は 1 から 64 までの標準整数のメニュー ID で、1 は [ファイル] メニューを示します。
newmenuitem は指定したメニューに追加する項目名の文字列です。
menu_item_id はカスタム整数のメニュー項目識別子で、後続のAlter Menu Item 文で使用できま
す。
help はメニュー項目が強調表示されている間に、状況バーに現れる文字列です。
handler はプロシージャの名前、標準メニュー コマンドのコード (例 : M_FILE_NEW)、あるいは
OLEまたはDDEを呼び出してメニューイベントを処理するための特別な構文です。標準のMapInfo
Pro表示/非表示コマンドのコマンドコード (M_WINDOW_STATISTICSなど)を指定する場合は、
項目の表示/非表示の動作を維持するために、newmenuitem文字列を感嘆符で開始し、脱字挿入記
号 (^)を含める必要があります。各種のハンドラ構文の詳細については、CreateMenu文の項を参
照してください。

構文 2

Alter Menu { menuname | ID menu_id }
Remove { handler | submenuname | ID menu_item_id }
[ , { handler | submenuname | ID menu_item_id } ... ]

menuname は既存のメニュー名です。
menu_id は 1 から 64 までの整数のメニュー ID で、1 は [ファイル] メニューを示します。
handler はサブ プロシージャの名前、または標準 MapInfo Pro コマンドのコードです。
submenuname は、指定したメニューから削除する階層サブメニュー名です。
menu_item_id はカスタム整数のメニュー項目識別子です。
MapInfo Pro 64 ビット版でこのコマンドを使用する際は、次のことを忘れないでください。
1. 同じメニューを2つの異なる場所に追加した場合、このコマンドで変更できるのは最後に追加

したメニューだけです。
2. MapInfo Proの定義済みメニューのいずれかをドロップダウンに追加した場合、このコマンド

はメニュー グループ内のメニューのみを変更します。

説明
Alter Menu 文は、既存のメニューにメニュー項目を追加したり、既存のメニューからメニュー項
目を削除します。
この文ではmenunameパラメータでメニュー名 (「ファイル」など)を指定することにより、どの
メニューを変更するのかを指定できます。
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変更するメニューが標準MapInfo Proメニューの場合は、Alter Menu文で ID句を使用して、どの
メニューを変更するかを指定できます。ID 句はメニューを 1 から 64 の番号で識別します (1 は
[ファイル]メニューを示します)。次の表は、すべての標準MapInfo Proメニューの名前と ID番号
の一覧です。

表 1 : メニューの ID 番号

説明ID定義メニュー名

[ファイル] メニュー1M_FILEファイル

[編集] メニュー2M_EDIT編集

[検索] メニュー3M_SEARCH検索

[クエリ] メニュー3M_QUERYクエリ

[プログラム] メニュー4M_PGMプログラム

[ツール] メニュー4M_TOOLSツール

[オプション] メニュー5M_OPTIONSオプション

[ウィンドウ] メニュー6M_WINDOWウィンドウ

[ヘルプ] メニュー7M_HELPヘルプ

[ブラウザ]メニュー通常は、ブラウザウィンドウがアクティブウィ
ンドウの場合にのみ表示されます。

8M_BROWSEテーブルの参照

[マップ] メニュー通常は、マップ ウィンドウがアクティブな場合
にのみ利用できます。

9M_MAPマップ

[レイアウト] メニューレイアウト ウィンドウがアクティブな場合
に利用できます。

10M_LAYOUTレイアウト

[グラフ] メニューグラフ ウィンドウがアクティブな場合に利用で
きます。

11M_GRAPHグラフ
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説明ID定義メニュー名

[MapBasic] メニューMapBasic ウィンドウがアクティブな場合に
利用できます。

12M_MAPBASICMapBasic

[領域編成]メニュー領域ブラウザがアクティブな場合に利用できま
す。

13M_REDISTRICT領域編成

[オブジェクト] メニュー14M_OBJECTSオブジェクト

[テーブル] メニュー15M_TABLEテーブル

[ファイル] メニューの [Web Service を開く] サブメニュー39M_OPEN_WEBSERVICEWeb Service を開く

[クエリ] メニューの [選択内容の検索] サブメニュー40M_FIND_SELECTION選択内容を検索

[テーブル]メニューの [Oracleワークスペースツール]サブメニュー41M_ORACLE_TOOLSOracle ワークスペー
ス ツール

[テーブル] メニューの [テーブル管理] サブメニュー42M_TAB_MAINTENANCEテーブル管理

[テーブル] メニューの [ラスタ] サブメニュー43M_TAB_RASTERラスタ

[ヘルプ] メニューの [ライセンス] サブメニュー44M_LICENSINGライセンス

[ファイル] メニューの [タイル サーバ] サブメニュー45M_TILESERVERタイル サーバのマッ
プ

[凡例]メニュー49M_LEGEND_DESIGNER凡例デザイン

[レイアウト] メニュー51M_LAYOUT_DESIGNERレイアウト デザイン

次の表に、ユーザがマウスの右ボタンをクリックすると表示されるショートカット メニューを示
します。
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表 2 : ショートカット メニューの ID 番号

説明ID定義メニュー名

デフォルトのショートカット メニューで
す。このメニューは、独自のショートカッ
ト メニューが定義されていないウィンド
ウをユーザが右クリックした時に表示さ
れます。

16M_SHORTCUT_DFLTDefaultShortcut

マップ ウィンドウのショートカット メ
ニューです。

17M_SHORTCUT_MAPPERMapperShortcut

ブラウザウィンドウのショートカットメ
ニューです。

18M_SHORTCUT_BROWSERBrowserShortcut

レイアウト ウィンドウのショートカット
メニューです。

19M_SHORTCUT_LAYOUTLayoutShortcut

グラフ ウィンドウのショートカット メ
ニューです。このメニューにはグラフ作
成のオプションが含まれています。

20M_SHORTCUT_GRAPHERGrapherShortcut

MapBasic ウィンドウのショートカット
メニューです。

21M_SHORTCUT_CMDCmdShortcut

領域編成のショートカット メニューで
す。領域ブラウザがアクティブの場合に
利用可能です。

22M_SHORTCUT_REDISTRICTERRedistrictShortcut

凡例ウィンドウのショートカット メ
ニューです。

23M_SHORTCUT_LEGENDLegendShortcut

グラフ ウィンドウのショートカット メ
ニューです。このメニューには作成済み
のグラフのフォーマット オプションが含
まれています。

24M_SHORTCUT_GRAPHTDGGrapherShortcut

3D マップ ウィンドウのショートカット
メニューです。

25M_SHORTCUT_3DMAP3DMapShortcut
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説明ID定義メニュー名

メッセージ ウィンドウのショートカット
メニューです。

26M_SHORTCUT_MSG_WINMessageWinShortcut

統計ウィンドウのショートカット メ
ニューです。

27M_SHORTCUT_STAT_WINStatisticsWinShortcut

マップ修飾ウィンドウのショートカット
です。

32M_SHORTCUT_ADORNMENTAdornmentShortcut

レイヤ リスト内で通常のレイヤを右ク
リックすると表示されるレイヤ管理 ウィ
ンドウのショートカット

33M_SHORTCUT_LC_LAYERSLcLayersShortcut

レイヤリスト内で通常のMapノードを右
クリックすると表示されるレイヤ管理
ウィンドウのショートカット

34M_SHORTCUT_LC_MAPSLcMapsShortcut

レイヤリスト内でグループレイヤを右ク
リックすると表示されるレイヤ管理 ウィ
ンドウのショートカット

35M_SHORTCUT_LC_GROUPSLcGroupsShortcut

将来使用できるよう予約されています。36M_SHORTCUT_TABLEADORNMENTTableAdornmentShortcut

テーブル名を右クリックすると表示され
るテーブルリストウィンドウのショート
カット

37M_SHORTCUT_TLV_TABLESTableListWindowShortcut

ラベル オーバーライドまたは表示オー
バーライドを右クリックすると表示され
るレイヤ管理 ウィンドウのショートカッ
ト

38M_SHORTCUT_LC_OVERRIDESOverridesShortcut

[ソート/フィルタ] ボタンをクリックする
と表示されるブラウザ ウィンドウの
ショートカット

47M_SHORTCUT_BROWSER_SORTFILTERBrowserFilterShortcut

[選択]ボタンをクリックすると表示される
ブラウザ ウィンドウのショートカット

48M_SHORTCUT_BROWSER_SELECTBrowserSelectShortcut

104MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



説明ID定義メニュー名

凡例デザイン ウィンドウのショートカッ
ト

50M_SHORTCUT_LEGEND_DESIGNERLegendDesignerShortcut

表 3 : ショートカット以外のメニューの ID 番号

説明ID定義メニュー名

3D マップ ウィンドウ28M_3DMAP3DWindow

[グラフ] メニュー29M_GRAPHTDGグラフ

[凡例] メニュー31M_LEGEND凡例

カスタムメニューを変更する場合は (999などのカスタム IDを使って作成する場合でも)、カスタ
ム ID ではなく、カスタム menuname を使用して変更する必要があります。

例
次の文は [ファイル] メニューに項目を追加します。

Alter Menu "File" Add
"Special" Calling sub_procedure_name

次の例では、変更するメニューを番号で識別しています。

Alter Menu ID 1 Add
"Special" Calling sub_procedure_name

次の例では、追加するメニュー項目に ID句を含めています。これ以降の Alter Menu Item文で ID
番号 (300) を使用することができます。

Alter Menu ID 1 Add
"Special" ID 300 Calling sub_procedure_name

次の例は、[ファイル] メニューからカスタム項目を削除します。

Alter Menu ID 1 Remove sub_procedure_name
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サンプルプログラムの TextBoxでは、Create Menu文を使用して TextBoxという名前のメニュー
を作成した後、次の Alter Menu 文を発行して、[TextBox] メニューを [ツール] メニューの階層メ
ニューとして追加しています。

Alter Menu "Tools" Add
"(-",
"TextBox" As "TextBox"

次の例は、カスタム コマンドをマップ ウィンドウのショートカット メニュー (MapInfo Pro ユー
ザがマップ ウィンドウを右クリックすると表示されるメニュー) に追加します。

Alter Menu ID 17 Add
"Find Nearest Site" Calling sub_procedure_name

関連項目

Alter Menu Bar 文、Alter Menu Item 文、Create Menu 文、Create Menu Bar 文

Alter Menu Bar 文

目的
メニュー バーのメニューを追加または削除します。

構文

Alter Menu Bar { Add | Remove }
{ menuname | ID menu_id }
[ , { menuname | ID menu_id } ... ]

menuname は既存のメニュー名 (「ファイル」など) です。
menu_id は 1 から 15 までの標準メニュー ID で、1 は [ファイル] メニューを示します。
MapInfo Pro 64 ビット版でこのコマンドを使用する際は、次のことを忘れないでください。
1. MapInfo Pro 64 ビット版では、このコマンドによって [レガシー] タブのメニュー グループに

メニューが追加または削除されます。
2. 以下のサブメニューもメニュー グループの個別のドロップダウンとして扱われます。

a. Web Service を開く
b. 選択内容を検索
c. Oracle ワークスペース ツール
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d. テーブル管理
e. ラスタ
f. ライセンス
g. タイル サーバ マップ

説明
Alter Menu Bar 文は、現在のメニュー バーの 1 つまたは複数のメニューを追加または削除しま
す。
menunameパラメータは、「ファイル」や「編集」などのメニュー名を表す文字列です。menuname
パラメータには、Create Menu 文で作成されるカスタム メニューの名前を指定することもできま
す (下記参照)。

注 : 英語以外のバージョンの MapInfo でアプリケーションを実行しており、メニュー名が
翻訳されている場合は、翻訳されたメニュー名を Alter Menu Bar文で指定する必要があり
ます。ただし、MapInfo Pro の各標準メニュー (ファイル、編集など) はメニュー ID も持っ
ており、これらはメニュー名が翻訳されているかどうかに関係なく使用できます。たとえ
ば、ID 2を指定すると、メニューが翻訳されているかどうかに関係なく常に [編集]メニュー
が参照されます。

MapInfo Proの標準メニュー名と、それに対応する ID番号の一覧については、「Alter Menu 文」
を参照してください。

メニュー バーへのメニューの追加
Alter Menu Bar Add 文でメニューをメニュー バーの右端に追加します。メニュー バーの別の位
置にメニューを挿入したい場合は、Create Menu Bar 文を使用してメニュー バー全体を再定義し
ます。
メニュー バーにメニューを追加して 1 行に入りきらなくなると、メニュー バーはメニュー名の 2
行目に折り返されます。

メニュー バーのメニューの削除
Alter Menu Bar Remove...文でメニュー バーからメニューを削除します。ただし、メニューは使
用可能なメニューのプールの一部として残ります。したがって、次の 1 組の文は最初にメニュー
バーから [クエリ] メニューを削除し、その後でメニュー バーの右端に [クエリ] メニューを戻しま
す。

Alter Menu Bar Remove "Query"
Alter Menu Bar Add "Query"
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Alter Menu Bar Remove... 文でメニューを削除した後は、削除したメニュー上の項目に対応する
ホットキー シーケンスは無視されます。たとえば、MapInfo Pro ユーザは通常、Ctrl+O によって
[ファイル] メニューの [開く] ダイアログを表示しますが、Alter Menu Bar Remove 文で [ファイ
ル] メニューを削除した場合は、Ctrl+O キーを押しても無視されます。

例
次の例では、DataEntryという名前のカスタムメニューを作成し、次に Alter Menu Bar Add文を
使用して、MapInfo Pro のメニュー バーに [DataEntry] メニューを追加します。

Declare Sub addsub
Declare Sub editsub
Declare Sub delsub
Create Menu "DataEntry" As
"Add" Calling addsub,
"Edit" Calling editsub,
"Delete" Calling delsub
'Remove the Window menu and Help menu
Alter Menu Bar Remove ID 6, ID 7
'Add the custom menu, then the Window & Help menus
Alter Menu Bar Add "DataEntry", ID 6, ID 7

カスタムメニューをメニューバーに追加する前に、このプログラムはメニューバーから [ヘルプ]
メニュー (メニュー ID 7) および [ウィンドウ] メニュー (ID 6) を削除します。次に、プログラムは
カスタム メニュー、[ウィンドウ] メニュー、および [ヘルプ] メニューをメニュー バーに追加しま
す。このテクニックを使うと、最後の2つのメニューは常に [ウィンドウ]と [ヘルプ]になります。
関連項目

Alter Menu 文、Alter Menu Item 文、Create Menu 文、Create Menu Bar 文、Menu Bar 文

Alter Menu Item 文

目的
特定のメニュー項目のステータスを変更します。

構文

Alter Menu Item { handler | ID menu_item_id }
{ [ Check | Uncheck ] |
[ Enable | Disable ] |
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[ Text itemname ] |
[ Calling handler | As menuname ] }

handler はサブ プロシージャの名前、または標準 MapInfo Pro コマンドのコードです。
menu_item_id はメニュー項目を識別する整数です。これはメニュー項目を作成した文 (Create
Menu 文または Alter Menu 文) で指定された menu_item_id パラメータに対応します。
itemname はメニュー項目の新しいテキストです (埋め込まれたコードを含む場合があります)。
menuname は既存のメニュー名です。
MapInfo Pro 64 ビット版でこのコマンドを使用する際は、次のことを忘れないでください。
1. MapInfoPro64ビット版では、このコマンドはユーザが作成したコントロールに対してのみサ

ポートされます。
2. このコマンドは、アドイン コントロールでのみサポートされています。
3. このコマンドは、既存の Run Menu Command には影響しません。
4. 新しいショートカットによるテキストの変更は、アプリケーション内の他のコントロールすべ

てがそのテキストを使用していない場合にのみ有効になります。
5. Calling As 句はサポートされていません。

説明
Alter Menu Item文は、使用可能なメニューを構成する 1つまたは複数の項目を変更します。たと
えば、AlterMenu Item文を使用して、メニュー項目をチェックしたり、使用不能 (グレイ表示)に
することができます。
この文では handler (同じプログラム内のプロシージャの名前など)、または変更するメニュー項目
を示す ID 句を指定しなければなりません。複数の別々のメニュー項目から同じ handler プロシー
ジャを呼び出すことが可能です。Alter Menu Item文に handlerプロシージャの名前が含まれる場
合、MapInfo Pro はそのハンドラを呼び出すすべてのメニュー項目を変更します。この文に ID 句
が含まれる場合、MapInfo Pro はその ID で定義されたメニュー項目だけを変更します。
メニュー項目を定義した文に ID 句が含まれていた場合は、Alter Menu Item 文で単一のメニュー
項目 ID のみ参照することができます。MapBasic アプリケーションでは、他の MapBasic アプリ
ケーションで作成されたメニュー項目 ID を参照することができません。
Check句およびUncheck句では、メニュー項目にチェックマークを付けて表示するかどうかを指
定します。メニュー項目にチェックマークを付けられるのは、そのメニュー項目が "checkable"と
して定義されている場合だけです (例: Create Map 文でメニュー項目名の最初の文字に !を指定し
た場合など)。
Disable句および Enable句は、メニュー項目を使用不能 (グレイ表示)にするか使用可能にするか
を制御します。MapInfo Proでは、様々なメニュー項目が現在の状況に基づいて自動的に使用可能
および使用不能になります。たとえば、[テーブルを閉じる]コマンドは、テーブルが開いていない
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時には使用不能になっています。したがって、MapBasicアプリケーションでMapInfo Proの標準
メニュー項目を使用可能または使用不能にすべきではありません。同様に、特定のツールをメニュー
項目として扱える場合 (例: M_TOOLS_RULERのように、MENU.DEFから定義を参照する)でも、
Alter Menu Item 文でツールの使用不能と使用可能を切り替えないでください。
Text 句を使うと、メニュー項目名を変更することができます。
Calling句は、メニュー項目のハンドラを指定します。ユーザがメニュー項目を選択すると、MapInfo
Pro が項目のハンドラを呼び出します。

例
次の例は、"DataEntry" カスタム メニューを作成します。

Declare Sub addsub
Declare Sub editsub
Declare Sub delsub
Create Menu "DataEntry" As
"Add" Calling addsub,
"Edit" Calling editsub,
"Delete" ID 100 Calling delsub,
"Delete All" ID 101 Calling delsub
'Remove the Help menu
Alter Menu Bar Remove ID 7
'Add both the new menu and the Help menu
Alter Menu Bar Add "DataEntry" , ID 7

次の Alter Menu Item 文は、Edit 項目の名前を Edit... に変更します。

Alter Menu Item editsub Text "Edit..."

次の文は、Delete All メニュー項目を使用不能にします。

Alter Menu Item ID 101 Disable

次の文は、Delete と Delete All の両方のメニュー項目のハンドラであるハンドラプロシージャの
delsub を指定して、両方のメニュー項目を使用不能にしています。

Alter Menu Item delsub Disable

関連項目

Alter Menu 文、Alter Menu Bar 文、Create Menu 文
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Alter Object 文

目的
オブジェクトの形、位置、あるいはグラフィックスタイルを変更します。この文は、MapInfoPro
の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Alter Object obj
{ Info object_info_code, new_info_value |
Geography object_geo_code , new_geo_value |
Node {
Add [ Position polygon_num, node_num ] ( x, y ) |
Set Position polygon_num, node_num ( x , y ) |
Remove Position polygon_num, node_num } }

obj はオブジェクト変数です。
object_info_code は ObjectInfo() 関数に関連する整数コードです (例: OBJ_INFO_PEN)。
new_info_valueは、適用する新しい object_info_code属性 (例 :新しいペン スタイル)を指定しま
す。
object_geo_codeはObjectGeography()関数に関連する整数コードです (例: OBJ_GEO_POINTX)。
new_geo_value は、適用する新しい object_geo_code 値 (例 : 新しい x 座標) を指定します。
polygon_numは 1以上の整数値で、リージョンオブジェクトの 1つのポリゴン、または折れ線オ
ブジェクトの 1 つのセクションを示します。
node_num は 1 以上の整数値で、折れ線またはポリゴンの 1 つのノードを示します。
x, y はノードの x 座標と y 座標です。

説明
Alter Object 文は、オブジェクトの形、位置またはグラフィック スタイルを変更します。
Alter Object文の適用対象は、文で Info 句、Node 句、Geography句を指定しているかどうかに
よって異なります。文で Info 句を指定している場合、MapBasic はオブジェクトのグラフィック
スタイル (オブジェクトのペンスタイルやブラシスタイルなど)を変更します。文で Node句を指
定している場合、MapBasic はノードの追加、削除、または位置変更を行います (これは折れ線ま
たはリージョン オブジェクトのみを対象とします)。文で Geography 句を指定している場合、
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MapBasic は折れ線およびリージョン以外のオブジェクトの地理的属性 (例 : ポイント オブジェク
トの X 座標または Y 座標) を変更します。

Info 句
Info句を指定してAlter Object文を発行することにより、オブジェクトのスタイル (ペンやブラシ
など)を再設定することができます。Info句を使用すると、ObjectInfo() 関数を使って検索できる
のと同じスタイル属性を変更することができます。
たとえば、ObjectInfo() 関数を呼び出して、オブジェクトの現在のブラシ スタイルを調べること
ができます。

Dim b_fillstyle As Brush
b_fillstyle = ObjectInfo(Selection.obj, OBJ_INFO_BRUSH)

逆に、次の Alter Object 文ではブラシ スタイルを再設定することができます。

Alter Object obj_variable_name
Info OBJ_INFO_BRUSH, b_fillstyle

ObjectInfo()関数と Alter Object文の双方で、同じコード (例: OBJ_INFO_BRUSH)を用います。
以下の表は、各種のスタイル変更を行うために Info 句で指定できる値をまとめたものです。
obj_info_code 値は、標準の MapBasic 定義ファイルである MAPBASIC.DEF 内で定義されていま
す。したがって、Alter Object...Info文を使用する場合は、プログラムに Include MAPBASIC.DEF
を記述する必要があります。

Alter Object の結果IDobj_info_code 値

オブジェクトのペン スタイルを再設定します。new_info_valueは
ペン式でなければなりません。

2OBJ_INFO_PEN

ポイント オブジェクトのシンボル スタイルを再設定します。
new_info_value はシンボル式でなければなりません。

2OBJ_INFO_SYMBOL

オブジェクトのブラシ スタイルを再設定します。new_info_value
はブラシ式でなければなりません。

3OBJ_INFO_BRUSH

折れ線オブジェクトの曲線化/折れ線化の設定を再設定します。
new_info_value は論理式でなければなりません。

4OBJ_INFO_SMOOTH

レイアウト枠に表示するウィンドウを変更します。new_info_value
は整数のウィンドウ ID でなければなりません。

4OBJ_INFO_FRAMEWIN
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Alter Object の結果IDobj_info_code 値

フレーム オブジェクトのタイトルを変更します。new_info_value
は文字列でなければなりません。

6OBJ_INFO_FRAMETITLE

テキスト オブジェクトのフォント スタイルを再設定します。
new_info_value はフォント式でなければなりません。

2OBJ_INFO_TEXTFONT

テキスト オブジェクトを構成するテキスト文字列を変更します。
new_info_value は文字列式でなければなりません。

3OBJ_INFO_TEXTSTRING

テキスト オブジェクトの行間隔を変更します。new_info_valueは
1、1.5、または 2 の浮動小数値でなければなりません。

4OBJ_INFO_TEXTSPACING

テキスト オブジェクトの配置を変更します。new_info_valueは、
0 (左寄せ)、1 (中央)、または 2 (右寄せ) でなければなりません。

5OBJ_INFO_TEXTJUSTIFY

テキスト オブジェクトの引出し線の設定を変更します。
new_info_valueは 0 (引出し線なし)、1 (単純線)、または 2 (矢印付
き) でなければなりません。

6OBJ_INFO_TEXTARROW

Geography 句
Geography句を指定して Alter Object文を発行することにより、オブジェクトの地理的座標を変
更することができます。Geography句は、折れ線とリージョンを除くすべてのオブジェクトタイ
プに適用されます。折れ線またはリージョンオブジェクトの座標を変更するには、Geography句
ではなく Node 句 (下記参照) を使用してください。
Geography句を使用すると、ObjectGeography()関数を使って検索できるのと同じ属性を変更す
ることができます。たとえば、ObjectGeography()関数を呼び出すことにより、ラインオブジェ
クトのエンド座標を得ることができます。

Dim o_cable As Object
Dim x, y As Float
x = ObjectGeography(o_cable, OBJ_GEO_LINEENDX)
y = ObjectGeography(o_cable, OBJ_GEO_LINEENDY)

逆に、次に示す Alter Object 文はライン オブジェクトのエンド座標を変更します。

Alter Object o_cable
Geography OBJ_GEO_LINEENDX, x
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Alter Object o_cable
Geography OBJ_GEO_LINEENDY, y

注 : ObjectGeography()関数とAlter Object文の両方で同じコード (OBJ_GEO_LINEENDX
など) を使用します。

次の表は、各種の地理的変更を行うために Geography 句で指定できる値をまとめたものです。
obj_geo_code 値は、標準の MapBasic 定義ファイルである MAPBASIC.DEF 内で定義されていま
す。したがって、Alter Object...Geography文を使用する場合は、プログラムに Include
MAPBASIC.DEFを記述する必要があります。

Alter Object の結果IDobj_geo_code 値

オブジェクトの MBR (最小外接四角形) を変更します。1OBJ_GEO_MINX

オブジェクトの MBR を変更します。2OBJ_GEO_MINY

オブジェクトの MBR を変更します。ただし、ポイント オブジェ
クトには適用されません。

3OBJ_GEO_MAXX

オブジェクトの MBR を変更します。ただし、ポイント オブジェ
クトには適用されません。

4OBJ_GEO_MAXY

弧オブジェクトの初角を変更します。5OBJ_GEO_ARCBEGANGLE

弧オブジェクトの終角を変更します。6OBJ_GEO_ARCENDANGLE

ライン オブジェクトの起点を変更します。1OBJ_GEO_LINEBEGX

ライン オブジェクトの起点を変更します。2OBJ_GEO_LINEBEGY

ライン オブジェクトの終点を変更します。3OBJ_GEO_LINEENDX

ライン オブジェクトの終点を変更します。4OBJ_GEO_LINEENDY

ポイント オブジェクトの x 座標を変更します。1OBJ_GEO_POINTX

ポイント オブジェクトの y 座標を変更します。2OBJ_GEO_POINTY
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Alter Object の結果IDobj_geo_code 値

面取り長方形オブジェクトの丸い角を定義する円の直径を変更し
ます。

5OBJ_GEO_ROUNDRADIUS

テキスト オブジェクトの引出し線の終端の x 座標を変更します。5OBJ_GEO_TEXTLINEX

テキスト オブジェクトの引出し線の終端の y 座標を変更します。6OBJ_GEO_TEXTLINEY

テキスト オブジェクトの回転角度を変更します。7OBJ_GEO_TEXTANGLE

Node 句
Node 句を指定して Alter Object 文を発行することにより、折れ線またはリージョン オブジェク
トのノードの追加、削除、または位置の変更を行うことができます。
Node句にAddサブ句を指定すると、AlterObject文はオブジェクトにノードを追加します。Node
句に Remove サブ句を指定すると、この文はノードを削除します。Node 句に Set Position サブ
句を指定すると、この文はノードの位置を変更します。
Alter Object文の Node句は、多くの場合 Create Pline 文および Create Region 文と共に使用さ
れます。Create 文を使用すると、新しい折れ線やリージョン オブジェクトを作成できます。しか
し、Create 文には多少の制限があります。オブジェクトを構成するノードの数をコンパイル時に
指示しなければなりません。場合によっては、オブジェクトに含まれるべきノードの数が実行時に
なるまでわからないこともあります。
オブジェクトがいくつのノードで構成されるのか、実行時になるまでわからないプログラムを作る
場合、"空の" オブジェクト (ノードを持たないオブジェクト) を作成する Create Pline 文あるいは
CreateRegion文を発行することができます。その後、プログラムで適切な数のAlterObject...Node
Add 文を発行し、必要に応じてノードを追加します。
Node 句内の Position サブ句は 2 つのパラメータを取ります。この 2 つは polygon_num および
node_numで、これらにより、どのノードの位置を変更するのか、あるいはどのノードを削除する
のかを正確に指定できます。Positionサブ句は、ノードを追加する時は省略可能です。polygon_num
および node_num パラメータは、常に 1 以上でなければなりません。
polygon_num パラメータは、複数のポリゴンで構成されるリージョン内のどのポリゴンを変更す
るか (または、複数のセクションで構成される折れ線のどのセクションを変更するか) を指定しま
す。
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リージョンの図心
リージョンの図心を設定するには、Alter Object コマンドを次の構文で使用します。

Alter Object Obj Geography OBJ_GEO_CENTROID, PointObj

PointObjはポイントオブジェクトです。このオブジェクトは、Alter Object Geographyにより入
力される、スカラーである他の値とは異なります。この例では、X、Y値を表すポイントが必要で
す。入力されたポイントは、有効な図心かどうか (リージョン内にあるかどうかなど) をチェック
されます。Obj がリージョンでなかったり、PointObj がポイント オブジェクトでなかったり、ポ
イントが有効な図心でなかった場合はエラーが戻されます。
図心の X 値と Y 値を中心に設定する簡単な方法は次のとおりです。

Alter Object Obj Geography OBJ_GEO_CENTROID, CreatePoint(X, Y)

また、次のように ObjectGeography() 関数を使用して、図心を検索することもできます。

PointObj = ObjectGeography(Obj, OBJ_GEO_CENTROID)

図心を取得するには、他にも Centroid()関数、CentroidX()関数、CentroidY()関数を使用する方
法があります。
OBJ_GEO_CENTROIDは MAPBASIC.DEF で定義されています。

マルチポイント オブジェクトとコレクション
Alter Object 文は以下のオブジェクト タイプをサポートします。
• マルチポイント : 以下に示すようにしてマルチポイント シンボルを設定します。

Alter Object obj_variable_mpoint
Info OBJ_INFO_SYMBOL, NewSymbol

• コレクション : Info句を指定してAlterObject文を発行することにより、コレクションオブジェ
クト内部のコレクション部分 (リージョン、折れ線、またはマルチポイント)を再設定できます。
Info句を使用すると、ObjectInfo()関数を使って検索できるのと同じ属性を変更することができ
ます。たとえば、ObjectInfo()関数を呼び出すことで、次のようにしてコレクションオブジェク
トのリージョン部分を判定できます。

Dim ObjRegion As Object
ObjRegion = ObjectInfo(Selection.obj, OBJ_INFO_REGION)
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また、次に示す Alter Object 文では、コレクション オブジェクトのリージョン部分を再設定でき
ます。

Alter Object obj_variable_name
Info OBJ_INFO_REGION, ObjRegion

注 : ObjectInfo() 関数と Alter Object 文の両方で同じコード (OBJ_INFO_REGIONなど)
を使用します。

Alter Object 文はマルチポイント オブジェクトでノードの挿入と削除を行います。

Alter Object obj Node statement

マルチポイント オブジェクトの中にノードを挿入するには次のようにします。

Dim mpoint_obj as object
Create Multipoint Into Variable mpoint_obj 0
Alter Object mpoint_obj Node Add (0,1)
Alter Object mpoint_obj Node Add (2,1)

注 : マルチポイントのノードは常に端に追加されます。

マルチポイント オブジェクトからノードを削除するには次のようにします。

Alter Object mpoint_obj Node Remove Position polygon_num, node_num

mpoint_obj - マルチポイント オブジェクト変数
polygon_num - マルチポイントでは無視されます。1 に設定することをお勧めします。
node_num - 削除するノードの個数
マルチポイント オブジェクトの内部のノードを設定するには次のようにします。

Alter Object mpoint_obj Node Set Position polygon_num, node_num (x,y)

mpoint_obj - マルチポイント オブジェクト変数
polygon_num - マルチポイントでは無視されます。1 に設定することをお勧めします。
node_num - 変更するノードの個数
x と y は、ノード node_num の新しい座標です。

例

Dim myobj As Object, i As Integer
Create Region Into Variable myobj 0
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For i = 1 to 10
Alter Object myobj
Node Add (Rnd(1) * 100, Rnd(1) * 100)
Next

注 : Alter Object文でオブジェクトを変更した後は、Insert文または Update文を使用して
オブジェクトをテーブルに保存してください。

関連項目

Create Pline文、Create Region文、Insert文、ObjectGeography( )関数、ObjectInfo( )関数、
Update 文

Alter Table 文

目的
テーブルの構造を変更します。リンク テーブルには使用できません。 この文は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Alter Table table (
[ Add columnname columntype [ , ...] ]
[ Modify columnname columntype [ , ...] ]
[ Drop columnname [ , ...] ]
[ Rename oldcolumnname newcolumnname [ , ...] ]
[ Order columnname, columnname [ ,...] ] )
[ Interactive ]

table は、開いているテーブルの名前です。
columnnameはフィールドの名前です。フィールド名は最大 31文字で、英文字、数字、アンダー
スコア文字を使用できます。ただし、フィールド名を数字で始めることはできません。
columntypeはテーブルフィールドのデータ型を示します (必要に応じてフィールド長を含みます)。
oldcolumnname は名前を変更する前のフィールド名です。
newcolumnname は名前を変更した後のフィールド名です。
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説明
Alter Table 文は、開いているテーブルの構造を変更します。フィールドの追加、フィールド長や
データ型の変更、フィールドの削除、フィールドの名前の変更、フィールドの並び順の変更などを
行います。

注 : テーブルを編集した場合は、Alter Table 文を使用する前に編集内容を保存するか破棄
する必要があります。

各 columntype には、Integer、SmallInt、Float、Decimal( size, decplaces )、Char(size)、Date、
Logical、DateTime のいずれかを指定します。
Alter Table文にAdd句を含めることにより、テーブルに新しいフィールドを追加することができ
ます。Modify 句を含めると、既存のフィールドのデータ型を変更できます。Drop 句ではフィー
ルドを削除し、Rename 句では既存のフィールドの名前を変更できます。Order 句ではフィール
ドの並び順を指定します。Alter Table 文では、最大 5 つの句を指定することができます。これら
5 つの句は一連のフィールドを操作対象にすることができます。したがって、1 つの Alter Table
文で、必要な構造の変更をすべて行うことができます (下の例を参照)。
Order 句が変更するのはフィールドの並び順であって、テーブルの行の並び順ではありません。
テーブルをブラウズする時のフィールドの相対的位置関係を定めるのがフィールドの並び順です。
最初のフィールドはブラウザ ウィンドウの左端に表示され、最後のフィールドは右端に表示され
ます。同様に、テーブルの最初のフィールドは情報ツール ウィンドウの先頭に表示されます。
MapBasicアプリケーションから、メモ フィールドを持つテーブルを操作する Alter Table文を発
行すると、メモ フィールドは失われます。警告は表示されません。
Alter Table文によってマップウィンドウからマップレイヤが削除され、場合によっては主題図や
システム オブジェクトが失われる可能性があります。Interactiveキーワードを指定すると、圧縮
処理によって主題図やシステム オブジェクトが失われる場合には、その実行前に、ユーザに対し
てその主題図やシステム オブジェクトの保存を促すメッセージが表示されるようになります。

例
次の例では、pop_88、metsize、fipscode、utmcode の各フィールドを持つ "gcpop.tab" という架
空のテーブルを使用します。下のAlter Table文で、この gcpopテーブルにいくつかの変更を加え
ます。最初に Rename 句で、pop_88 フィールドの名前を population に変更します。次に Drop
句で、metsize、fipscode、utmcodeの各フィールドを削除します。さらにAdd句で 2つの新しい
フィールドを作成します。schoolcode という 2 バイト整数フィールドと、federalaid という浮動
小数点数フィールドです。最後にOrder句で、新しいフィールドの並び順を指定します。schoolcode
フィールドを先頭に配置し、その次に population フィールドを配置します。

Open Table "gcpop"
Alter Table gcpop
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(Rename pop_88 population
Drop metsize, fipscode, utmcode
Add schoolcode SmallInt, federalaid Float
Order schoolcode, population, federalaid)

関連項目

Add Column 文、Create Index 文、Create Map 文、Create Table 文

ApplicationDirectory$() 関数

目的
現在のMapBasicアプリケーションが実行されているパスを含む文字列を戻します。この関数は、
MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

ApplicationDirectory$()

戻り値
ディレクトリ パスを示す文字列式

説明
コンパイルした MapBasic アプリケーションから ApplicationDirectory$()関数を呼び出すことに
より、アプリケーションが実行されているディレクトリやフォルダを調べることができます。アプ
リケーションが実行されていない場合 (MapBasicウィンドウに入力して関数を呼び出した場合な
ど)、ApplicationDirectory$( ) は空の文字列を戻します。
MapInfo Pro ソフトウェアがインストールされているディレクトリやフォルダを調べるには、
ProgramDirectory$() 関数を呼び出します。

例

Dim sAppPath As String
sAppPath = ApplicationDirectory$()
' At this point, sAppPath might look like this:
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'
' "C:\MAPBASIC\CODE\"

関連項目

ProgramDirectory( ) 関数、ApplicationName( ) 関数

ApplicationName$() 関数

目的
現在実行中である MapBasic アプリケーションの名前を含む文字列を返します。 この関数は、
MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

ApplicationName$()

戻り値
MapBasic プログラムの名前を表す文字列式を返します。

説明
コンパイル済み MapBasic アプリケーションの中から ApplicationName$() 関数を呼び出すことに
よって、実行中のアプリケーションの名前を調べることができます。アプリケーションが実行され
ていない場合 (MapBasicウィンドウに入力して関数を呼び出した場合)、ApplicationName$()は空
の文字列を戻します。
現在実行中の MapBasic アプリケーションのパスを調べるには、ApplicationDirectory$() 関数 を
呼び出します。

例

Dim sAppName As String
sAppName = ApplicationName$()
' At this point, sAppName might look like this:
'
' "Test.MBX"
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関連項目

ApplicationDirectory$() 関数

Area() 関数

目的
オブジェクトの地理的な面積を戻します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウか
ら呼び出すことができます。

構文

Area( obj_expr, unit_name )

obj_expr はオブジェクト式です。
unit_name は面積単位の名前を表す文字列です (例: sq km)。

戻り値
浮動小数

説明
Area() 関数は、obj_expr で指定した地理的オブジェクトの面積を戻します。
この関数は、unit_nameパラメータで指定した単位の面積を戻します。たとえば、面積をエーカー
単位で取得するには unit_name パラメータに "acre" を指定します。使用可能な単位の詳細につい
ては、「Set Area Units 文」を参照してください。
リージョン、楕円、長方形、および面取り長方形のみが面積を持ちます。本質的に、ポイント、
弧、テキスト、ライン、折れ線の各オブジェクトの面積は 0 になります。Area() 関数を面取長方
形に対して用いた場合、戻る値は近似値です。MapBasicは面取り長方形の面積を通常の長方形と
同じとして計算します。
ほとんどの場合、MapInfo Proは平面計算または球面計算を行います。普通、座標系が一般図でな
い場合は球面計算を行い、一般図の場合は平面計算を行います。
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例
次の例はArea()関数を使って、1つの地理的オブジェクトの面積を計算する方法を示しています。
states.objのように指定される tablename.obj式は、指定したテーブルの現在の行の地理的オブジェ
クトを表します。

Dim f_sq_miles As Float
Open Table "states"
Fetch First From states
f_sq_miles = Area(states.obj, "sq mi")

Area() 関数は、次の例のように SQL Select 文の中で使用することもできます。

Select state, Area(obj, "sq km")
From states Into results

関連項目

ObjectLen() 関数、Perimeter() 関数、CartesianArea() 関数、SphericalArea() 関数、Set Area
Units 文

AreaOverlap() 関数

目的
2つの閉じたオブジェクトの重なり部分の面積を戻します。この関数は、MapInfoProのMapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

AreaOverlap( object1, object2 )

object1 と object2 は閉じたオブジェクトです。

戻り値
2 つのオブジェクトの重なり部分の面積を表す浮動小数値 (MapBasic の現在の面積単位を使用)

関連項目

IntersectNodes() 関数、Overlap() 関数、ProportionOverlap() 関数、Set Area Units 文

123MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



Asc() 関数

目的
文字列式の最初の文字の文字コードを戻します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィン
ドウから呼び出すことができます。

構文

Asc( string_expr )

string_expr は文字列式です。

戻り値
整数

説明
Asc() 関数は、string_expr で指定された文字列の最初の文字を示す文字コードを戻します。
string_expr が空の文字列の場合、Asc() 関数は 0 の値を戻します。

注 : MapInfo Pro のすべての環境で、32 (空白) から 126 (ティルダ記号) までの範囲の文字
コードは共通です。

2バイト文字セットをサポートするシステム (日本語版Windowsなど)では、string_exprの最初の
文字が 1 バイト文字の場合、Asc() は0 から 255 までの範囲の値を戻します。string_expr の最初
の文字が 2 バイト文字の場合、Asc() は 256 から 65,535 までの範囲の値を戻します。
2バイト文字セットをサポートしないシステムでは、Asc()は 0から 255までの範囲の値を戻しま
す。
MapInfo Pro の Unicode バージョンでは、この関数は MapInfo Pro の非 Unicode バージョンと互
換性がある方法でシステム文字セットを使って動作します。

例

Dim code As SmallInt
code = Asc("Afghanistan")
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' code will now be equal to 65,
' since 65 is the code for the letter A

関連項目

CharVal() 関数、Chr$() 関数、文字コード テーブルの定義

Asin() 関数

目的
数値のアーク サイン値を戻します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び
出すことができます。

構文

Asin( num_expr )

num_expr は 1 から -1 まで (1 および -1 を含む) の数値式です。

戻り値
浮動小数

説明
Asin() 関数は、数値 num_expr のアーク サイン値を戻します。すなわち、Asin() はサインが
num_expr に等しい角度を戻します。
Asin() の戻す結果はラジアン単位の角度です。この角度は -π/2 からπ/2 ラジアンの間のどれかの
値です (πはほぼ 3.141593 に等しいものとし、π/2 ラジアンが 90 度を示すものとします)。
度の値をラジアンに変換するには DEG_2_RAD を掛けます。ラジアンの値を度に変換するには
RAD_2_DEG を掛けます。(DEG_2_RAD または RAD_2_DEG を参照するためにはプログラムに
Include MAPBASIC.DEFを記述する必要があります)。
サイン値の範囲は 1と -1の間なので、式 num_exprは 1以下、-1以上の値を示すものでなければ
なりません。
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例

Include "MAPBASIC.DEF"
Dim x, y As Float
x = 0.5
y = Asin(x) * RAD_2_DEG

' y will now be equal to 30,
' since the sine of 30 degrees is 0.5

関連項目

Acos() 関数、Atn() 関数、Cos() 関数、Sin() 関数、Tan() 関数

Ask() 関数

目的
ダイアログ ボックスを表示し、yes か no か (OK かキャンセルか) をユーザに確認します。 この
関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

Ask( prompt, ok_text, cancel_text )

prompt はダイアログ ボックスにプロンプトとして表示される文字列です。
ok_text は確認ボタンに表示される文字列 (例 : OK) です。
cancel_text はキャンセル ボタンに表示される文字列 (例 : キャンセル) です。

戻り値
論理

説明
Ask() 関数はダイアログ ボックスを表示し、ユーザに yes か no かの確認を求めます。prompt パ
ラメータで、「ファイルが既に存在します。続けますか？」などといったメッセージを指定しま
す。Ask 関数には、およそ 2000 文字の長さの prompt 文字列を渡すことができますが、ダイアロ
グに表示されるのは最初の 299 文字目までだけです。
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ダイアログ ボックスには 2 つのボタンがあります。ユーザはプロンプトに対して Yes と答えるボ
タンをクリックするか、No と答えるもう一方のボタンをクリックすることができます。ok_text
パラメータではYesと答えるボタンの名前を指定し (例: "OK"、"続行"など)、cancel_textパラメー
タでは No と答えるボタンの名前を指定します (例: "キャンセル"、"中止" など)。
ユーザが ok_text ボタンを選択すると、Ask() 関数は TRUE を戻します。cancel_text ボタンをク
リックするか、その他の方法でダイアログ ボックスをキャンセル (例 : Esc キーを押すなど) する
と、Ask()関数はFALSEを戻します。ボタンのサイズは限られているので、ok_textや cancel_text
の文字列は短くする必要があります。ダイアログボックスの小さなボタンに収まらない長いフレー
ズを表示する必要がある場合は、Ask()関数を呼び出す代わりにDialog文を使って下さい。ok_text
ボタンはデフォルト ボタン (マウスでクリックせずに Enter キーを押した時に選択されるボタン)
です。

例

Dim more As Logical
more = Ask("Do you want to continue?", "OK", "Stop")

関連項目

Dialog 文、Note 文、Print 文

Atn() 関数

目的
数のアーク タンジェント値を戻します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから
呼び出すことができます。

構文

Atn( num_expr )

num_expr は数値式です。

戻り値
浮動小数
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説明
Atn() 関数は、数値 num_expr のアーク タンジェント値を戻します。すなわち、Atn() はタンジェ
ントが num_expr に等しい角度を戻します。num_expr 式はどのような数値でもかまいません。
Atn()で戻される結果は、ラジアン単位で示される -π/2ラジアンからπ/2ラジアンまでの範囲の角
度です。
度の値をラジアンに変換するには DEG_2_RAD を掛けます。ラジアンの値を度に変換するには
RAD_2_DEG を掛けます。(DEG_2_RAD または RAD_2_DEG を参照するためにはプログラムに
Include MAPBASIC.DEFを記述する必要があります)。

例

Include "MAPBASIC.DEF"
Dim val As Float

val = Atn(1) * RAD_2_DEG
'val is now 45, since the
'Arc tangent of 1 is 45 degrees

関連項目

Acos() 関数、Asin() 関数、Cos() 関数、Sin() 関数、Tan() 関数

Atan() 関数

目的
数値のアークタンジェント値を返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウか
ら呼び出すことができます。

構文

Atan( num_expr )

num_expr は数値式です。

戻り値
浮動小数
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説明
Atan()関数は、数値 num_exprのアーク タンジェントを返します。すなわち、Atan()はタンジェ
ントが num_expr に等しい角度を返します。num_expr 式はどのような数値でもかまいません。
Atan()で戻される結果は、ラジアン単位で示される -π/2ラジアンから π/2ラジアンまでの範囲の
角度です。
度の値をラジアンに変換するには DEG_2_RAD を掛けます。ラジアンの値を度に変換するには
RAD_2_DEG を掛けます。(DEG_2_RAD または RAD_2_DEG を参照するためにはプログラムに
Include MAPBASIC.DEFを記述する必要があります)。

例

Include "MAPBASIC.DEF"
Dim val As Float

val = Atan(1) * RAD_2_DEG
'val is now 45, since the
'Arc tangent of 1 is 45 degrees

関連項目

Acos() 関数、Asin() 関数、Cos() 関数、Sin() 関数、Tan() 関数

Atan2() 関数

目的
この関数は、-π～πラジアンの範囲でy/xのアークタンジェントを返します。この関数は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

Float Atan2( y, x ) ;

num_expr はラジアン単位で角度を表す数値式です。

戻り値
浮動小数 - 単位はラジアンです。
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説明
Atan2 関数は、-π ～ π ラジアンの範囲で y/x のアークタンジェントを返します。Atan2 の両方の
パラメータが 0 の場合、この関数は 0 を返します。結果はラジアンの単位で返されます。
Atan2 関数は、両方のパラメータの符号を使用して、戻り値の象限を判断します。

例

Include "mapbasic.def
"Dim x, y, result As Float
x = -10.0 y = 10.0
result = ATan2(y,x)
'result will now be equal to 2.35619

関連項目

Acos() 関数、Atan() 関数、Asin() 関数、Cos() 関数、Sin() 関数、Tan() 関数

AutoLabel 文

目的
マップ ウィンドウにラベルを描き、そのラベルをシステム レイヤに格納します。 この文は、
MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

AutoLabel
[ Window window_id ]
[ { Selection | Layer layer_id } ]
[ Overlap [ { On | Off } ] ]
[ Duplicates [ { On | Off } ] ]

window_id は、マップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
layer_idは、テーブル名 (例 : World)または 2バイト整数レイヤ番号 (例 : 1なら最上位のレイヤの
ラベルを描く) です。
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説明
AutoLabel 文は、マップ ウィンドウにラベル (テキスト オブジェクト) を描きます。マップ ウィ
ンドウに現在表示されているオブジェクトだけにラベルが付きます。Window 句は、どのマップ
ウィンドウにラベルを付けるかを制御します。Window句を省略すると、MapInfo Proは最前面の
マップウィンドウにラベルを描画します。Selectionを指定すると、選択したオブジェクトだけに
ラベルが付きます。Selection句とLayer句の両方を省略すると、すべてのレイヤにラベルが付け
られます。
Overlap 句は、他のラベルと重なり合うラベルを描画するかどうかを制御します。この設定はデ
フォルトでOff (重なり合うラベルを描画しない)になっています。ラベルが重なり合うかどうかに
関わらず、すべてのマップオブジェクトのラベルを描画する場合は、OverlapOnを指定します。
Duplicates 句は、既にラベルが付いているオブジェクトに新しくラベルを作成するかどうかを制
御します。この設定はデフォルトで Off (重複を許可しない) になっています。AutoLabel 文は有
効なフォント設定と位置設定を使用します。レイヤ コマンド ([ホーム]タブの [ドキュメント ウィ
ンドウ] グループ) を選択して、ラベル オプションを設定します。MapBasic からフォントと位置
の設定を制御するには、Set Map 文を発行します。

例

Open Table "world" Interactive
Open Table "worldcap" Interactive
Map From world, worldcap
AutoLabel
Window FrontWindow( )
Layer world

関連項目

Set Map 文

BarChartThemeInfo() 関数

目的
マップ内の特定の棒グラフ主題図レイヤに関する情報を返します。 この関数は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。
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構文

BarChartThemeInfo ( map_window_id, thematic_layer_id, attribute )

map_window_id は、マップ ウィンドウの識別子です。
thematic_layer_id は、マップ内の棒グラフ主題図レイヤを指定する SmallInt です。
attribute は、返される情報の属性を示す SmallInt コードです。以下の表を参照してくださ
い。

戻り値
attribute パラメータに応じて異なる情報が返されます。

説明
attribute パラメータは、以下の表に示す値のいずれかです。

BarChartThemeInfo() の戻り値ID属性 (attribute) コード

SmallInt型。数値の差とバーの高さの差の対応を表します。3つ
の方式がサポートされています。
BARCHARTTHEME_INFO_GRAD_ROOT(0): "SQRT" (平方根) 方
式。値の平方根の増加に応じて棒グラフの高さが高くなります。
BARCHARTTHEME_INFO_GRAD_LOG(1):固定のサイズ
BARCHARTTHEME_INFO_GRAD_LOG(2):対数値に応じて高さが
変化します。

1BARCHARTTHEME_INFO_GRADUATION
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BarChartThemeInfo() の戻り値ID属性 (attribute) コード

SmallInt 型。各オブジェクト ジオメトリの中心点を基準とした
棒グラフの下端の相対位置を表します。相対位置は、次の 9 つの
値のいずれかです。
BARCHARTTHEME_INFO_ORI_CC(0):中央。
BARCHARTTHEME_INFO_ORI_TL(1):左上。
BARCHARTTHEME_INFO_ORI_TC(2):中央上。
BARCHARTTHEME_INFO_ORI_TR(3):右上。
BARCHARTTHEME_INFO_ORI_CL (4): 中央左。
BARCHARTTHEME_INFO_ORI_CR(5):中央右。
BARCHARTTHEME_INFO_ORI_BL(6):左下。
BARCHARTTHEME_INFO_ORI_BC(7):中央下。
BARCHARTTHEME_INFO_ORI_BR(8):右下。

2BARCHARTTHEME_INFO_ORIENTATION

棒グラフ境界線用の Pen 句。3BARCHARTTHEME_INFO_PEN

SmallInt型。積上げか独立かという棒グラフの種類を表します。

BARCHARTTHEME_INFO_CHART_STA(0): 積上げ棒グラフ。
BARCHARTTHEME_INFO_CHART_MUL(1): 複数の棒グラフ。

4BARCHARTTHEME_INFO_CHART_TYPE

Logical 型 (T または F)。積上げ棒グラフのサイズが可変かどう
かを表します。

5BARCHARTTHEME_INFO_GRAD_STACKS

Logical 型 (T または F)。複数の棒グラフが独立しているかどう
かを表します。

6BARCHARTTHEME_INFO_INDEP_SCALES

Float 型。棒グラフの高さを用紙単位で表す数値です。7BARCHARTTHEME_INFO_HEIGHT

String 型。棒グラフの高さの用紙単位です。8BARCHARTTHEME_INFO_HEIGHT_UNIT

Float型。BARCHARTTHEME_INFO_HEIGHTで使用される棒グ
ラフの用紙単位に対応する数値を表します。

9BARCHARTTHEME_INFO_HEIGHT_VALUE

Float 型。棒グラフの幅を用紙単位で表す数値です。10BARCHARTTHEME_INFO_WIDTH

String 型。棒グラフの幅の用紙単位です。11BARCHARTTHEME_INFO_WIDTH_UNIT

133MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



BarChartThemeInfo() の戻り値ID属性 (attribute) コード

棒グラフ ブラシ用の Brush 句。12BARCHARTTHEME_INFO_BRUSH

関連項目

BarChartThemeItemInfo() 関数 （134ページ）

BarChartThemeItemInfo() 関数

目的
マップ内の棒グラフ主題図レイヤの特定の主題図項目に関する情報を返します。 この関数は、
MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

BarChartThemeItemInfo ( map_window_id, thematic_layer_id, item_id,
attribute )

map_window_id は、マップ ウィンドウの識別子です。
thematic_layer_id は、マップ内の棒グラフ主題図レイヤを指定する SmallInt です。
range_item_id は、主題図の演算式 ID を指定する Integer です。この主題図で使用される演
算式の数は、ThemeInfo() コマンドによって取得できます。
attribute は、返される情報の属性を示す SmallInt コードです。以下の表を参照してくださ
い。

戻り値
attribute パラメータに応じて異なる情報が返されます。

説明
attribute パラメータは、以下の表に示す値のいずれかです。
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BarChartThemeItemInfo()の戻り値ID属性 (attribute) コード

指定された項目または演算式 IDの棒グラフの表示に使用されるブ
ラシ スタイル句。

1BARCHARTTHEME_ITEM_INFO_BRUSH

関連項目

BarChartThemeInfo() 関数 （131ページ）

Beep 文

目的
ビープ音を出します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Beep

説明
Beep 文は音をスピーカーに送ります。

Browse 文

目的
新しいブラウザ ウィンドウを開きます。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発
行できます。

構文

Browse expression_list From table
[ Position ( x, y ) [ Units paper_units ] ]
[ Width window_width [ Units paper_units ] ]
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[ Height window_height [ Units paper_units ] ]
[ Row n ]
[ Column n ]
[ Min | Max | Floating | Docked | Tabbed | AutoHidden | Hide]
[ Pen .... ] [ Priority n ] [ Name framename ]
[ Into { Window layout_win_id } { ID empty_frame_id } ]

expression_list は、アスタリスクまたはコンマで区切られたフィールド式のリストです。
table は、開いているテーブルの名前を示す文字列です。
x, y は、paper_units を用いて、ブラウザの左上隅の位置を指定します。Into Window 句では、レ
イアウト ウィンドウの左上隅を基準とする位置になります。
paper_unitsは用紙単位名を表す文字列です。cm (センチメートル)、mm (ミリメートル)、in (イン
チ)、pt (ポイント)、およびパイカがあります。
• 1 インチ (in) = 2.54 センチメートル、254 ミリメートル、6 パイカ、72 ポイント
• 1 ポイント (pt) = 0.01389 インチ、0.03528 センチメートル、0.35278 ミリメートル、0.08333
パイカ

• 1 パイカ = 0.16667 インチ、0.42333 センチメートル、4.23333 ミリメートル、12 ポイント
• 1センチメートル (cm) = 0.39370インチ、10ミリメートル、2.36220パイカ、28.34646ポイン
ト

• 1ミリメートル (mm) = 0.1センチメートル、0.03937インチ、0.23622パイカ、2.83465ポイン
ト

Floating ドッキング状態は、ウィンドウを浮動させます。
Docked ドッキング状態は、ウィンドウをデフォルト位置に固定します。
Tabbedドッキング状態は、ウィンドウをタブ形式にします。この状態のウィンドウは、ドキュメ
ントとも呼ばれます。
AutoHidden ドッキング状態は、ウィンドウを自動的に隠します。
Hideは、非表示状態のウィンドウを作成するオプションのキーワードで、動作は Set Window id
hideと同じです。このような非表示ウィンドウを表示するには、Set Window...Show statement

を使用します。
注 : AutoHidden ドッキング状態は、ウィンドウを自動的に隠します。

注 : これら 4 つのドッキング状態はすべて、64 ビット版の MapInfo Pro にのみ特有です。

window_widthおよびwindow_heightは、paper_unitsを用いて、ブラウザのサイズを指定します。
Into Window 句では、これはレイアウト ウィンドウ内のフレームの幅と高さを表します。有効な
幅と高さを指定しなければ、フレームに値が生成されません。
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n は 1 以上の正の整数です。
framenameは、レイアウトフレームに埋め込まれたこのブラウザの名前を表す文字列です。レイ
アウトウィンドウ内のフレームに割り当てられた名前は、WORファイルに書き込まれます。Name
句が WOR ファイルに書き込まれると、ワークスペースのバージョンが 1500 に更新されます。
layout_win_id は、レイアウト ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
empty_frame_id は、空のレイアウト ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。

説明
Browse 文は、ブラウザ ウィンドウを開いてテーブルを表示します。レイアウトを準備するとき
に、ブラウザ ウィンドウをレイアウト ウィンドウに挿入する場合もこの文を使用できます。この
説明では、ブラウザという言葉を、MapInfo Pro のブラウザ ウィンドウまたはレイアウト ウィン
ドウのブラウザ枠を指すために使います。
expression_list にアスタリスク (*) のみを指定した場合、新しいブラウザにはテーブル内のすべて
のフィールドが含まれます。expression_list句を、コンマで区切った式のリストで構成することも
できます。それぞれの式で、ブラウザに表示する 1 つのフィールドを定義します。リスト内の式
にはフィールドの名前、演算子、関数、変数を持たせることができます。それぞれのフィールド名
は、フィールドを定義する式から得られます。したがって、フィールドが population / area(obj,
"acre") という式で定義されている場合は、この式がフィールドの名前としてブラウザの先頭行に
表示されます。式に別名を割り当てるには、式の後ろに文字列を指定します。下の例を参照してく
ださい。
オプションの Position 句で、画面上またはレイアウト上のどこにブラウザを表示するかを指定し
ます。MapInfo Pro アプリケーション ウィンドウの左端からブラウザ ウィンドウの左端まで、ま
たはレイアウト ウィンドウの左端からブラウザ枠の左端までの距離 (用紙単位) を x 座標で指定し
ます。用紙単位の詳細については、「Set Paper Units文」を参照してください。ウィンドウの上
端からブラウザの上端までの距離を y 座標で指定します。
オプションの Width 句および Height 句では、ブラウザ ウィンドウのサイズを用紙単位で指定し
ます。Width句と Height句を指定しない場合、ブラウザには対象となるテーブルに応じたデフォ
ルトのサイズが割り当てられます。ブラウザウィンドウの場合、全体を埋め尽くすほどの行がテー
ブルにない場合を除いて、ブラウザの高さは一般に画面の高さの 4 分の 1 になります。ブラウザ
の幅はテーブル内のフィールドの幅によって決まります。
オプションのWidth句および Height句では、ブラウザのサイズを用紙単位で指定します。Width
句と Height句を指定しない場合、ブラウザには対象となるテーブルに応じたデフォルトのサイズ
が割り当てられます。ブラウザ ウィンドウの場合、全体を埋め尽くすほどの行がテーブルにない
場合を除いて、ブラウザの高さは一般に画面の高さの 4 分の 1 になります。ブラウザの幅はテー
ブル内のフィールドの幅によって決まります。

137MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



Browse 文にオプションの Max キーワードを指定すると、ブラウザは最大サイズで表示され、
MapInfo Pro の画面領域またはレイアウト デザイン ウィンドウのキャンバスの全面を占めます。
逆に、Browse 文に Min キーワードを指定した場合は、ブラウザはすぐに最小化されます。
Row句では、テーブルのどの行をブラウザの先頭に表示するかを指定します。Browse文で Row
句を指定しなければ、テーブルの最初の行がブラウザの先頭に表示されます。
Column句ではテーブルのどのフィールドをブラウザの左端に表示するかを同様に指定します。
Browse 文で Column 句を指定しなければ、テーブルの最初のフィールドがブラウザの左端に表
示されます。
Penは有効な Pen句です。この句は、オン (ソリッド)またはオフ (中抜き)と、フレームの境界線
の色を設定するように設計されています。
Priority は、レイアウト ウィンドウにあるオブジェクト (フレーム) の Z オーダー値を指定する整
数です。クローン文の作成時やワークスペースの保存時に、フレームの優先順位は 1 で始まる固
有の値に正規化されます。
Into Window 句は、既存のレイアウト ウィンドウ内に新しいフレームを作成します。
開いているテーブルを空のレイアウト フレームに挿入するには、ID 句を使用します。空のフレー
ムに既に設定されているフレームのプロパティは保持されます (ペン、ブラシ、位置、サイズ、名
前、および Z オーダー)。次の場合はエラーが発生します。
• From Window ID がマップまたはブラウザではない: 1696 "エラー: マップまたはブラウザ ウィ
ンドウが必要です。"

• フレーム ID が空ではない: 1698 "レイアウト枠 ^0 は空でなければなりません。"
• From Window が閉じない: 1697 "ウィンドウを空のフレーム内に複製できません。"
• マップの凡例が複製されない: 1708 "マップ枠の凡例を複製できません。"

次の例では、World という名前の開いたテーブル用のブラウザを作成し、レイアウト ウィンドウ
の空のフレームに挿入します。

Browser World Into Window layout_win_id ID empty_frame_id

表示された内容を空にした後でフレームを再利用するには、「Set Designer Frame文」を参照し
てください。これによって、表示されていた内容と同じサイズと位置の空のフレームが残り、フ
レームの名前はそのまま保持されます。

例
次の例では、Worldという名前のテーブルを開いて、テーブル内のすべてのフィールドをブラウザ
ウィンドウに表示します。

Open Table "world"
Browse * From world
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次の例では、World テーブルのどのフィールド式をブラウザに表示するかを厳密に指定していま
す。

Open Table "world"
Browse
country,
population,
population/area(obj, "sq km") "Density"
From world

この文を実行すると、ブラウザに 3 つのフィールドが表示されます。最初の 2 つのフィールドは
Worldテーブルに保存されていたままのデータを表示するものですが、3番目のフィールドは計算
で求めたものです。3 番目の式を使用して、MapBasic は各国の人口のレコードを、そのレコード
と関連するリージョンの地理的面積で割ります。計算によって得られるフィールド式は別名 (Density)
を持ち、ブラウザ ウィンドウの先頭行にはこの別名が表示されます。
関連項目

FrontWindow()関数、Set Browse文、Set Designer Frame文、Set Paper Units文、SetWindow
文、WindowID() 関数

BrowserInfo() 関数

目的
ブラウザウィンドウ内の行やフィールドの総数、行番号、フィールド番号、現在のセルの値など、
ブラウザ ウィンドウに関する情報を返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンド
ウから呼び出すことができます。

構文

BrowserInfo( window_id, attribute )

window_id は整数のウィンドウ識別子です。
attributeは、戻される情報の種類を指定する整数コードです。値については、この説明の後出の表
を参照してください。

戻り値
浮動小数、論理、または文字列。attribute パラメータによって変わります。
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説明
BrowserInfo()関数は、ブラウザ ウィンドウに関する情報を返します。この関数は、領域編成ウィ
ンドウには適用されません。
window_id パラメータで、情報を取得するブラウザ ウィンドウを指定します。ウィンドウ識別子
を取得するには、ウィンドウを開いた直後に FrontWindow() 関数を呼び出すか、またはウィンド
ウ作成後の任意の時点で WindowID() 関数を呼び出します。
指定したブラウザウィンドウに関して BrowserInfo()が返す属性はいくつかあります。attributeパ
ラメータによって、BrowserInfo ()関数でブラウザウィンドウのどの情報を取得するかを指定しま
す。attributeパラメータには、次の表に示したコードのいずれかを指定する必要があります。これ
らのコードは MAPBASIC.DEF で定義されています。

戻り値IDattribute パラメータ

ブラウザ ウィンドウ内の行の総数。1BROWSER_INFO_NROWS

ブラウザ ウィンドウ内のフィールドの総数。2BROWSER_INFO_NCOLS

ブラウザ ウィンドウ内の現在のセルの行番号。行番号は 1 から始
まります。

3BROWSER_INFO_CURRENT_ROW

ブラウザ ウィンドウ内の現在のセルのフィールド番号。フィール
ド番号は 0 から始まります。

4BROWSER_INFO_CURRENT_COLUMN

ブラウザ ウィンドウ内の現在のセルの値。5BROWSER_INFO_CURRENT_CELL_VALUE

エラー コード

パラメータが有効なウィンドウ番号でない場合は、ERR_BAD_WINDOW (590) エラーが生成され
ます。
引数の値が有効な範囲にない場合は、ERR_FCN_ARG_RANGE (644) エラーが生成されます。
window idがブラウザ ウィンドウでない場合は、ERR_WANT_BROWSER_WIN (312)エラーが生
成されます。
関連項目

FrontWindow() 関数、WindowID() 関数
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Brush 句

目的
図形オブジェクトのフィル スタイルを指定します。この句は、MapInfo Pro の MapBasic ウィン
ドウから使用できます。

構文

Brush brush_expr

brush_exprはブラシ式で、たとえばMakeBrush( pattern, fgcolor, bgcolor)などを指定します(詳細
については、MakeBrush() 関数の項を参照してください)。または、Brush 変数の場合もありま
す。

説明
Brush句はブラシスタイルを決定します。つまり円や長方形などのフィルオブジェクトの外観を
決定する色とパターンを指定します。Brush は句であり、完全な MapBasic 文ではないことに注
意してください。CreateEllipse文などの様々なオブジェクト関連の文を使用して、ブラシの値を
指定することができます。Brush キーワードの後に、ブラシ値を評価する式が続くことがありま
す。この式は次のように Brush 変数の場合もあれば、

Brush br_var

Brush 値を戻す関数呼び出しの場合もあります。

Brush MakeBrush(64, CYAN, BLUE)

MapBasic 文によっては (Set Map 文など)、Brush キーワードの直後にブラシ スタイルを定義す
る 3 つのパラメータ (パターン、前景色、背景色) を括弧に入れて指定することができます。

Brush(64, CYAN, BLUE)

MapBasic文の中には、ブラシ式を完全なBrush句 (Brushキーワードの後にブラシ変数が続く形
式)としてではなく、パラメータ (例 :ブラシ変数の名前)として扱うものがあります。AlterObject
文はその一例です。
次の表は、ブラシを定義する 3 つの要素 (パターン、前景色、背景色) を要約したものです。
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説明構成要素

1から 8、または 12から 186までの整数値。下の表を参照してくださ
い。

パターン

整数 RGB カラー値。「RGB() 関数」を参照してください。定義ファ
イルの MAPBASIC.DEF には、黒、白、赤、緑、青、シアン、マゼン
タ、そして黄色用の Define 文が含まれます。

前景色

整数 RGB カラー値。背景色

透明な背景を指定するには、3以上のパターンを使用し、Brush句から背景色を省略します。たと
えば、背景のフィル色なしに薄い青線を表示するには、Brush( 5, BLUE) を指定します。背景のパ
ラメータを省略するのは、MapInfo Pro の [リージョン スタイル] ダイアログ ボックスで [背景]
チェック ボックスをオフにするのに似ています。
MakeBrush() 関数を呼び出す際に透明な背景を指定するには、背景色に -1 を指定します。
利用可能なパターンは次のとおりです。パターン 2 は純粋フィルを作成し、パターン 1 はフィル
を作成しません。
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フィルパターンの詳細な一覧については、MapInfo Proのヘルプを参照してください (MapInfo Pro
を起動し、ヘルプ システムを開いて 「MapInfo Pro フィル パターンの一覧」を検索)。
関連項目

CurrentBrush( ) 関数、MakeBrush( ) 関数、Pen 句、Font 句、Symbol 句

Buffer() 関数

目的
バッファリージョン (既存のオブジェクトの指定したバッファ距離内の領域)を示すリージョンオ
ブジェクトを戻します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことが
できます。
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構文

Buffer( inputobject, resolution, width, unit_name )

inputobject はオブジェクト式です。
resolution は、それぞれの角の円ごとのノード数を表す 2 バイト整数値です。
width はバッファの範囲を表す浮動小数値です。width が負の値で、inputobject が閉じたオブジェ
クトの場合、戻されるオブジェクトは元のオブジェクトより小さいオブジェクトを表します。width
が負の値で、ソース オブジェクトが開いたオブジェクト (ライン、折れ線、弧) またはポイントの
場合は、width の絶対値を使用して正のバッファが作成されます。
unit_name は、width で使用する距離単位名 (マイルは" mi"、キロメートルは "km" など) です。

戻り値
リージョン オブジェクトを返します。

説明
Buffer() 関数は、バッファを示すリージョンを戻します。
Buffer()関数は一度に1つのオブジェクトを操作します。一連のオブジェクトの周囲にバッファを
作成するには、Create Object文As Bufferを使用します。オブジェクトは、現在のMapBasic座標
系を使って作成されます。バッファの計算に使われる方式は、座標系によって異なります。一般座
標系の場合は、デカルト方式が使用されます。それ以外の場合は、球面方式が使用されます。

例
次のプログラムはライン オブジェクトを作成し、次に、そのラインの周りにバッファ リージョン
を作成します。バッファ リージョンはそのラインから全方向に 10 マイル拡張されます。

Dim o_line, o_region As Object
o_line = CreateLine(-73.5, 42.5, -73.6, 42.8)
o_region = Buffer( o_line, 20, 10, "mi")

関連項目

Create Object 文、Set Buffer Version 文
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ButtonPadInfo() 関数 - 非推奨

目的
ボタンパッドに関する情報を戻します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから
呼び出すことができます。

構文

ButtonPadInfo( pad_name, attribute )

pad_name は、既存のボタンパッド名を表す文字列です。標準パッドを検索する場合は、"メイ
ン"、"描画"、"ツール"、または "標準" を使用します。カスタム パッドの場合はその名前を指定し
ます。
attribute は、戻す情報を示すコードです。下の表を参照してください。

戻り値
指定する attribute パラメータによって異なります。

説明
attributeパラメータで、どの情報を戻すかを指定します。コードは MAPBASIC.DEFで定義されて
います。

ButtonPadInfo()の戻り値IDattribute コード

論理値。パッドが浮動している場合は TRUE、パッドが連結され
ている場合は FALSE になります。

1BTNPAD_INFO_FLOATING

2 バイト整数。パッドの幅をボタンの数で表します (セパレーター
は含みません)。

2BTNPAD_INFO_WIDTH

2 バイト整数値。パッド上のボタンの数です。3BTNPAD_INFO_NBTNS
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ButtonPadInfo()の戻り値IDattribute コード

パッドの左上隅の x 位置を示す数値です。パッドが連結している
場合は整数になります。ツールバーがメニュー バーの左側に連結
している場合は負の値になります。パッドが浮動している場合は
浮動値になります (単位はインチなどの用紙単位)。用紙単位の詳細
については、「Set Paper Units 文」を参照してください。

4BTNPAD_INFO_X

パッドの左上隅の y 位置を示す数値です。ツールバーがメニュー
バーの上に連結している場合は負の値になります。

5BTNPAD_INFO_Y

整数値。指定したパッドのウィンドウ ID です。6BTNPAD_INFO_WINID

ボタン パッドの位置を Floating、Left、Top、Right、Bottom で
返します。浮動するツールバーに対しても、
BTNPAD_INFO_FLOATINGの代わりに使用できます。次の値を返
します。
• BTNPAD_INFO_DOCK_NONE (0)
• BTNPAD_INFO_DOCK_LEFT (1)
• BTNPAD_INFO_DOCK_TOP (2)
• BTNPAD_INFO_DOCK_RIGHT (3)
• BTNPAD_INFO_DOCK_BOTTOM (4)

7BTNPAD_INFO_DOCK_POSITION

例

Include "mapbasic.def"
If ButtonPadInfo("Main", BTNPAD_INFO_FLOATING) Then
'...then the Main pad is floating; now let's dock it.
Alter ButtonPad "Main" ToolbarPosition(0,0) Fixed
End If

関連項目

Alter ButtonPad 文
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Call 文

目的
サブ プロシージャまたは外部ルーチン (DLL、XCMD) を呼び出します。

制限事項
MapBasic ウィンドウから Call 文を発行することはできません。

構文

Call subproc [ ( [ parameter ] [ , ... ] ) ]

subproc は、サブ プロシージャの名前です。
parameter は、サブ プロシージャに渡すパラメータ式です。

説明
Call文は、プロシージャを呼び出します。呼び出されるプロシージャは一般に、Sub...EndSub文
を使って定義される通常のMapBasicサブプロシージャです。MapInfo Proで実行されるプログラ
ムでは、Call 文を使用して Windows Dynamic Link Library (DLL) ルーチンを呼び出すこともでき
ます。
Call 文で通常の MapBasic プロシージャを呼び出すと、指定したサブ プロシージャの文の実行が
開始され、End Sub 文または Exit Sub 文が出現するまで実行が継続されます。これらの文が出現
すると、MapBasic はサブ プロシージャから戻り、Call 文の後ろに続く文を実行します。Call 文
からは、同じアプリケーション内のサブ プロシージャにのみアクセスすることができます。
MapBasicプログラムではDeclareSub文を発行し、呼び出されるプロシージャの名前とパラメー
タのリストを定義する必要があります。これはプロシージャが通常のMapBasicSubプロシージャ、
DLL プロシージャ、XCMD のいずれであっても変わりません。
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パラメータ渡し
パラメータを取らないサブ プロシージャが定義されることがあります。特定のサブ プロシージャ
がパラメータを取らない場合、そのサブ プロシージャに対する呼び出しは、次のいずれかの形式
で行われます。

Call subroutine

または

Call subroutine()

デフォルトでは、各サブ プロシージャのパラメータは "参照によって" 定義されます。サブ プロ
シージャが参照渡しのパラメータを取る場合、呼び出し側はパラメータとして渡す変数の名前を指
定する必要があります。
その後、プロシージャが参照渡しのパラメータの内容を変更した場合は、呼び出し側の変数が自動
的に更新されて変更が反映されます。このため、呼び出し側ではサブ プロシージャから戻される
結果を調べることができます。
一方、ByValや Sub宣言でパラメータ名の前に Declare Subキーワードを指定すると、任意また
はすべてのサブ プロシージャのパラメータを "値によって" 渡すことができます。パラメータを値
によって渡すと、サブ プロシージャはパラメータ式の値のコピーを受け取ります。したがって、
呼び出し側は変数の名前を渡す必要がなく、任意の式を渡すことができます。
サブ プロシージャは、配列全体を 1 つのパラメータとして取ることができます。サブ プロシー
ジャがパラメータとして配列を受け取る場合、呼び出し側では配列変数の名前を括弧なしで指定し
ます。

例
次の例では、サブ プロシージャの Cubeが値を 3乗し、その結果を戻します。このサブ プロシー
ジャは 2つのパラメータを取ります。1つ目のパラメータは 3乗する数値です。2つ目のパラメー
タで、結果を呼び出し側に戻します。

Declare Sub Cube(ByVal original As Float, cubed As Float)
Dim x, result As Float
Call Cube( 2, result)
' result now contains the value: 8 (2 x 2 x 2)
x = 1
Call Cube( x + 2, result)
' result now contains the value: 27 (3 x 3 x 3)
End Program
Sub Cube (ByVal original As Float, cubed As Float)
' Cube the "original" parameter, and store
' the result in the "cubed" parameter.
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cubed = original ^ 3
End Sub

関連項目

Declare Sub 文、Exit Sub 文、Global 文、Sub...End Sub 文

CartesianArea() 関数

目的
デカルト アルゴリズムを使用して、平坦な投影座標系で計算された面積を戻します。 この関数
は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

CartesianArea( obj_expr, unit_name )

obj_expr はオブジェクト式です。
unit_name は面積単位の名前を表す文字列です (例: sq km)。

戻り値
浮動小数

説明
CartesianArea()関数は、obj_exprで指定した地理的オブジェクトのデカルト演算による面積を戻
します。
この関数は、unit_nameパラメータで指定した単位の面積を戻します。たとえば、面積をエーカー
単位で取得するには unit_name パラメータに "acre" を指定します。使用可能な単位の詳細につい
ては、「Set Area Units 文」を参照してください。
CartesianArea() 関数は、常にデカルト アルゴリズムを使用して面積を戻します。緯度/経度座標
系のデータでは、データが投影されないために -1 が戻ります。
リージョン、楕円、長方形、および面取り長方形のみが面積を持ちます。本質的に、ポイント、
弧、テキスト、ライン、折れ線の各オブジェクトの CartesianArea() は 0 になります。
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CartesianArea() 関数を面取長方形に対して用いた場合、戻る値は近似値です。MapBasic は面取
り長方形の面積を通常の長方形と同じとして計算します。

例
次の例はCartesianArea()関数を使って、1つの地理的オブジェクトの面積を計算する方法を示し
ています。states.obj のように指定される tablename.obj 式は、指定したテーブルの現在の行の地
理的オブジェクトを表します。

Dim f_sq_miles As Float
Open Table "counties"
Fetch First From counties
f_sq_miles = CartesianArea(counties.obj, "sq mi")

CartesianArea() 関数は、次の例のように Select 文で使用することもできます。

Select lakes, CartesianArea(obj, "sq km")
From lakes Into results

関連項目

Area() 関数、SphericalArea() 関数

CartesianBuffer() 関数

目的
バッファリージョン (既存のオブジェクトの指定したバッファ距離内の領域)を示すリージョンオ
ブジェクトを戻します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことが
できます。

構文

CartesianBuffer( inputobject, resolution, width, unit_name )

inputobject はオブジェクト式です。
resolution は、それぞれの角の円ごとのノード数を表す 2 バイト整数値です。
width はバッファの範囲を表す浮動小数値です。width が負の値で、inputobject が閉じたオブジェ
クトの場合、戻されるオブジェクトは元のオブジェクトより小さいオブジェクトを表します。
unit_name は、width で使用する距離単位名 (マイルは" mi"、キロメートルは "km" など) です。
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戻り値
リージョン オブジェクト

説明
CartesianBuffer() 関数は、バッファを表すリージョンを戻し、一度に 1 つのオブジェクトを操作
します。
一連のオブジェクトの周囲にバッファを作成するには、Create Object 文、As Buffer を使用しま
す。width が負の値で、ソース オブジェクトが開いたオブジェクト (ライン、折れ線、弧) または
ポイントの場合は、width の絶対値を使用して正のバッファが作成されます。
CartesianBuffer() 関数によるバッファの計算では、オブジェクトが平坦な投影法で描画されてい
ると仮定し、width を使用してオブジェクトの周囲のデカルト演算による距離で計算されたバッ
ファを計算します。
inputobjectが緯度/経度投影法で描画されている場合は、使用する Buffer関数に関わらず球面計算
が使用されます。

例
次のプログラムは、ラインオブジェクトを作成し、そのラインの周囲に10マイルの幅を持つバッ
ファ リージョンを作成します。

Dim o_line, o_region As Object
o_line = CreateLine(-73.5, 42.5, -73.6, 42.8)
o_region = CartesianBuffer( o_line, 20, 10, "mi")

関連項目

Buffer() 関数、マップ オブジェクトの作成、Set Buffer Version 文

CartesianConnectObjects() 関数

目的
2 つのオブジェクト間の最短距離または最長距離を表すオブジェクトを返します。 この関数は、
MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。
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構文

CartesianConnectObjects( object1, object2, min )

object1 および object2 はオブジェクト式です。
min は論理式です。TRUE の場合はオブジェクト間の最短距離、FALSE の場合はオブジェクト間
の最長距離が計算されます。

戻り値
この文では、1つの線分の2ポイント折れ線オブジェクトが返されます。この折れ線オブジェクト
は、object1 と object2 の 2 つのオブジェクト間の最短距離 (min == TRUE) または最長距離 (min
== FALSE) を表します。

説明
折れ線オブジェクトの 2つのポイントは、1つは object1、もう 1つは object2上に配置されます。
2つの入力オブジェクト間の距離を計算するには、ObjectLen()関数を使用します。最短距離また
は最長距離が存在するインスタンスが複数ある場合 (たとえば、返された 2つのポイント間の距離
が一意の最短距離ではなく、"同位" を表すポイントが他にもある場合)、この関数はいずれかのイ
ンスタンスを返します。返されたオブジェクトが一意の最短距離かどうかを判断する方法はありま
せん。
CartesianConnectObjects()は、object1 と object2 の 2 つのオブジェクトを結ぶ折れ線オブジェ
クトを返します。この 2 つのオブジェクト間の最短距離 (min == TRUE) または最長距離 (min ==
FALSE)は、デカルト計算法によって算出されます。デカルト計算法を使って計算できない場合、
たとえば MapBasic 座標系が経度/緯度の場合は、エラーが発生します。
関連項目

ConnectObjects() 関数、SphericalConnectObjects() 関数、Nearest 文、Farthest 文、
CartesianObjectDistance() 関数、ObjectDistance() 関数、SphericalObjectDistance() 関数

CartesianDistance() 関数

目的
2 点間の距離を戻します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すこと
ができます。
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構文

CartesianDistance( x1, y1, x2, y2, unit_name )

x1 と x2 は x 座標です。
y1 と y2 は y 座標です。
unit_name は距離単位の名前を表す文字列です (例 : km)。

戻り値
浮動小数

説明
CartesianDistance()関数は、2点間のデカルト演算による距離を計算します。この関数はunit_name
パラメータで指定した単位の距離を戻します。たとえば、距離をマイル単位で取得するには
unit_name パラメータに mi を指定します。使用可能な単位の詳細については、「Set Distance
Units 文」を参照してください。
CartesianDistance() 関数は、常にデカルト アルゴリズムを使用して値を戻します。緯度/経度座
標系のデータでは、緯度/経度データが投影されず、デカルト座標ではないために -1が戻ります。
x 座標と y 座標の各パラメータは MapBasic の現在の座標系で指定する必要があります。MapInfo
Pro のデフォルトは緯度/経度座標系です。MapBasic の座標系を再設定するには、Set CoordSys
文を使用します。

例

Dim dist, start_x, start_y, end_x, end_y As Float
Open Table "cities"
Fetch First From cities
start_x = CentroidX(cities.obj)
start_y = CentroidY(cities.obj)
Fetch Next From cities
end_x = CentroidX(cities.obj)
end_y = CentroidY(cities.obj)
dist = CartesianDistance(start_x,start_y,end_x,end_y,"mi")

関連項目

数学関数、CartesianDistance() 関数、Distance() 関数
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CartesianObjectDistance() 関数

目的
2 点間の距離を戻します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すこと
ができます。

構文

CartesianObjectDistance( object1, object2, unit_name )

object1 および object2 はオブジェクト式です。
unit_name は、距離単位の名前を表す文字列です。

戻り値
浮動小数

説明
CartesianObjectDistance()は、object1 と object2 の 2 つのオブジェクト間の最短距離を返しま
す。この距離は、デカルト計算法によって算出され、戻り値の単位は unit_name で指定します。
デカルト計算法を使って計算できない場合、たとえば MapBasic 座標系が経度/緯度の場合は、エ
ラーが発生します。
関連項目

ObjectDistance() 関数、SphericalObjectDistance() 関数、Nearest 文、Farthest 文、
SphericalConnectObjects() 関数、ConnectObjects() 関数、CartesianConnectObjects() 関数

CartesianObjectLen() 関数

目的
ラインまたは折れ線オブジェクトの地理的な長さを戻します。 この関数は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。
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構文

CartesianObjectLen( obj_expr, unit_name )

obj_expr はオブジェクト式です。
unit_name は距離単位の名前を表す文字列です (例 : km)。

戻り値
浮動小数

説明
CartesianObjectLen()関数は、オブジェクト式の長さを戻します。ゼロより大きい長さの値を持
つのはライン オブジェクトと折れ線オブジェクトのみです。長方形、楕円、リージョン オブジェ
クトの周囲長を調べるには Perimeter() 関数を使用してください。
CartesianObjectLen()関数は、常にデカルトアルゴリズムを使用して値を戻します。緯度/経度座
標系のデータでは、緯度/経度データが投影されず、デカルト座標ではないために -1が戻ります。
CartesianObjectLen()関数は、unit_name パラメータで指定した単位の長さを戻します。たとえ
ば、長さをマイル単位で取得するには unit_nameパラメータにmiを指定します。有効な単位の詳
細については、「Set Distance Units 文」を参照してください。

例

Dim geogr_length As Float
Open Table "streets"
Fetch First From streets
geogr_length = CartesianObjectLen(streets.obj, "mi")
' geogr_length now represents the length of the
' street segment, in miles

関連項目

SphericalObjectLen() 関数、CartesianObjectLen() 関数、ObjectLen() 関数
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CartesianOffset() 関数

目的
デカルト方式の距離タイプを使用して、指定した距離と角度でオフセットされた入力オブジェクト
のコピーを戻します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことがで
きます。

構文

CartesianOffset( object, angle, distance, units )

object は、オフセットで指定された位置にコピーする対象のオブジェクトです。
angle は、コピー位置を指定するオフセットの角度です。
distance は、コピー位置を指定するオフセットの距離です。
units は、指定する distance の単位を示す文字列です。

戻り値
オブジェクト

説明
この関数は、入力オブジェクトからのオフセットで指定された位置に、入力オブジェクトのコピー
を新しいオブジェクトとして生成します。オフセットは distanceと angle (X軸の正方向を 0度、
反時計回りを正の向きとして測った角度) で指定します。単位文字列は、ObjectLen() 関数や
Perimeter() 関数の場合と同様に、距離の値で使用する単位を指定します。使用される距離タイプ
はデカルト方式です。入力オブジェクトの座標系が緯度/経度の場合はエラーが発生します。デカ
ルト方式の距離タイプは、緯度/経度座標系では無効だからです。このエラーは、NULL オブジェ
クトが返されることによって示されます。使用される座標系は、入力オブジェクトの座標系です。
球面距離計算が行われる場合には、平面距離計算の場合とは異なるいくつかの点に注意する必要が
あります。緯度/経度で表されているオブジェクトを移動した場合、オブジェクトの形は移動後も
同じですが、オブジェクトの面積は変化します。その理由は、オフセットの差分の 1 つが角度で
指定されることにあります。任意の角度に対応する実際の距離は位置によって異なり、一定ではあ
りません。
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オフセット関数では、実際のオフセットデルタがオブジェクト上の何らかの固定点 (境界ボックス
の中心など)で計算され、その値が入力単位から座標系の単位に変換されます。座標系が緯度/経度
の場合、角度への変換には固定点が使用されます。実際に変換された距離の値は、オブジェクト上
の位置によって異なります。入力オブジェクトと新しいオフセット オブジェクトの間の距離の正
確性が保証されるのは、変換に使用される単一の固定点においてのみです。

例

CartesianOffset(Rect, 45, 100, "mi")

関連項目

CartesianOffsetXY() 関数

CartesianOffsetXY() 関数

目的
デカルト方式の距離タイプを使用して、指定した X および Y のオフセット値でオフセットされた
入力オブジェクトのコピーを戻します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから
呼び出すことができます。

構文

CartesianOffsetXY( object, xoffset, yoffset, units )

object は、オフセットで指定された位置にコピーする対象のオブジェクトです。
xoffset と yoffset は、コピー位置を指定するオフセットの x 軸方向と y 軸方向の距離です。
units は、指定するオフセットの距離の単位を示す文字列です。

戻り値
オブジェクト

説明
この関数は、入力オブジェクトからのオフセットで指定された位置に、入力オブジェクトのコピー
を新しいオブジェクトとして生成します。オフセットは X軸方向の距離を示す xoffsetと Y軸方向
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の距離を示す yoffset で指定します。単位文字列は、ObjectLen() 関数や Perimeter() 関数の場合
と同様に、距離の値で使用する単位を指定します。使用される距離タイプはデカルト方式です。入
力オブジェクトの座標系が緯度/経度の場合はエラーが発生します。デカルト方式の距離タイプは、
緯度/経度座標系では無効だからです。このエラーは、NULL オブジェクトが返されることによっ
て示されます。使用される座標系は、入力オブジェクトの座標系です。
球面距離計算が行われる場合には、平面距離計算の場合とは異なるいくつかの点に注意する必要が
あります。緯度/経度で表されているオブジェクトを移動した場合、オブジェクトの形は移動後も
同じですが、オブジェクトの面積は変化します。その理由は、オフセットの差分の 1 つが角度で
指定されることにあります。任意の角度に対応する実際の距離は位置によって異なり、一定ではあ
りません。
オフセット関数では、実際のオフセットデルタがオブジェクト上の何らかの固定点 (境界ボックス
の中心など)で計算され、その値が入力単位から座標系の単位に変換されます。座標系が緯度/経度
の場合、角度への変換には固定点が使用されます。実際に変換された距離の値は、オブジェクト上
の位置によって異なります。入力オブジェクトと新しいオフセット オブジェクトの間の距離の正
確性が保証されるのは、変換に使用される単一の固定点においてのみです。

例

CartesianOffset(Rect, 45, 100, "mi")

関連項目

CartesianOffset() 関数

CartesianPerimeter() 関数

目的
図形オブジェクトの周囲長を戻します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから
呼び出すことができます。

構文

CartesianPerimeter( obj_expr , unit_name )

obj_expr はオブジェクト式です。
unit_name は距離単位の名前を表す文字列です (例 : km)。
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戻り値
浮動小数

説明
CartesianPerimeter()関数は、obj_exprオブジェクトの周囲長を計算します。Perimeter()関数の
対象として指定できるオブジェクト タイプは、楕円、長方形、面取り長方形、およびポリゴンで
す。その他のオブジェクトでは、周囲長はゼロと見なされます。
CartesianPerimeter()関数は、常にデカルトアルゴリズムを使用して値を戻します。緯度/経度座
標系のデータでは、緯度/経度データが投影されず、デカルト座標ではないために -1が戻ります。
CartesianPerimeter() 関数は、unit_name パラメータで指定した単位の長さを戻します。たとえ
ば、長さをマイル単位で取得するには unit_nameパラメータにmiを指定します。有効な単位の詳
細については、「Set Distance Units 文」を参照してください。CartesianPerimeter() を面取長
方形に対して使用した場合、戻る値は近似値です。MapBasicは面取り長方形を通常の長方形であ
ると見なして、その周囲長を計算します。

例
次の例は、CartesianPerimeter() 関数を使用して、特定の図形オブジェクトの周囲長を調べる方
法を示しています。

Dim perim As Float
Open Table "world"
Fetch First From world
perim = CartesianPerimeter(world.obj, "km")
' The variable perim now contains
' the perimeter of the polygon that's attached to
' the first record in the World table.

CartesianPerimeter()関数は、次の例のように Select文で使用することもできます。次の Select
文は、States テーブルから情報を取得し、結果を Results という名前の一時テーブルに格納しま
す。Select 文に CartesianPerimeter() 関数が含まれるので、Results テーブルには各州の周囲長
を示すフィールドが保存されます。

Open Table "states"
Select state, CartesianPerimeter(obj, "mi")
From states
Into results

関連項目

CartesianPerimeter() 関数、SphericalPerimeter() 関数、Perimeter() 関数
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Centroid() 関数

目的
オブジェクトの図心 (中心点) を戻します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウか
ら呼び出すことができます。

構文

Centroid( obj_expr )

obj_expr はオブジェクト式です。

戻り値
ポイント オブジェクト

説明
Centroid() 関数は、obj_expr で指定したオブジェクトの図心にあたる位置のポイント オブジェク
トを戻します。リージョンの中心点はその形の中心を表すのではなく、ラベルの自動作成、ジオ
コード、円グラフ主題図、および棒グラフ主題図を配置する際の基準点となる位置を示します。形
状変更モードでマップを編集する場合は、リージョンの図心をドラッグして位置を変更することが
できます。
obj_expr パラメータがポイント オブジェクトを表す場合、Centroid() 関数はポイントの位置を戻
します。obj_expr パラメータがライン オブジェクトを表す場合、Centroid() 関数はラインの両端
の中間点にあるポイントを戻します。
obj_expr パラメータが折れ線オブジェクトを表す場合、Centroid() 関数は折れ線の中央のセグメ
ントの中間点にあるポイントを戻します。
obj_expr パラメータが上記以外のオブジェクトを表す場合、Centroid() 関数は元のオブジェクト
の真の図心にあるポイントを戻します。長方形、弧、テキスト、楕円の各オブジェクトでは、図心
の位置はオブジェクトの上端と下端の中間、および右端と左端の中間になります。ただし、リー
ジョン オブジェクトでは、図心の位置は常に対象となるオブジェクトの上になり、したがってオ
ブジェクトの範囲の中間に位置しないことがあります。
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例

Dim pos As Object
Open Table "world"
Fetch First From world
pos = Centroid(world.obj)

関連項目

Alter Object 文、CentroidX() 関数、CentroidY() 関数

CentroidX() 関数

目的
オブジェクトの図心 (中心点) の x 座標を戻します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィ
ンドウから呼び出すことができます。

構文

CentroidX( obj_expr )

obj_expr はオブジェクト式です。

戻り値
浮動小数

説明
CentroidX()関数は、指定したオブジェクトの図心の x座標 (例 :経度)成分を戻します。各種の図
形オブジェクトに関して図心位置の概念がどのような意味を持つのか (ラインとリージョンなど)
については、Centroid() 関数の項の説明を参照してください。regions, etc.).

座標情報は、MapBasicの現在の座標系に応じて戻されます。デフォルトでは、MapBasicは緯度/
経度座標系を用います。座標系を変更するには Set CoordSys 文を使用します。
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例
次の例はCentroidX()関数を使って、1つの地理的オブジェクトの経度を計算する方法を示してい
ます。

Dim x As Float
Open Table "world"
Fetch First From world
x = CentroidX(world.obj)

CentroidX() 関数は、次の例のように Select 文で使用することもできます。次の Select 文は、
Worldテーブルから情報を取得し、結果をResultsという名前の一時テーブルに格納します。Select
文に CentroidX()関数と CentroidY() 関数が含まれるので、Resultsテーブルには各国の図心の経
度と緯度を表示するフィールドが保存されます。

Open Table "world"
Select country, CentroidX(obj), CentroidY(obj)
From world Into results

関連項目

Centroid() 関数、CentroidY() 関数、Set CoordSys 文

CentroidY() 関数

目的
オブジェクトの図心 (中心点) の y 座標を戻します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィ
ンドウから呼び出すことができます。

構文

CentroidY( obj_expr )

obj_expr はオブジェクト式です。

戻り値
浮動小数
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説明
CentroidY()関数は、指定したオブジェクトの図心の y座標 (例 :緯度)成分を戻します。各種の図
形オブジェクトに関して図心位置の概念がどのような意味を持つのか (ラインとリージョンなど)
については、Centroid() 関数の項の説明を参照してください。regions, etc.).

座標情報は、MapBasicの現在の座標系に応じて戻されます。デフォルトでは、MapBasicは緯度/
経度座標系を用います。座標系を変更するには Set CoordSys 文を使用します。

例

Dim y As Float
Open Table "world"
Fetch First From world
y = CentroidY(world.obj)

関連項目

Centroid() 関数、CentroidX() 関数、Set CoordSys 文

CharSet 句

目的
MapBasic が文字コードの解釈に使用する文字セットを指定します。

注 : この句に関連する変更点については、『MapInfo Pro ユーザーズ ガイド』を参照して
ください。

構文

CharSet char_set

char_set は文字セットの名前を示す文字列です。下の表を参照してください。

説明
CharSet 句は、ファイルまたはテーブルを読み書きする時に MapBasic が使用する文字セットを
指定します。CharSetは句であり、完全な文ではありません。OpenFile文などの各種ファイル関
連文に、オプションの CharSet句を組み込むことができます。
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文字セットとは何か?

コンピュータのキーボードのすべての文字は数値コードに対応します。たとえば、文字 "A"は文字
コード 65に相当します。文字セットとはコンピュータに表示される文字のセットで、文字に対応
する数値コードセットです。
国によって異なる文字セットが使用されます。たとえば、北アメリカおよび西ヨーロッパ版の
Windows では、文字コード 176 は「度」を表す記号に対応します。しかし、別の文字セットを使
用するように Windows を設定すると、文字コード 176 が別の文字を表すことがあります。
実行時に使用される文字セットを確認するには、SystemInfo(SYS_INFO_CHARSET)を呼び出し
ます。

MapBasic プログラムへの文字セットの影響
ファイルで 32 (空白)から 126 (ティルダ記号)までの標準 ASCII文字だけを使用する場合は、文字
セットの競合について気にする必要もなければ、CharSet 句を使用する必要もありません。
ファイルで "特殊" 文字 (32 から 126 の範囲外の文字など) を使用する場合でも、1 つの環境内
(Windows など) で 1 つの文字セットだけを使用してすべての作業を行うのであれば、CharSet 句
を使用する必要はありません。
プログラムで "特殊" 文字が含まれる既存のファイルを読み込む必要があり、そのファイルがプロ
グラムの実行時に使用する文字セットと異なる文字セットで作成されている場合は、プログラムで
CharSet 句を使用する必要があります。CharSet 句で、ファイルの作成時にどの文字セットが使
用されたかを指定します。
CharSet句は1つのパラメータ、すなわち使用する文字セット名を識別する文字列式を取ります。
次の表は使用可能なすべての文字セットを示したものです。

コメント文字セット

文字の変換は行われない“Neutral”

ISO 8859-1 (UNIX)"ISO8859_1"

ISO 8859-2 (UNIX)"ISO8859_2"

ISO 8859-3 (UNIX)"ISO8859_3"

ISO 8859-4 (UNIX)"ISO8859_4"

ISO 8859-5 (UNIX)"ISO8859_5"
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コメント文字セット

ISO 8859-6 (UNIX)"ISO8859_6"

ISO 8859-7 (UNIX)"ISO8859_7"

ISO 8859-8 (UNIX)"ISO8859_8"

ISO 8859-9 (UNIX)"ISO8859_9"

UNIX、標準日本語インプリメンテーション“PackedEUCJapanese”

Windows Eastern Europe"WindowsLatin2"

"WindowsArabic"

"WindowsCyrillic"

"WindowsGreek"

"WindowsHebrew"

"WindowsTurkish"

Windows Traditional Chinese"WindowsTradChinese"

Windows Simplified Chinese"WindowsSimpChinese"

"WindowsJapanese"

"WindowsKorean"

DOS コード ページ 437 = IBM 拡張 ASCII"CodePage437"

DOS コード ページ 850 = 多言語"CodePage850"

DOS コード ページ 852 = 東ヨーロッパ"CodePage852"

DOS コード ページ 855 = キリル語"CodePage855"

"CodePage857"

DOS コード ページ 860 = ポルトガル語"CodePage860"
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コメント文字セット

DOS コード ページ 861 = アイスランド語"CodePage861"

DOS コード ページ 863 = フランス語 (カナダ)"CodePage863"

DOS コード ページ 864 = アラビア語"CodePage864"

DOS コード ページ 865 = 北欧言語"CodePage865"

DOS コード ページ 869 = 近代ギリシャ語"CodePage869"

Lotus ワークシート リリース 1,2 文字セット"LICS"

Lotus ワークシート リリース 3,4 文字セット“LMBCS”

Unicode 文字セット (ワークスペース、MapInfo 拡張 TAB ファイルで
使用可能)

"UTF-8"

Unicode 文字セット (ネイティブ拡張 TAB ファイルで使用可能)"UTF-16"

注 : Open Table 文では CharSet句を指定する必要はありません。各テーブルの .TABファ
イルに、テーブルで使用する文字セットの情報が含まれています。テーブルを開く時に、
MapInfo Pro は .TAB ファイルから直接文字セット情報を読み取り、自動的に必要な文字変
換を実行します。

どの言語の文字でも表現できるようにするには、ワークスペースの文字セットに "UTF-8" を指定
するか、ネイティブ拡張 (NativeX)形式テーブル文字セットを指定します。この文字セットは、非
ネイティブのテーブルをインポートする、開く、または登録する場合にも使用されます。
UTF-8文字セットでファイルをコンパイルして実行可能アプリケーションファイル (.mbx)を作成
するようにMapBasicを設定するには、コマンドラインでパラメータ -utf8を指定して、MapBasic
開発環境を起動します。
テーブルを特定の文字セットで保存する場合は、Commit Table 文で CharSet 句を指定します。
関連項目

Commit Table 文、Create Table 文、Export 文、Open File 文、Register Table 文、文字コード
テーブルの定義
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ChooseProjection$() 関数

目的
[投影法の選択]ダイアログボックスを表示し、ユーザが選択した座標系を戻します。この関数は、
MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

ChooseProjection$( initial_coordsys, get_bounds )

initial_coordsys は、CoordSys 句形式の文字列値です。ダイアログが最初に表示される時に、ど
の座標系が選択されているかを設定します。initial_coordsysが省略されるか、CoordSys句が無効
の場合、デフォルトの緯度/経度座標系が最初の選択として使用されます。
get_boundsは、一般座標系投影法が選択された場合に [一般座標系座標範囲]ダイアログを表示す
るかどうか指定する論理値です。get_boundsが TRUEである場合、[一般座標系座標範囲]ダイア
ログボックスが表示されます。FALSEの場合、このダイアログボックスは表示されず、デフォル
トの境界が使用されます。

説明
この関数は、[投影法の選択] ダイアログ ボックスを表示し、選択された座標系を文字列として戻
します。戻される文字列は、CoordSys句と同じ形式です。ユーザがアプリケーション内で投影法
を設定できるようにしたい場合に、この関数を使用します。

例

Dim strNewCoordSys As String
strNewCoordSys = ChooseProjection$( "", True)
strNewCoordSys = "Set " + strNewCoordSys
Run Command strNewCoordSys

関連項目

MapperInfo() 関数
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CharVal() 関数

目的
文字列式の最初の文字の文字コードを戻します。この関数は Asc() 関数の Unicode 対応バージョ
ンなので、戻り値はシステム環境文字セットのマッピングではなく文字列式 (num_expr)のUnicode
文字セット エンコードにマッピングされます。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンド
ウから呼び出すことができます。

構文

CharVal( string_expr )

string_expr は文字列式です。

戻り値
整数

説明
CharVal() 関数は、string_expr で指定された文字列の最初の文字を表す文字コードを返します。
string_expr が null 文字列の場合、CharVal() 関数は 0 の値を返します。

注 : 文字エンコードのマッピングを除き、CharVal() の使用方法と動作は Asc() と同じで
す。

CharVal() は、MapInfo Pro の Unicode バージョンにのみ適用されます。Unicode バージョンでは
ない MapInfo Pro で使用すると、値 0 が返されます。

例
次の例では、文字のUnicodeエンコードを表示します。これらの値は、8364、1587、および24330
です。

Dim code As SmallInt
code = CharVal("€")
code = CharVal("س")
code = CharVal("弊")
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関連項目

Asc() 関数、ChrU$() 関数、文字コード テーブルの定義

Chr$() 関数

目的
指定した文字コードに対応する1文字の文字列を戻します。この関数は、MapInfoProのMapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

Chr$( num_expr )

num_exprは 0から 255まで (2バイト文字セットを使用している場合は 0から 65,535まで)の整
数値です。

戻り値
String

説明
Chr$()関数は、num_exprパラメータで指定した文字コードに基づいて、1文字の長さの文字列を
戻します。ほとんどのシステムでは、num_exprは 0から 255までの正の整数値です。2バイト文
字セットをサポートするシステム (日本語 Windows など) では、num_expr に 0 から 65,535 まで
の値を指定できます。

注 : MapInfo Pro のすべての環境で、32 (空白) から 126 (ティルダ記号) までの範囲の文字
コードは共通です。

num_expr パラメータが小数の場合、MapBasic は整数に四捨五入します。
文字 12 は用紙送り文字です。したがって、Print Chr$(12) 文を使用してメッセージ ウィンドウを
クリアすることができます。文字 10 は改行文字です。下記の例を参照してください。
文字 34 は二重引用符記号 (") です。文字列式に関数呼び出し Chr$(34) が含まれている場合、
MapBasic は文字列に二重引用符文字を埋め込みます。
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MapInfo Pro の Unicode バージョンでは、この関数は MapInfo Pro の非 Unicode バージョンと互
換性がある方法でシステム文字セットを使って動作します。

エラー コード
ERR_FCN_ARG_RANGE (644) エラーは、引数が正しい範囲の値でない場合に生成されます。

例

Dim s_letter As String * 1
s_letter = Chr$(65)
Note s_letter ' This displays the letter "A"
Note "This message spans" + Chr$(10) + "two lines."

関連項目

Asc() 関数、ChrU$() 関数、文字コード テーブルの定義

ChrU$() 関数

目的
指定した文字コードに対応する 1文字の文字列を戻します。この関数は Chr$()関数の Unicode対
応バージョンなので、num_exprエンコードはシステム環境文字コードではなくUnicode文字コー
ドにマッピングされます この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことが
できます。

構文

ChrU$( num_expr )

num_expr は 0 から 65,535 まで (0 と 65,535 を含む) の整数値です。

戻り値
String
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説明
Chr$()関数は、num_exprパラメータで指定した文字コードに基づいて、1文字の長さの文字列を
戻します。

注 : 文字エンコードのマッピングを除き、ChrU$()の使用方法と動作はChr$()と同じです。
ChrU$() は MapInfo Pro の Unicode バージョンにのみ適用可能で、非 Unicode の MapInfo
Pro で使用すると 1 つのスペース文字が返されます。

例
以下の例は、Unicode 文字 "€"、Unicode のアラビア語文字 および、"س" Unicode の繁字体中国語
文字 "弊" を表示します。

Note ChrU$(8364)
Note ChrU$(1587)
Note ChrU$(24330)

関連項目

CharVal() 関数、Chr$() 関数、文字コード テーブルの定義

Close All 文

目的
開いているすべてのテーブルを閉じます。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから
発行できます。

構文

Close All [ Interactive ]

説明
MapBasic アプリケーションから Close All 文を発行し、対象となるテーブルが編集の途中の場合
(テーブルが変更されたが、変更内容がまだディスクに保存されていない場合)は、編集内容が破棄
されてからテーブルが閉じます。警告は表示されません。編集中の内容を廃棄したくない場合は、
オプションの Interactive句を使用すると、変更を保存するか廃棄するかを確認するダイアログが
表示されるようになります。
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関連項目

Close Table 文

Close Connection 文

目的
Open Connection文で開いた接続を閉じます。この文は、MapInfo ProのMapBasicウィンドウ
から発行できます。

構文

Close Connection connection_handle

connection_handle は、Open Connection 文から返された値を表す整数式です。

説明
Close Connection文は、Open Connection文から返される接続ハンドルで指定された接続を閉じ
ます。その接続に関連付けられたサービスに固有のプロパティはすべて失われます。
関連項目

Open Connection 文

Close File 文

目的
開いているファイルを閉じます。

構文

Close File [ # ] filenum

filenum は、閉じるファイルを示す整数です。
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説明
Close File 文は、Open File 文によって開かれたファイルを閉じます。

注 : Open File文と Close File文の操作対象はファイル全般で、MapInfo Proのテーブルで
はありません。MapBasicには、MapInfoのテーブルを操作するための文 (Open Table文な
ど) が別途用意されています。

例

Open File "cxdata.txt" For INPUT As #1
'
' read from the file... then, when done:
'
Close File #1

関連項目

Open File 文

Close Table 文

目的
開いているテーブルを閉じます。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行でき
ます。

構文

Close Table table [ Interactive ]

table は開いているテーブルの名前です。

説明
CloseTable文は、開いているテーブルを閉じます。すべてのテーブルを閉じる場合は、CloseAll
文を使用します。
テーブルが 1 つまたは複数のグラフ ウィンドウやブラウザ ウィンドウに表示されている場合、
テーブルを閉じるとそれらのウィンドウは自動的に消去されます。Close Table 文でマップ ウィ
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ンドウの唯一のテーブルを閉じると、ウィンドウが閉じます。CloseTable文を使用して、まだ編
集途中のリンク テーブルを閉じると、編集内容は後のセッションまで保留されます。

編集の保存
オプションの Interactiveキーワードを省略すると、テーブルの編集内容が保存されているかどう
かに関わらずテーブルは閉じられ、未保存の編集内容は廃棄されます。Interactive キーワードを
指定した場合で、テーブルに未保存の編集内容がある場合は、編集内容を保存または破棄するか、
あるいは閉じる操作をキャンセルするかを確認するダイアログボックスがユーザに表示されます。
編集中の内容が必ず破棄されるようにしたい場合は、 Interactiveキーワードを省略するか、Close
Table 文を呼び出す前に、Rollback 文を発行します。編集中の内容が必ず保存されるようにした
い場合は、Close Table文を呼び出す前に、Commit Table 文を発行します。テーブルに未保存の
編集内容があるかどうかを確かめるには、 TableInfo() 関数 ( table, TAB_INFO_EDITED) 関数を
呼び出します。

主題およびシステム オブジェクトの保存
マップ ウィンドウの最後のテーブルを閉じると、ウィンドウが閉じます。しかし、ユーザはウィ
ンドウを閉じる前に主題レイヤやシステム オブジェクトを保存しなければならないことがありま
す。主題やシステム オブジェクトを保存するよう、ユーザに促す必要のある場合は Interactive
キーワードを指定します。
Interactive キーワードを省略すると、Close Table 文は主題やシステム オブジェクトを保存する
ようユーザに促しません。Interactiveキーワードを指定すると、主題やシステム オブジェクトを
保存するようユーザに促すダイアログボックスが必要に応じて表示されます。(ウィンドウに主題
やシステム オブジェクトが存在しなければ、ダイアログは表示されません。)

例

Open Table "world"
' ... when done using the WORLD table,
' close it by saying:
Close Table world

選択した行の選択を解除するには、Selection テーブルを閉じます。

Close Table Selection

関連項目

Close All 文、Commit Table 文、Open Table 文、Rollback 文、TableInfo( ) 関数
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Close Window 文

目的
ウィンドウを閉じるか非表示にします。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発
行できます。

構文

Close Window window_spec [ Interactive ]

window_specはウィンドウの名前 (例 :ルーラー)、ウィンドウコード (例 : WIN_RULER)、あるい
は整数のウィンドウ識別子です。

説明
Close Window 文は、MapInfo Pro のウィンドウを閉じるか非表示にします。
ドキュメント ウィンドウ (マップ、ブラウザ、レイアウト、グラフ) を閉じるには、window_spec
パラメータに整数のウィンドウ識別子を指定します。整数のウィンドウ識別子は、FrontWindow( )
関数および WindowID( ) 関数を使って取得できます。
特殊な MapInfo Pro ウィンドウを閉じる場合は、以下に示す表のいずれかのウィンドウ名を
window_spec パラメータに指定します。特別なウィンドウは名前 (例: ルーラー) でもコード (例:
WIN_RULER) でも指定することができます。
マップ修飾ウィンドウを閉じる場合は、マップ修飾ウィンドウの ID を MapperInfo( ) 関数の判定
に従って指定します。
次の表に window_spec として使用可能な値を示します。

ウィンドウの説明値

ヘルプ ウィンドウ (WIN_HELP)ヘルプ

情報ツール ウィンドウ (WIN_INFO)情報

[レイヤ管理]ウィンドウ (WIN_LAYER_CONTROL)。統合マッピング アプリケーション
では、これはモーダル バージョンを表します。

LayerControl
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ウィンドウの説明値

主題図凡例ウィンドウ (WIN_LEGEND)凡例

MapBasic ウィンドウ (WIN_MAPBASIC)MapBasic

Print 文で使用するメッセージ ウィンドウ (WIN_MESSAGE)メッセージ

[指定した位置へジャンプ] ウィンドウ (WIN_MOVE_MAP_TO)。MoveMapTo

ルーラー ツール ウィンドウ (WIN_RULER)ルーラー

統計ウィンドウ (WIN_STATISTICS)統計

[テーブル リスト] ウィンドウ (WIN_TABLE_LIST)。統合マッピング アプリケーション
では、これはモーダル バージョンを表します。

TableList

注 : [テーブル リスト]、[レイヤの管理]、および [指定した位置へジャンプ]の各ウィンドウ
のウィンドウ IDは、SetWindow文、WindowInfo()関数、およびWindowID()関数では無
視されます。

主題およびシステム オブジェクトの保存
ユーザはウィンドウを閉じる前に主題レイヤやシステム オブジェクトを保存しなければならない
ことがあります。主題やシステム オブジェクトを保存するよう、ユーザに促す必要のある場合は
Interactive キーワードを指定します。
Interactiveキーワードを省略すると、Close Window文は主題やシステム オブジェクトを保存す
るようユーザに促しません。Interactiveキーワードを指定すると、主題やシステム オブジェクト
を保存するようユーザに促すダイアログボックスが必要に応じて表示されます。(ウィンドウに主
題やシステム オブジェクトが存在しなければ、ダイアログは表示されません。)

例

Close Window Legend

関連項目

Open Window 文、Print 文、Set Window 文
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ColumnInfo() 関数

目的
開いているテーブルのフィールドに関する情報を戻します。この関数は、MapInfoProのMapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

ColumnInfo( { tablename | tablenum } ,
{ columnname | "COLn" } , attribute )

tablename は、開いているテーブルの名前を示す文字列です。
tablenum は、開いているテーブルの数を示す整数です。
columnname は、そのテーブル内のフィールドの名前です。
n はテーブル内のフィールドの数です。
attribute は、読み込むフィールドの種類を示すコードです。

戻り値
指定する attribute パラメータによって異なります。

説明
ColumnInfo()関数は、開いているテーブル内の 1 つのフィールドについての情報を戻します。
この関数の最初のパラメータでは、開いているテーブルの名前または番号を指定します。2番目の
パラメータでは、どのフィールドを対象にするのかを指定します。attributeパラメータで、この関
数がフィールドのどの属性を戻すかを定義します。attributeパラメータは以下の表に示す値のいず
れかになります。

ColumnInfo() の戻り値IDattribute の設定

フィールドの名前を示す文字列1COL_INFO_NAME

フィールドの数を示す 2 バイト整数2COL_INFO_NUM
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ColumnInfo() の戻り値IDattribute の設定

フィールド タイプを示す 2 バイト整数 (下記参照)3COL_INFO_TYPE

フィールドの幅を示す 2 バイト整数。文字フィールドまたは小数
フィールドにのみ適用される

4COL_INFO_WIDTH

小数フィールドの小数点以下の桁数を示す 2 バイト整数5COL_INFO_DECPLACES

フィールドにインデックスが付いているかどうかを示す論理値6COL_INFO_INDEXED

フィールドが編集可能かどうかを示す論理値7COL_INFO_EDITABLE

ColumnInfo()関数で attributeパラメータにCOL_INFO_TYPEを指定した場合、MapBasicは次の
表のいずれかの値を戻します。

示されるフィールドのタイプIDColumnInfo() の戻り値

文字1COL_TYPE_CHAR

固定小数2COL_TYPE_DECIMAL

整数 (4 バイト)3COL_TYPE_INTEGER

2 バイト整数 (2 バイト)4COL_TYPE_SMALLINT

日付5COL_TYPE_DATE

論理値 (TRUE または FALSE)6COL_TYPE_LOGICAL

浮動小数8COL_TYPE_FLOAT

時刻37COL_TYPE_TIME

DateTime。38COL_TYPE_DATETIME

8 バイト整数。39COL_TYPE_LARGEINT
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上記のコードは、標準のMapBasic定義ファイルである MAPBASIC.DEFで定義されています。し
たがって、これらのコードを参照する場合には、プログラムに Include MAPBASIC.DEFを記述す
る必要があります。

エラー コード
指定したテーブルが利用できない場合は、ERR_TABLE_NOT_FOUND (405) エラーが生成されま
す。
引数の値が有効な範囲にない場合は、ERR_FCN_ARG_RANGE (644) エラーが生成されます。

例

Include "MAPBASIC.DEF"
Dim s_col_name As String, i_col_type As SmallInt
Open Table "world"
s_col_name = ColumnInfo("world","col1",COL_INFO_NAME)
i_col_type = ColumnInfo("world","col1",COL_INFO_TYPE)

関連項目

NumCols() 関数、TableInfo() 関数

Combine() 関数

目的
2 つのオブジェクトの併合を表すリージョンまたは折れ線を戻します。テキスト オブジェクトに
は使用できません。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができ
ます。

構文

Combine( object1, object2 )

object1、object2 は 2 つのオブジェクト式で、両方が閉じたオブジェクト (リージョンや円など)
でも、両方がライン オブジェクト (ラインや折れ線など) でもかまいません。
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戻り値
object1 と object2 が併合されたオブジェクト。

説明
Combine() 関数は、2 つのオブジェクト式の地理的併合を示すオブジェクトを戻します。併合さ
れた 2 つのオブジェクトは、両方のオブジェクトがカバーする領域全体を表します。
Combine() 関数が更新されて、異種併合が可能になり、ポイント、マルチポイント、コレクショ
ンを入力オブジェクトとして使用できるようになりました。以前は、ライン オブジェクト (ライ
ン、折れ線、弧) どうしを併合して折れ線を出力するか、閉じた入力オブジェクト (リージョン、
長方形、面取り長方形、楕円) どうしを併合してリージョンを出力することしかできませんでし
た。異種併合を行うことはできず、ポイント、マルチポイント、コレクションの各オブジェクトを
含む併合もできませんでした。テキストオブジェクトはまだCombine()の入力には使用できませ
ん。
MapInfo Pro 6.5 で導入されたマルチポイント オブジェクトとコレクション オブジェクトによっ
て、併合処理が拡大されます。次の表では、利用可能な併合とその出力結果を詳述しています。

出力オブジェクトのタイプ入力オブジェクトのタイプ入力オブジェクトのタイプ

マルチポイントポイントまたはマルチポイントポイントまたはマルチポイント

折れ線ライン オブジェクトライン オブジェクト (ライン、折れ
線、弧)

リージョン閉じたオブジェクト閉じたオブジェクト (リージョン、長
方形、面取り長方形、楕円)

コレクションポイント、マルチポイント、線状、閉
じた、コレクション

ポイント、マルチポイント、線状、閉
じた、コレクション

Combine() 関数から返される結果は、MapInfo Pro の [オブジェクト併合] コマンド ( [空間] タブ)
を選択して得られる結果に似ています。ただし、[オブジェクト併合]コマンドは元のオブジェクト
を変更しますが、Combine()関数は object1式または object2式を変更しません。また、Combine()
関数はデータ併合を実行しません。
Combine() 関数によって戻されるオブジェクトは、可能であれば object1 パラメータのスタイル
(色など) を保持します。出力として生成されるコレクション オブジェクトは、スタイルのこれら
の部分を object1 から取得し、スタイルの残りの部分を objects2 から取得します。たとえば、
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object1 がリージョンで object2 が折れ線の場合、出力されるコレクションでは、コレクションに
含まれるリージョン スタイルに object1 のブラシと境界ペンを使用し、コレクションの折れ線ス
タイルに object2 のペンを使用します。
関連項目

Brush 句、Objects Combine 文、Pen 句、Set Combine Version 文

CommandInfo() 関数

目的
最新のイベントに関する情報を戻します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウか
ら呼び出すことができます。

構文

CommandInfo( attribute )

attribute は、戻される情報の種類を指定する整数コードです。

戻り値
状況に応じて論理値、浮動小数、整数または文字列。

説明
CommandInfo() 関数は、MapInfo Pro に影響する最新のイベントに関する情報を戻します。たと
えば Selection テーブルに変化があったか、どこでマウスがクリックされたか、それは単なるク
リックであったのか、Shift +クリック (Shiftキーを押しながらのクリック)だったのか、などの情
報です。

ダイアログ ボックスの表示後
カスタム ダイアログ ボックスを表示した後で CommandInfo() を呼び出す場合は、attribute パラ
メータに次のいずれかのコードを指定できます。
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CommandInfo( attribute ) の戻り値IDattribute コード

論理値:ユーザが [OK]をクリックしてカスタムダイアログボック
スを閉じた場合は TRUE、ユーザが [キャンセル] をクリックする
か、Escキーを押すなどしてキャンセルした場合は FALSEになり
ます。(この呼び出しは Dialog 文の後にのみ有効です)

1CMD_INFO_DLG_OK

論理値 : ユーザが進捗バーを完了させた場合は TRUE、ユーザが
[キャンセル]ボタンを押して中止した場合は FALSEになります。

1CMD_INFO_STATUS

カスタム メニューまたはダイアログのハンドラ内
カスタム メニュー コマンドまたはカスタム ダイアログ ボックスのハンドラ プロシージャ内から
CommandInfo() を呼び出す場合は、attribute パラメータに次のいずれかのコードを指定できま
す。

CommandInfo( attribute ) の戻り値IDattribute コード

論理値 : ユーザがカスタム ダイアログ ボックス内の ListBox また
は MultiListBox コントロールをダブルクリックした場合は TRUE
になります。この呼び出しは、カスタムダイアログボックスのハ
ンドラ プロシージャ内でのみ有効です。

1CMD_INFO_DLG_DBL

整数値: ユーザが選択したメニューの ID を示します。この呼び出
しは、カスタムメニュー項目のハンドラプロシージャ内でのみ有
効です。

8CMD_INFO_MENUITEM

標準ハンドラ プロシージャ内
標準システムハンドラプロシージャ内 (SelChangedHandlerなど)からCommandInfo()を呼び出
す場合は、attribute パラメータに次のいずれかのコードを指定できます。詳細については、
SelChangedHandler、RemoteMsgHandlerプロシージャ、WinChangedHandler、WinClosedHandler
の各項の説明を参照してください。SelChangedHandler 内から呼び出す場合、次のコードを指定
できます。
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CommandInfo( attribute ) の戻り値IDattribute コード

1: 選択に 1 つの行が追加された
2: 選択から 1 つの行が削除された
3: 選択に複数の行が追加された
4: 複数の行の選択が解除された

1CMD_INFO_SELTYPE

整数値 : 選択または選択解除された行の番号 (1 つの行が選択また
は選択解除された場合のみ適用されます)。

2CMD_INFO_ROWID

論理値 :ユーザがEscキーを押して選択を中断した場合はTRUE、
それ以外の場合は FALSE になります。

3CMD_INFO_INTERRUPT

RemoteMsgHandlerプロシージャ、RemoteQueryHandler()関数、またはRemoteMapGenHandler
プロシージャから呼び出す場合は、次のコードを指定できます。

CommandInfo( attribute ) の戻り値IDattribute コード

文字列値。クライアント プログラムから MapInfo Pro に送信され
た実行文字列または項目名を表します。詳細については、
RemoteMsgHandler プロシージャ、RemoteQueryHandler() 関
数、またはRemoteMapGenHandlerプロシージャの項を参照して
ください。

1000CMD_INFO_MSG

WinChangedHandlerプロシージャまたはWinClosedHandlerプロシージャから呼び出す場合は、
次のコードを指定できます。

CommandInfo( attribute ) の戻り値IDattribute コード

整数値。変更されたウィンドウまたは閉じられたウィンドウの ID
を表します。詳細については、WinChangedHandlerプロシージャ
または WinClosedHandler プロシージャを参照してください。

1CMD_INFO_WIN

ForegroundTaskSwitchHandlerプロシージャから呼び出す場合は、次のコードを指定できます。
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CommandInfo( attribute ) の戻り値IDattribute コード

整数値。MapInfoProがアクティブアプリケーションになったか、
アクティブ アプリケーションでなくなったことを示します。戻り
値は、次のいずれかのコードに一致します : SWITCHING_INTO_MI
Pro (MapInfo Pro がフォーカスを取得した場合)、
SWITCHING_OUT_OF_MapInfo Pro (MapInfo Proがフォーカスを
失った場合)

1CMD_INFO_TASK_SWITCH

検索操作後
Find 文の後は、attribute パラメータに次のいずれかのコードを指定できます。

CommandInfo( attribute ) の戻り値IDattribute コード

浮動小数点数値。検出された位置の X 座標または Y 座標を示しま
す。

1, 2CMD_INFO_X または CMD_INFO_Y

整数値。Find 文の検索対象が見つかったかどうかを示します。3CMD_INFO_FIND_RC

整数値。検出された行の行 ID 番号を示します。4CMD_INFO_FIND_ROWID

カスタムツール ボタンのハンドラ プロシージャ内
カスタムな ToolHandler プロシージャ内では、次のどれでも指定できます。

CommandInfo( attribute ) の戻り値IDattribute コード

オブジェクト値 :ユーザが描いた折れ線またはポリゴンです。描画
モードの DM_CUSTOM_POLYLINE または
DM_CUSTOM_POLYGON に適用されます。

1CMD_INFO_CUSTOM_OBJ
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CommandInfo( attribute ) の戻り値IDattribute コード

ユーザがクリックした位置の X 座標です。

• ユーザがマップ上でクリックした場合、戻り値はマップ座標 (経
度など) を現在の座標系単位で表します。

• ユーザがブラウザ上でクリックした場合、値はブラウザ内の
フィールドの番号 (左端のフィールドの場合は 1、選択ボックス
フィールドの場合は 0 など) を表します。*

• ユーザがレイアウト内でクリックした場合、値はレイアウトの左
端からの距離 (0は左端を表すなど)をMapBasicの現在の用紙単
位で表します。用紙単位の詳細については、「Set Paper Units
文」を参照してください。

1CMD_INFO_X

ユーザがクリックした位置の Y 座標です。

• ユーザがマップ上でクリックした場合、値はマップ座標 (経度な
ど) を表します。

• ユーザがブラウザ上でクリックした場合、値は行番号を表しま
す。1は先頭行、0はウィンドウの最上部にあるフィールドヘッ
ダーの行を表します。*

• ユーザがレイアウト上でクリックした場合、値はレイアウトの上
端からの距離を表します。

2CMD_INFO_Y

論理値 :ユーザがShiftキーを押しながらクリックした場合はTRUE
になります。

3CMD_INFO_SHIFT

論理値 :ユーザがCtrlキーを押しながらクリックした場合はTRUE
になります。

4CMD_INFO_CTRL

ユーザがマウス ボタンを離した位置の X座標です。ドラッグを許
可する描画モードでツールボタンが定義された場合にだけ適用さ
れます (DM_CUSTOM_LINE など)。

5CMD_INFO_X2

ユーザがマウス ボタンを離した位置の Y 座標です。6CMD_INFO_Y2

整数値: ユーザがクリックしたボタンの ID を示します。7CMD_INFO_TOOLBTN

* CommandInfo() 関数は、ブラウザ ウィンドウの左上隅 (使用フィールドの上、フィールド ヘッ
ダーの左)でのクリックを無視します。最後のフィールドまたは行を超えた場所でのクリックも無
視します。

185MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



Hotlink のサポート
HotLink ツールから起動される MapBasic アプリケーションでは、CommandInfo() 関数を使用し
て、アクティブになったオブジェクトの情報を取り出すことができます。次の表に取り出し可能な
属性を示します。

CommandInfo( attribute ) の戻り値IDattribute コード

マップ ウィンドウまたはブラウザ ウィンドウの ID17CMD_INFO_HL_WINDOW_ID

マップ レイヤまたはブラウザに関連付けられたテーブルの名前18CMD_INFO_HL_TABLE_NAME

マップ オブジェクトまたはブラウザの行に対応するテーブル行の
ID

19CMD_INFO_HL_ROWID

プログラムがマップ ウィンドウから起動された場合はレイヤ ID20CMD_INFO_HL_LAYER_ID

起動されたファイル名21CMD_INFO_HL_FILE_NAME

関連項目

FrontWindow() 関数、 SelectionInfo() 関数、Set Command Info 文、WindowInfo() 関数

Commit Table 文

目的
最近の編集結果をディスクに保存したり、テーブルのコピーを保存したりします。以前は、ObjectInfo
クエリの実行中に発生する、不確定のタイプが含まれるクエリを保存することができませんでし
た。Interactiveパラメータを追加することで、このようなクエリに含まれる不確定のタイプを指定
できるようになりました。Interactiveパラメータが指定されていない場合、デフォルトのタイプが
使用されます。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Commit Table table
[ As filespec
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[ Type { NATIVE [ Charset char_set ] |
NATIVEX [ Charset char_set ] [ Locale locale ] |

DBF [ Charset char_set ] |
Access Database database_filespec Version version Table tablename
[ Password pwd ] [ Charset char_set ] |
QUERY |
ODBC Connection ConnectionNumber Table tablename
[ Type SQLServerSpatial { Geometry | Geography } ]
[ ConvertDateTime { ON | OFF | INTERACTIVE } ] |
GPKG [ Database database_filespec ] [ Table tablename ] [ Charset

char_set ] } ]

[ CoordSys... ]
[ Version version_pro ] ]
[ Interactive ]
[ BlockSize block_size ]
[ { Interactive | Automatic commit_keyword } ]
[ ConvertObjects { ON | OFF | INTERACTIVE } ]

tablenameは、データベースに表示するテーブルの名前です。この名前にスキーマ名を含めること
により、テーブルが属するスキーマを指定できます。スキーマ名を指定しなければ、テーブルはデ
フォルト スキーマに属します。ユーザはスキーマ名を適切に指定しなければならず、ログインす
るユーザが指定のスキーマに対して正しい権限を持っているかを考慮する必要があります。これは
SQL Server 2005 に対してのみ追加された機能です。GPKG 句を指定した場合、この名前は
GeoPackage に表示するテーブルの名前になります。
filespecは、ファイルの指定 (オプションでディレクトリパスも指定可)です。ここにMapInfo .TAB
ファイルが保存されます。
char_set は文字セットの名前です。文字セットの詳細については、「CharSet 句」を参照してく
ださい。
localeは、作成するインデックスのロケールを示す文字列 ("en-US"など)です。指定しないと、デ
フォルトでシステムのロケールが使用されます。
versionは、新しいデータベースで使用するMicrosoft Jetデータベース形式のバージョンを指定し
ます。指定できる値は、4.0 (Access 2000の場合)、3.0 (Access 95/97の場合)、または 12.0 (Access
2007の場合)です。省略するとデフォルトのバージョン 12.0が使用されます。テーブルを作成し
たデータベースが既に存在する場合、指定したデータベース バージョンは無視されます。
database_filespec は有効な Access データベースの名前とパスを示す文字列です。
• Accessの使用時はAccessデータベース。指定されたデータベースが存在しない場合、MapInfo
Pro は Access ファイル (.MDB または .ACCDB) を新規作成します。

• GPKG の使用時は GeoPackage ファイル。
pwd は、データベース レベルのパスワードです。データベースがパスワードで保護されている場
合に指定します。

187MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



ConnectionNumber は、データベースへの特定の接続を示す整数値です。
version_pro には、100 (各バージョンの MapInfo Pro から読み込めるテーブルを作成する場合) ま
たは 300 (MapInfo Pro 3.0 形式) を、Access 以外のテーブルに指定します。Access のテーブルの
場合は、410 になります。
block_size は 0 から 32767 までの値です。指定しない場合、デフォルト値は 16384 です。値が
512 未満の場合は、512 に切り上げられます。
commit_keywordには、NoCollision、ApplyUpdates、DiscardUpdatesのいずれかのキーワード
を指定します。

説明
As 句が指定されなければ、Commit Table 文はまだ保存されていない編集内容をテーブルに保存
します。この動作は、MapInfo Pro で [保存] コマンドを選択した場合に相当します。
Commit Table文で As句を指定すると、[名前を付けて保存]コマンドを選択した時と同じ結果に
なります。As句を使うと、別の名前、ディレクトリ、ファイルタイプや投影法の指定をしてテー
ブルを保存できます。
テーブルに新規の名前を付けて保存するには、filespec文字列に新規の名前を指定します。テーブ
ルを新規のディレクトリ パスに保存するには、filespec 文字列の頭にディレクトリ パスを指定し
ます。
オプションの Type句は、ローカル テーブルの形式を示し、MapInfo (NATIVE)または MapInfo拡
張 (NATIVEX) のいずれかを指定できます。Type 句は、As 句の内部で使用します。NATIVEX 形
式は、サイズが 2GBを超える、文字セット UTF-8または UTF-16のテーブルをサポートします。
Type 句を指定しないと、デフォルトでテーブル タイプは NATIVE となります。
オプションのCharset句は、Type句と組み合わせて使用し、テーブルを特定の文字セットで保存
します。char_set パラメータには、"WindowsLatin1" などの文字列定数を指定する必要がありま
す。詳細については、「CharSet 句」を参照してください。
• Type 句を使用しない場合、ソース テーブルの文字セットが使用されます。互換性のない文字
セットを使用すると、デスティネーション テーブル内で文字データがアンダースコアに変換さ
れることがあります (WindowsCyrillicからWindowsLatin1への変換など)。この設定は、文字デー
タを UTF-8 または UTF-16 文字セット間で相互に変換するためのものです。

• DBF 句と Table 句を指定しない場合は、ハードウェア プラットフォームで実行時に使用される
デフォルトの文字セットが使用されます。Commit Table文では、DBFの使用時に UTF-8または
UTF-16 をサポートしないことに注意してください。

Locale 句は NATIVEX 句と組み合わせて設定して、作成するインデックスのロケールを指定しま
す。ロケールは、テーブル内での項目の並べ替えに影響します。この句には、"en-US"などの文字
列値を指定します。値を指定しないと、デフォルトでシステムのロケールが使用されます。この句
は、文字セットが UTF-8 または UTF-16 の NativeX テーブルにのみ適用されます。
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テーブルを別の座標系や投影法で保存するには、As句内にCoordSys句を指定します。ただし、
座標系や投影法を持つのはマップ作成可能なテーブルだけです。
クエリを保存するには、保存するテーブルの種類に QUERY を指定します。ユーザ インターフェ
イスで作成したクエリと、MapBasicのRunCommand文で作成したクエリだけが保存できます。
Commit Table 文は、.TAB ファイルと .QRY ファイルを作成します。
Version 句はテーブルのフォーマットを管理します。Version 100 を指定すると、MapInfo Pro は
各バージョンの MapInfo Pro から読み込み可能な形式でテーブルを格納します。Version 300 を指
定すると、MapInfo Pro 3.0 形式でテーブルが格納されます。ノード数が 8,000 を超えるリージョ
ンオブジェクトと折れ線オブジェクト、および複数セグメントを持つ折れ線オブジェクトは、バー
ジョン 300 にする必要があることに注意してください。Version 句を指定しなければ、テーブル
はバージョン 300 形式で作成されます。

注 : MapBasic アプリケーションで、メモ フィールドを持つテーブルを対象に Commit
Table...As 文を発行すると、新しいテーブルではメモ フィールドが失われます。警告は表
示されません。MapInfo Pro のユーザ インターフェイス ([名前を付けて保存] を選択) から
新しいテーブルに保存する場合は、メモ フィールドが失われるという警告がユーザに表示
されます。しかし、MapBasicプログラムを介して新規テーブルへの保存を行う場合は、警
告は表示されません。

ODBC 句は、ConnectionNumber で指定された DBMS に Table のコピーを保存することを指定し
ます。
SQLServerSpatial句は、データ タイプ GEOGRAPHYと GEOMETRY で空間データをサポート
しています。
ConvertDateTime: ソース テーブルに Time 型または Date 型のフィールドがある場合、それらの
フィールドは、サーバでサポートされているデータ型に応じてDATETIMEまたは TIMESTAMPに
変換されます。ただし、この動作は ConvertDateTime 句を使って制御することができます。ソー
ステーブルに TimeやDateの型が含まれない場合、この句は機能しません。ConvertDateTimeが
(デフォルトの) ON に設定されている場合、Time 型や Date 型のフィールドは DATETIME または
TIMESTAMPに変換されます。ConvertDateTimeを OFFに設定すると、変換は行われず、必要な
場合には操作がキャンセルされます。ConvertDateTime が INTERACTIVEに設定されていると、
ユーザに選択を促すダイアログ ボックスが表示され、その選択に応じて処理が行われます。ユー
ザが変換を選択した場合は変換の実行後に処理が継続し、キャンセルを選択した場合は処理がキャ
ンセルされます。
Time 型はサポートされているすべてのサーバ (Oracle、PostGIS、SQL Server Spatial、MS SQL
Server、Access) で変換が必要です。一方、Date 型は MS SQL Server および Access データベー
ス サーバで変換が必要です。

注 : MS SQL Server と Access データベース サーバでは、この制限が下位互換性の問題に
つながる可能性があります。今回のリリースでは、TIMESTAMP データ タイプではなく
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DATETIME データ タイプを使用することをお勧めします。DATETIME データ タイプを使
用すると、変換処理が失敗します。

CoordSys は座標系句です。詳細は「CoordSys 句」を参照してください。
BlockSize句の値は、0～ 32767です。指定しない場合、デフォルトは 16384です。値が 512未
満の場合は、512 に切り上げられます。一般にブロック サイズが大きいほどデータの転送レート
は速くなります。NativeX (MapInfo拡張)形式からNative (MapInfo)形式に変換した場合、NativeX
ファイルの元のブロックサイズが維持されます。NativeXから Native形式にコミットする際に、
新しいブロック サイズを指定できます。
ConvertObjects 句を ONにすると、非サポートのオブジェクトがあればサポート対象のオブジェ
クトに自動で変換されます。これを OFF に設定すると、非サポートのオブジェクトは変換されま
せん。非サポートのオブジェクトが見つかると、テーブルを保存できないというエラー メッセー
ジが表示されます。Interactive に設定すると、非サポートのオブジェクトがテーブルに見つかっ
た時点で、どう対応するかユーザに問い合わせるメッセージが表示されます。

例
次の例は、STATES というテーブルを開き、Commit Table 文を使用して、STATES テーブルの
コピーをALBERSという名前で作成します。オプションのCoordSys句により、ALBERSテーブ
ルは ALBERS 等積投影法を使って保存されます。

Open Table "STATES"
Commit Table STATES
As "ALBERS"
CoordSys Earth
Projection 9,7, "m", -96.0, 23.0, 20.0, 60.0, 0.0, 0.0

次の例は、ODBC 接続の使用方法を示しています。

dim hodbc as integer
hodbc = server_connect("ODBC", "dlg=1")
Open table "C:\MapInfo\USA"
Commit Table USA
as "c:\temp\as\USA"
Type ODBC Connection hodbc Table "USA"

関連項目

Rollback 文
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ConvertDateTime の例

Commit Table DATETIME90 As "D:\MapInfo\Data\Remote\DATETIME90CPY.TAB"
Type ODBC Connection 1 Table """EAZYLOADER"".""DATETIME90CPY"""
ConvertDateTime Interactive

Server 1 Create Table """EAZYLOADER"".""CITY_125AA""" (Field1
Char(10),Field2 Char(10),Field3 Char(10),MI_STYLE Char(254)) KeyColumn
SW_MEMBER ObjectColumn SW_GEOMETRY
or
Server 1 Create Table "EAZYLOADER.CITY_125AA" (Field1 Char(10),Field2
Char(10),Field3 Char(10),MI_STYLE Char(254)) KeyColumn SW_MEMBER
ObjectColumn SW_GEOMETRY
Commit Table City_125aa As
"C:\Projects\Data\TestScripts\English\remote\City_125aacpy.tab" Type
ODBC
Connection 1 Table """EAZYLOADER"".""CITY_125AACPY"""
or
Commit Table City_125aa As
"C:\Projects\Data\TestScripts\English\remote\City_125aacpy.tab" Type
ODBC
Connection 1 Table "EAZYLOADER.CITY_125AACPY"

リンク テーブルの保存
リンク テーブルを保存する時に、別のユーザが同じテーブルの同じデータを編集しているとデー
タの不整合が起こる可能性があります。MapInfo Proは、不整合があったかどうかを検出し、それ
を解決するための手段をユーザに提供します。不整合に対する処理方法を指定するには、以下の句
を使用します(通常の MapInfo テーブルを保存する場合には、これらの句は無効です)。
Interactive

データの不整合が発生すると、[データ不整合の回避]ダイアログボックスが表示されます。Commit
Table Interactive 文が正常終了した後は、ユーザがテーブルをリフレッシュするためのダイアロ
グ ボックスが表示されます。
Commit Table As で Interactive を呼び出すことで、タイプが不確定のフィールドが 1 つ以上含ま
れるクエリをユーザが保存する際の処理を指定します。Interactiveパラメータを使用すると、不確
定のタイプが格納されているフィールドがあることを示すメッセージがユーザに表示され、ユーザ
はこれらのフィールドのタイプまたは幅 (あるいはその両方) を新たに選択できます。Interactive
パラメータが使用されていない場合は、タイプが不確定のフィールドに対してデフォルトで
Char(254) タイプが割り当てられます。
例
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[SQL 検索] ダイアログ ボックスで次のクエリを発行して[OK] をクリックするか、このクエリを
MapBasic ウィンドウに入力します。

Select Highway, objectinfo(obj, 20) from US_HIWAY into Selection

現在のクエリを選択し、[名前を付けて保存]ボタンをクリックすると、次のメッセージが表示され
ます。

通常、このダイアログ ボックスには、不確定のタイプが格納されているフィールドの一覧が表示
されます。このクエリでは、1 つだけ示されています。
[OK] をクリックすると、[フィールド プロパティの設定] ダイアログ ボックスが表示されます。

このダイアログ ボックスを使用して、このフィールドのタイプ情報を選択します。不確定のタイ
プが複数ある場合は、これらのタイプのそれぞれについて一度に 1 つずつ設定できます。タイプ
が既に定義されているフィールドの情報を編集することはできません。
[OK] をクリックして、クエリを保存します。
Automatic NoCollision

データの不整合が発生すると、保存が行われません(文に Interactive 句または Automatic 句が含ま
れていない場合、これがデフォルトの動作になります)。
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Automatic ApplyUpdates

データの不整合が発生すると、ローカルな更新が保存されます(データの不整合を完全に無視する
ことになります)。
Automatic DiscardUpdates

データの不整合が発生すると、既にRDBMSに存在するローカルな更新が保存されます (ユーザに
よるローカルな更新は破棄されます)。As 句を使用してリンク テーブルをコピーすることはでき
ますが、新しいコピーはリンク テーブルにはならず、変更内容もサーバには反映されません。

ODBC 接続
tablenameの長さは、データベースによって異なります。どのデータベースでも正しく機能するよ
うに、テーブル名を14文字以下にすることをお勧めします。この文では、tablenameを最長で31
文字まで指定できます。
As 句で Type を ODBC とすると、テーブルのコピーが、ConnectionNumber で指定したデータ
ベースに、tablename で指定したテーブル名で保存されます。ソース テーブルがマップ作成可能
な場合は、デスティネーションデータベーステーブル (tablenameで指定したテーブル)に、キー
フィールド、オブジェクトフィールド、スタイルフィールドの 3つのフィールドが追加されます
(ソーステーブルにこれらのフィールドが存在するかどうかは無関係です)。ソーステーブルがマッ
プ作成可能でない場合は、データベーステーブル (tablenameで指定したテーブル)に、キーフィー
ルドが追加されます (ソース テーブルにキー フィールドが存在しなくても追加されます)。キー
フィールドは、一意なインデックスの作成に使用されます。
オブジェクトフィールドが存在する場合は、そのフィールドに空間インデックスが作成されます。
サポートされているデータベースは、Oracle、SQL Server、IIS (SQL Server Spatial、Universal
Server)、Microsoft Accessです。ただし、空間ジオメトリ/オブジェクトを持つテーブル (ポイント
のみのテーブルも含む)を保存するには、Oracleでは空間オプション、SQLServerではSpatialWare
が必要です。この文では XY スキーマはサポートされていません。

一般座標系テーブルの GeoPackage への保存
MapBasic Commit Table文を使用して、一般座標系テーブルをGeoPackageに保存できます。こ
れを行うには、特定の範囲を表す CoordSys 句を指定して文を発行する必要があります。

注 : テーブルを保存する前に、MapBasic TableInfo() 関数を使用して一般座標系テーブル
の CoordSys 句情報を取得します。これを行うには、 Print TableInfo(tablename,

29) と MapBasic ウィンドウに入力します。

193MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



MapInfo TAB (Native) または MapInfo 拡張 TAB (NativeX) ファイルの保存
MapInfo *.tab (Native)またはMapInfo拡張 *.tab (NativeX)テーブルを、MapInfo ProからAccess、
DBF、SQLIte、または GeoPackage に保存する場合、保存先ファイルの文字セットは変更できま
せん。GeoPackageに保存する場合はUTF-16文字セットで書き込まれ、他の形式の場合はデフォ
ルトでその時点のシステム文字セットで保存されます。
MapBasic の Commit Table 文を使用して MapInfo *.tab (Native) または MapInfo Extended *.tab
(NativeX)テーブルをDBF、Access、またはGeopackageに保存する場合は、オプションのCharset
句が使用できます。この Charset 句は、Type 句と組み合わせて使用し、テーブルを特定の文字
セットで保存します。Charsetパラメータには、"WindowsLatin1"などの文字列定数を指定する必
要があります。詳細については、「CharSet 句」を参照してください。
Type 句を指定しない場合は、ソース テーブルの文字セットが使用されます。互換性のない文字
セットを使用すると、デスティネーション テーブル内で文字データがアンダースコアに変換され
ることがあります (WindowsCyrillic から WindowsLatin1 への変換など)。この設定は、文字データ
を UTF-8 または UTF-16 文字セット間で相互に変換するためのものです。
DBF句と Table句を指定しない場合は、ハードウェアプラットフォームで実行時に使用されるデ
フォルトの文字セットが使用されます。Commit Table 文では、DBF 形式のファイルに対して
UTF-8 または UTF-16 を使用することはできません。

Cond() 関数

目的
この関数は、プログラム内の case 文と同等です。式を、各検索値と順に比較します。 この関数
は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

Cond( expression, search, result
[, search, result ] ... [, Default ] )

expression: 評価する式。
search: 式の比較対象となる検索値。
result: 検索値に対応する結果。
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戻り値
expression が search と一致した場合に、result の値を返します。
expressionがどの searchとも一致せず、Defaultが指定されていない場合は、エラーを返します。

説明
この関数では、複数の検索値を対応する結果とともに指定できます。expression、search、および
result の値はすべて必須です。
Default は省略可能です。どの検索値とも一致しなかった場合に、Default が返されます。Default
が指定されておらず、どの検索値とも一致しなかった場合は、エラーが返されます。

例

Cond (hire_date, sysdate,"NEW JOINEE","EMPLOYEE")

Select State_Name "State", cond(Pop_Density, Pop_Density < 10, "Low
Density", Pop_Density >= 10 AND Pop_Density < 100, "Medium Density",
"High Density") "Population Density" from states

shade 1 with str$(Cond(Pop_Density, Pop_Density < 10, "Low
Density",Pop_Density > 10 And Pop_Density < 100, "Medium Density", "High
Density")) values "Low Density" brush(255,255,2), "Medium Density"
brush(255,16711680,2), "High Density" brush(255,65280,2)

関連項目

IIf() 関数

ConnectObjects() 関数

目的
2 つのオブジェクト間の最短距離または最長距離を表すオブジェクトを返します。 この関数は、
MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

ConnectObjects( object1, object2, min )
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object1 および object2 はオブジェクト式です。
min は論理式です。TRUE の場合はオブジェクト間の最短距離、FALSE の場合はオブジェクト間
の最長距離が計算されます。

戻り値
この文では、1つの線分の2ポイント折れ線オブジェクトが返されます。この折れ線オブジェクト
は、object1 と object2 の 2 つのオブジェクト間の最短距離 (min == TRUE) または最長距離 (min
== FALSE) を表します。

説明
折れ線オブジェクトの 2つのポイントは、1つは object1、もう 1つは object2上に配置されます。
2つの入力オブジェクト間の距離を計算するには、ObjectLen()関数を使用します。最短距離また
は最長距離が存在するインスタンスが複数ある場合 (たとえば、返された 2つのポイント間の距離
が一意の最短距離ではなく、"同位" を表すポイントが他にもある場合)、この関数はいずれかのイ
ンスタンスを返します。返されたオブジェクトが一意の最短距離かどうかを判断する方法はありま
せん。
ConnectObjects()は、object1と object2の 2つのオブジェクトを結ぶ折れ線オブジェクトを返し
ます。この 2つのオブジェクト間の最短距離 (min == TRUE)または最長距離 (min == FALSE)は、
球面計算法によって算出されます。球面計算法を使って計算できない場合、たとえばMapBasic座
標系が一般座標の場合は、デカルト方式が使用されます。
関連項目

SphericalConnectObjects()関数、CartesianConnectObjects()関数、Nearest文、Farthest文、
CartesianObjectDistance() 関数、ObjectDistance() 関数、SphericalObjectDistance() 関数

Continue 文

目的
MapBasic プログラムの実行を再開します (Stop 文の後に使用します)。 この文は、MapInfo Pro
の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Continue
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制限事項
Continue 文は、MapBasic ウィンドウからのみ発行できます。コンパイルされたプログラムの一
部として含めることはできません。

説明
Continue 文は、Stop 文により中断された MapBasic アプリケーションの実行を再開します。
デバッグのためにプログラム中に Stop 文を入れておくことができます。MapBasic プログラムが
Stop文に遭遇すると、プログラムの実行がそこで中断され、[ファイル]メニューの [MapBasicプ
ログラムの実行]オプションは [プログラムの続行]オプションに自動的に変わります。中断された
アプリケーションの実行を再開するには、[ファイル]> [プログラムの続行]を選択します。MapBasic
ウィンドウにContinue文を入力しても、[プログラムの続行]を選択するのと同じ結果を得ること
ができます。

Control Button / OKButton / CancelButton 句

目的
Dialog 文の一部で、ダイアログ ボックスにプッシュボタン コントロールを追加します。

構文

Control { Button | OKButton | CancelButton }
[ Position x, y ] [ Width w ] [ Height h ]
[ ID control_ID ]
[ Calling handler ]
[ Title title_string ]
[ Disable ] [ Hide ]

x, y は、ボタンの位置をダイアログ ボックスの単位で指定します。
w は、ボタンの幅をダイアログ ボックスの単位で指定します。デフォルトの幅は 40 です。
h は、ボタンの高さをダイアログ ボックスの単位で指定します。デフォルトの高さは 18 です。
control_IDは整数です。ダイアログボックス内の他のコントロールと同じ IDを指定することはで
きません。
handler は、ユーザがボタンをクリックした場合に呼び出すプロシージャの名前です。
title_string は、ボタン上に表示されるテキスト文字列です。
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説明
Dialog 文で Control Button 句を指定すると、ダイアログ ボックスにプッシュボタン コントロー
ルが追加されます。Button キーワードの代わりに OKButton キーワードを指定すると、コント
ロールは特別なタイプのボタンになります。ユーザは OKButton コントロールを選択して "[OK]
を選択"し、ダイアログボックスを閉じます。同様に、ユーザはCancelButtonコントロールを選
択して "[キャンセル]を選択"し、ダイアログ ボックスを閉じます。各ダイアログ ボックスには、
OKButtonコントロールと CancelButtonコントロールをそれぞれ 1つだけ配置します。Disable
を指定すると、初期状態ではコントロールが使用不能 (グレイ表示)になります。Hideを指定する
と、初期状態ではコントロールが非表示になります。
コントロールのステータス (コントロールを使用可能にするかどうかや、非表示にするかどうかな
ど) を変更するには、Alter Control 文を使用します。

例

Control Button
Title "&Reset"
Calling reset_sub
Position 10, 190

関連項目

Alter Control 文、Dialog 文

Control CheckBox 句

目的
Dialog 文の一部で、ダイアログ ボックスにチェックボックス コントロールを追加します。

構文

Control CheckBox
[ Position x, y ] [ Width w ]
[ ID control_ID ]
[ Calling handler ]
[ Title title_string ]
[ Value log_value ]
[ Into log_variable ]
[ Disable ] [ Hide ]
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x, y は、コントロールの位置をダイアログ ボックスの単位で指定します。
w は、コントロールの幅をダイアログ ボックスの単位で指定します。
control_IDは整数です。ダイアログボックス内の他のコントロールと同じ IDを指定することはで
きません。
handler は、ユーザがコントロールをクリックした場合に呼び出すプロシージャの名前です。
title_string は、チェックボックスの右側のラベルに表示されるテキスト文字列です。
log_valueは論理値です。FALSEを指定すると、初期状態でコントロールにチェックが付かずに表
示されます。
log_variable は論理変数の名前です。

説明
Dialog 文で Control CheckBox 句を指定すると、ダイアログ ボックスにチェックボックス コン
トロールが追加されます。
Value 句で初期状態の外観を制御します。Value 句を省略した場合、または値に TRUE を指定し
た場合は、初期状態でチェックボックスがオン (チェックが付いた状態) になります。Value 句に
FALSEを指定した場合は、初期状態でチェックボックスがオフ (チェックが付かない状態)になり
ます。Disable を指定すると、初期状態ではコントロールが使用不能 (グレイ表示) になります。
Hide を指定すると、初期状態ではコントロールが非表示になります。

例

Control CheckBox
Title "Include &Legend"
Into showlegend
ID 6
Position 115, 155

関連項目

Alter Control 文、Dialog 文、ReadControlValue() 関数
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Control DocumentWindow 句

目的
Dialog文の一部で、統合マップの親の再設定が可能なダイアログボックスにドキュメントウィン
ドウ コントロールを追加します。

構文

Control DocumentWindow
[ Position x, y ]
[ Width w ] [ Height h ]
[ ID control_ID ]
[ Disable ] [ Hide ]

x, y は、コントロールの位置をダイアログ ボックスの単位で指定します。
wは、コントロールの幅をダイアログボックスの単位で指定します。デフォルトの幅は100です。
h は、コントロールの高さをダイアログ ボックスの単位で指定します。デフォルトの高さは 100
です。
control_IDは整数です。ダイアログボックス内の他のコントロールと同じ IDを指定することはで
きません。
Disable は、初期状態でコントロールをグレイ表示にします。
Hide は、初期状態でコントロールを非表示にします。

注 : この句は、32 ビット版の MapInfo Pro でのみ動作します。

説明
Dialog文で Control DocumentWindow句を指定すると、Set Next Document文を使用して親を
再設定できるドキュメント ウィンドウ コントロールがダイアログ ボックスに追加されます。
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Control EditText 句

目的
Dialog 文の一部です。ダイアログ ボックスに EditText コントロール (ユーザが入力することので
きるボックス) を追加します。

構文

Control EditText
[ Position x, y ] [ Width w ] [ Height h ]
[ ID control_ID ]
[ Value initial_value ]
[ Into variable ]
[ Disable ] [ Hide ] [ Password ]

x, y は、コントロールの位置をダイアログ ボックスの単位で指定します。
w は、コントロールの幅をダイアログ ボックスの単位で指定します。
hは、コントロールの高さをダイアログボックスの単位で指定します。この高さが 20より高い場
合はこのコントロールは複数行にまたがるコントロールになり、テキストはユーザが入力するとお
りに連続する行に繰り越されます。
control_IDは整数です。ダイアログボックス内の他のコントロールと同じ IDを指定することはで
きません。
initial_value は、最初にダイアログ ボックスに表示される文字列あるいは数式です。
variable は文字列変数あるいは数字変数の名称です。MapInfo Pro は、ユーザが [OK] をクリック
した場合、フィールドの最終値を変数に格納します。
Disable キーワードは、初期状態でコントロールを使用不能 (グレイ表示) にします。
Hide キーワードは、初期状態でコントロールを非表示にします。
Password キーワードはパスワード フィールドを作成します。このフィールドにはユーザ入力に
従ってアスタリスクが表示されます。

説明
一度に EditTextボックスに入りきれないほど入力した場合、MapInfo Proは自動的にテキストをス
クロールして空きを作ります。EditText コントロールは最高 32,767 文字まで格納できます。
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また、2行以上のテキストを入力できる高さ (たとえば 20より大きい高さ)の場合、ユーザからの
入力に従って自動的にテキストが次の行に折り返されます。また、ユーザが EditText ボックスに
ライン フィードを入力した場合 (たとえば Windows 上では EditText ボックスで Ctrl+Enter を押
した場合)、EditText コントロールに関連付けられた文字列の改行の位置に Chr$(10) 値が挿入さ
れます。initial_value式にChr$(10)値が埋め込まれている場合、テキストは適切な位置で改行さ
れてダイアログ ボックスに表示されます。
EditText コントロールをアクティブ コントロールとするためには、Alter Control...Active文を使
用します。

例

Control EditText
Value "Franchise Locations"
Position 65, 8 Width 90
ID 1
Into s_map_title

関連項目

Alter Control 文、Dialog 文、ReadControlValue() 関数

Control GroupBox 句

目的
Dialog 文の一部です。ダイアログ ボックスにラベル付きの四角形を追加します。

構文

Control GroupBox
[ Position x, y ] [ Width w ] [ Height h ]
[ ID control_ID ]
[ Title title_string ]
[ Hide ]

x, y は、コントロールの位置をダイアログ ボックスの単位で指定します。
w は、コントロールの幅をダイアログ ボックスの単位で指定します。
h は、コントロールの高さをダイアログ ボックスの単位で指定します。
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control_IDは整数です。ダイアログボックス内の他のコントロールと同じ IDを指定することはで
きません。
title_string はテキスト文字列で、ボックスの左上隅に表示されます。
Hide キーワードは、初期状態でコントロールを非表示にします。

例

Control GroupBox
Title "Level of Detail"
Position 5, 30
Height 40 Width 70

関連項目

Alter Control 文、Dialog 文

Control ListBox / MultiListBox 句

目的
Dialog 文の一部です。ダイアログ ボックスにリストを追加します。

構文

Control { ListBox | MultiListBox }
[ Position x, y ] [ Width w ] [ Height h ]
[ ID control_ID ]
[ Calling handler ]
[ Title { str_expr | From Variable str_array_var } ]
[ Value i_selected ]
[ Into i_variable ]
[ Disable ] [ Hide ]

x, y は、コントロールの位置をダイアログ ボックスの単位で指定します。
wは、コントロールの幅をダイアログボックスの単位で指定します。デフォルトの幅は 80です。
hは、コントロールの高さをダイアログボックスの単位で指定します。デフォルトの高さは 70で
す。
control_IDは整数です。ダイアログボックス内の他のコントロールと同じ IDを指定することはで
きません。
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handler は、ユーザがリストをクリックまたはダブルクリックした場合に呼び出されるプロシー
ジャです。
str_expr は文字列の式で、セミコロンで区切られた項目のリストを含んでいます。これがコント
ロールに表示されます。
str_array_var は文字列変数の配列名です。
i_selected は、ダイアログ ボックスが最初に表示されるときに選択状態にするリスト項目を示す
SmallInt 値です。この句を省略した場合、選択状態で表示される項目はありません。
i_variable は、ユーザが最後に選択したものを記憶する SmallInt 変数です。
Disable キーワードは、初期状態でコントロールを使用不能 (グレイ表示) にします。
Hide キーワードは、初期状態でコントロールを非表示にします。

説明
Dialog文でControl ListBox句を指定すると、ダイアログボックスにリストボックスコントロー
ルが追加されます。リストに含まれる項目が多すぎてコントロールに一度に表示できない場合、
MapBasic ではそのコントロールの右側に自動的にスクロール バーが追加されます。
MultiListBox コントロールは、ListBox コントロールとまったく同じです。1 点異なるのはユーザ
が Shift クリック (Shift キーを押しながらのクリック) して複数の項目を MultiListBox コントロー
ルから選択することができるという点です。
Title句はリストの内容を指定します。Title句にセミコロンで区切られた項目のリストを含む文字
列式を指定した場合、各項目はリスト中の 1項目として表示されます。次に Title句の構文例を示
します。

Title "1st Quarter;2nd Quarter;3rd Quarter;4th Quarter"

または、Title 句に文字列変数の配列を指定することができます。その場合、配列中の各内容がリ
スト中の 1 項目として表示されます。次に Title 句の構文例を示します。

Title From Variable s_optionlist

MultiListBox コントロール処理
ユーザが MultiListBox コントロールからどの項目を選択したかを読み取るために、ハンドラ プロ
シージャを割り当てます。このプロシージャはユーザがダイアログを終了したときに呼び出されま
す (たとえばハンドラを OKButton コントロールに割り当てます)。このハンドラ プロシージャの
中でループを設定して ReadControlValue() 関数を繰り返し呼び出してください。
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最初の ReadControlValue()関数呼び出しでは最初に選択した項目の番号が戻されます。2回目の
ReadControlValue() 関数呼び出しでは 2 番目に選択した項目の番号が戻されます。以下同様で
す。ReadControlValue() 関数がゼロを返したときは選択した項目リストは使い果たされていま
す。また、最初のReadControlValue()関数呼び出しでゼロが戻された場合は選択されているリス
ト項目はありません。

ダブルクリック イベント処理
handlerプロシージャをリストコントロールに割り当てた場合はユーザがリスト中の項目をクリッ
クあるいはダブルクリックするたびに、このプロシージャが呼び出されます。場合によってはダブ
ルクリック イベントに特殊な操作をさせたいと思うこともあるでしょう。たとえば、ユーザがリ
スト項目の 1つをダブルクリックしたときに、あたかもリスト項目をクリックしてから [OK]ボタ
ンをクリックしたかのように、ダイアログを終了させたいこともあるかと思います。
使用例を見るには、サンプルアプリケーション NVIEWS.MB (<Your MapBasic Installation

Directory>\SAMPLES\MAPBASIC\SNIPPETS内に配置) を参照してください。
ユーザがクリックあるいはダブルクリックしたのかを調べるには、そのリスト コントロールのハ
ンドラ プロシージャの中で CommandInfo() 関数を呼び出します。この呼び出し方を次のハンド
ラ プロシージャ例に示します。

Sub lb_handler
Dim i As SmallInt
If CommandInfo(CMD_INFO_DLG_DBL) Then
' ... then the user double-clicked.
i = ReadControlValue( TriggerControl() )
Dialog Remove
' at this point, the variable i represents
' the selected list item...
End If
End Sub

例

Control ListBox
Title "1st Quarter;2nd Quarter;3rd Quarter;4th Quarter"
ID 3
Value 1
Into i_quarter
Position 10, 92 Height 40

NVIEWS.MBサンプルプログラムでは、ユーザがダブルクリックした場合に特別な処理を実行する
ダイアログ ボックスの作成方法を参照することができます。NVIEWS プログラムは ListBox コン
トロールを含むダイアログ ボックスを表示します。ダイアログ ボックスを完了するには、リスト
項目をクリックして [OK] を選択するか、リスト項目をダブルクリックします。
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次の Control ListBox 句は、Named Views ダイアログ ボックスにリストを追加します。ListBox
コントロールには "listbox_handler" というハンドラ ルーチンがあります。

Control ListBox
Title desc_list
ID 1
Position 10, 20 Width 245 Height 64
Calling listbox_handler

ListBox コントロールでクリックまたはダブルクリックをすると、サブ プロシージャである
"listbox_handler" が呼び出されます。このプロシージャは CommandInfo() 関数を呼び出して、
ユーザがクリックしたのかダブルクリックしたのかを調べます。ユーザがダブルクリックした場合
は、プロシージャがDialogRemove文を発行してダイアログボックスを閉じます。DialogRemove
文が発行されなければ、ダイアログボックスはユーザが [OK]または [キャンセル]をクリックする
まで画面に残ります。

Sub listbox_handler
Dim i As SmallInt
' First, since user clicked on the name of a view,
' we can enable the OK button and the Delete button.
Alter Control 2 Enable
Alter Control 3 Enable
If CommandInfo(CMD_INFO_DLG_DBL) = TRUE Then
' ...then the user DOUBLE-clicked.
' see which list item the user clicked on.
i = ReadControlValue(1) ' read user's choice.
Dialog Remove
Call go_to_view(i) ' act on user's choice.
End If
End Sub

ユーザのクリックまたはダブルクリックを調べるハンドラ プロシージャを MapBasic が呼び出し
ます。ハンドラ プロシージャは、そのイベントがシングルクリックであったか、またはダブルク
リックであったかを必ずチェックします。
関連項目

Alter Control 文、Dialog 文、ReadControlValue() 関数、CommandInfo() 関数

Control PenPicker/BrushPicker/SymbolPicker/FontPicker 句

目的
Dialog文の一部です。ペン (ライン)、ブラシ (フィル)、シンボル (ポイント)、フォント (テキスト)
を表すボタンを追加します。
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構文

Control { PenPicker | BrushPicker | SymbolPicker | FontPicker }
[ Position x, y ] [ Width w ] [ Height h ]
[ ID control_ID ]
[ Calling handler ]
[ Value style_expr ]
[ Into style_var ]
[ Disable ] [ Hide ]

x, y は、コントロールの位置をダイアログ ボックスの単位で指定します。
wは、コントロールの幅をダイアログボックスの単位で指定します。デフォルトの幅は 20です。
hは、コントロールの高さをダイアログボックスの単位で指定します。デフォルトの高さは 20で
す。
control_IDは整数です。ダイアログボックス内の他のコントロールと同じ IDを指定することはで
きません。
handler はハンドラ プロシージャです。Picker コントロール上でクリックしてから、スタイル ダ
イアログボックス上で [OK]をクリックした場合、この handlerプロシージャが呼び出されます。
style_expr は Pen、Brush、Symbol、Font のいずれかの式です。コントロールにどのスタイルを
最初に表示させるかを指定します。この式のタイプはコントロールのタイプと合致している必要が
あります (たとえばコントロールがPenPickerである場合、この式もPenでなければなりません)。
style_var は Pen、Brush、Symbol、Font のいずれかの変数名です。この変数のタイプはコント
ロールのタイプと合致している必要があります (たとえばコントロールが PenPickerである場合、
変数も Pen でなければなりません)。
Disable キーワードは、初期状態でコントロールを使用不能 (グレイ表示) にします。
Hide キーワードは、初期状態でコントロールを非表示にします。

説明
Pickerコントロール (PenPicker、BrushPicker、SymbolPicker、FontPicker)は 3次元のボタンで、
ペン、ブラシ、シンボル、フォントのスタイルを表します。ユーザがこのボタンをクリックすると
ダイアログ ボックスが表示され、スタイルを変更することができます。

例

Control SymbolPicker
Position 140,42
Into sym_storemarker
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関連項目

Alter Control 文、Dialog 文、ReadControlValue() 関数

ControlPointInfo() 関数

目的:

イメージテーブルの基準点のラスタ座標および地理座標を返します。地理座標は、現在のMapBasic
座標系で返されます。

構文

ControlPointInfo( table_id, attribute, controlpoint_num )

table_idは、テーブル名を表す文字列、正の整数のテーブル番号、または 0 (ゼロ)です。テーブル
は、ラスタ、グリッド、または WMS テーブルを指定する必要があります。
attribute は戻される基準点の状態を示す整数コードです。
controlpoint_num は、戻される基準点の整数番号です。基準点番号は 1 から始まります。基準点
番号の最大値は、次の関数を呼び出すことで確認できます。

RasterTableInfo(table_id, RASTER_TAB_INFO_NUM_CONTROL_POINTS)

戻り値
X または Y ラスタ座標は整数として返されます。X または Y 地理座標は浮動小数として返されま
す。戻り値の型は、controlpoint_num で指定された基準点に対する attribute フラグによって決ま
ります。
attribute パラメータは以下の表に示す値のいずれかになります。左欄のコード
(RASTER_CONTROL_POINT_Xなど) は MAPBASIC.DEF に定義されています。

ControlPointInfo() の戻り値IDattribute コード

controlpoint_num で指定された基準点番号の X 座標を表す整数値1RASTER_CONTROL_POINT_X

controlpoint_num で指定された基準点番号の Y 座標を表す整数値2RASTER_CONTROL_POINT_Y
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ControlPointInfo() の戻り値IDattribute コード

controlpoint_num で指定された基準点番号の X 座標を表す浮動小
数値

3GEO_CONTROL_POINT_X

controlpoint_num で指定された基準点番号の Y 座標を表す浮動小
数値

4GEO_CONTROL_POINT_Y

ラスタイメージ TABファイルに保存されている controlpoint_num
で指定された基準点番号の X 座標を表す浮動小数点値

5TAB_GEO_CONTROL_POINT_X

ラスタイメージ TABファイルに保存されている controlpoint_num
で指定された基準点番号の Y 座標を表す浮動小数点値

6TAB_GEO_CONTROL_POINT_Y

Control PopupMenu 句

目的
Dialog 文の一部で、ダイアログ ボックスにポップアップ メニュー コントロールを追加します。

構文

Control PopupMenu
[ Position x, y ]
[ Width w ]
[ ID control_ID ]
[ Calling handler ]
[ Title { str_expr | From Variable str_array_var } ]
[ Value i_selected ]
[ Into i_variable ]
[ Disable ]

x, y は、コントロールの位置をダイアログ ボックスの単位で指定します。
wは、コントロールの幅をダイアログボックスの単位で指定します。デフォルトの幅は 80です。
control_IDは整数です。ダイアログボックス内の他のコントロールと同じ IDを指定することはで
きません。
handler は、ユーザがメニューから項目を選んだときに呼び出されるプロシージャの名前です。
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str_expr は文字列の式で、セミコロンで区切られた項目のリストを含んでいます。これがコント
ロールに表示されます。
str_array_var は文字列変数の配列名です。
i_selectedは、ダイアログボックスが最初に表示されるときに選択状態にする項目を示すSmallInt
値です (最初の項目を選択状態にするには値を 1 にします)。この句を省略した場合、最初の項目
が選択状態で表示されます。
i_variable は、ユーザが最後に選択した項目を格納する SmallInt 変数です (最初の項目が選択され
た場合はこの値は 1 で、以降もこれに同様です)。
Disable キーワードは、初期状態でコントロールを使用不能 (グレイ表示) にします。

説明
Dialog文でControl PopupMenu句を指定すると、ダイアログボックスにポップアップメニュー
が追加されます。ポップアップ メニューは項目のリストで、その中の 1 つが選択されます。初め
は選択した項目のみがダイアログ ボックスに表示されます。
ユーザがコントロールをクリックすると、すべてのメニューが表示され、メニューの中から別の項
目を選ぶことができます。
Title句はメニューに表示される項目のリストを指定します。Title句にセミコロンで区切られた項
目のリストを含む文字列式を指定した場合、各項目はメニューの 1 項目として表示されます。次
に Title 句の構文例を示します。

Title "Town;County;Territory;Region;Entire state"

または、Title句に文字列変数の配列を指定することができます。その場合、配列中の各内容がポッ
プアップ メニューの 1 項目として表示されます。
次に Title 句の構文例を示します。

Title From Variable s_optionlist

例

Control PopupMenu
Title "Town;County;Territory;Region;Entire state"
Value 2
ID 5
Into i_map_scope
Position 10, 150

関連項目
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Alter Control 文、Dialog 文、ReadControlValue() 関数

Control RadioGroup 句

目的
Dialog 文の一部です。ダイアログ ボックスにラジオ ボタンのリストを追加します。

構文

Control RadioGroup
[ Position x, y ]
[ ID control_ID ]
[ Calling handler ]
[ Title { str_expr | From Variable str_array_var } ]
[ Value i_selected ]
[ Into i_variable ]
[ Disable ] [ Hide ]

x, y は、コントロールの位置をダイアログ ボックスの単位で指定します。
control_IDは整数です。ダイアログボックス内の他のコントロールと同じ IDを指定することはで
きません。
handler はユーザがラジオ ボタンをクリックまたはダブルクリックした場合に呼び出されるプロ
シージャです。
str_expr は文字列の式で、セミコロンで区切られた項目のリストを含んでいます。これがコント
ロールに表示されます。
str_array_var は文字列変数の配列名です。
i_selectedは、ダイアログボックスが最初に表示されるときに選択状態にする項目を示すSmallInt
値です (最初の項目を選択状態にするには値を 1 にします)。この句を省略した場合、最初の項目
が選択状態で表示されます。
i_variable は、ユーザが最後に選択した項目を格納する SmallInt 変数です (最初の項目が選択され
た場合はこの値は 1 で、以降もこれに同様です)。
Disable キーワードは、初期状態でコントロールを使用不能 (グレイ表示) にします。
Hide キーワードは、初期状態でコントロールを非表示にします。
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説明
Dialog文でControl RadioGroup句を指定すると、ダイアログボックスにラジオボタンのグルー
プが追加されます。各ラジオボタンは、中空または塗りつぶされた円の右側のラベルになります。
塗りつぶされた円は現在選択されている項目を示します。一度に選択できるラジオ ボタンは 1 つ
だけです。
Title句はダイアログボックスに表示されるラベルのリストを指定します。Title句にセミコロンで
区切られた項目のリストを含む文字列式を指定した場合、各項目はリスト中の 1 項目として表示
されます。
次に Title 句の構文例を示します。

Title "&Full Details;&Partial Details"

または、Title 句に文字列変数の配列を指定することができます。その場合、配列中の各内容がリ
スト中の 1 項目として表示されます。次に Title 句の構文例を示します。

Title From Variable s_optionlist

例

Control RadioGroup
Title "&Full Details;&Partial Details"
Value 2
ID 2
Into i_details
Calling rg_handler
Position 15, 42

関連項目

Alter Control 文、Dialog 文、ReadControlValue() 関数

Control StaticText 句

目的
Dialog 文の一部です。ダイアログ ボックスにラベルを追加します。
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構文

Control StaticText
[ Position x, y ]
[ Width w ] [ Height h ]
[ ID control_ID ]
[ Title title_string ]
[ Hide ]

x, y は、コントロールの位置をダイアログ ボックスの単位で指定します。
w は、コントロールの幅をダイアログ ボックスの単位で指定します。
h は、コントロールの高さをダイアログ ボックスの単位で指定します。
control_IDは整数です。ダイアログボックス内の他のコントロールと同じ IDを指定することはで
きません。
title_string はテキスト文字列で、ダイアログ ボックスにラベルとして表示されます。
Hide キーワードは、初期状態でコントロールを非表示にします。

説明
テキストの文字列を複数の行に折り返す場合は、オプションのWidth句とHeight句を含めてくだ
さい。Width 句と Height 句を省略した場合は、テキストは 1 行に表示されます。

例

Control StaticText
Title "Enter map title:"
Position 5, 10

関連項目

Alter Control 文、Dialog 文

ConvertToPline() 関数

目的
別のオブジェクトの形状を模倣する折れ線オブジェクトを返します。この関数は、MapInfoProの
MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。
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構文

ConvertToPline( object )

object は変換するオブジェクトです。ポイント オブジェクトやテキスト オブジェクトは指定でき
ません。

戻り値
折れ線オブジェクト

説明
ConvertToPline() 関数は object パラメータを模倣する折れ線オブジェクトを返します。したがっ
て、object パラメータがリージョン オブジェクトを示している場合、ConvertToPline() はその
リージョンと同じ形状とノード数を持つ折れ線を返します。
ConvertToPline() を呼び出して取得される結果は、MapInfo Pro の [折れ線へ変換] コマンドを選
択して得られる結果と似ています。ただし、ConvertToPline() 関数は元のオブジェクトを変更し
ません。
関連項目

Objects Enclose 文

ConvertToRegion() 関数

目的
別のオブジェクトの形状を模倣するリージョン オブジェクトを返します。 この関数は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

ConvertToRegion( object )

object は変換するオブジェクトです。ポイント、ライン、テキスト オブジェクトは指定できませ
ん。
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戻り値
リージョン オブジェクト

説明
ほとんどのスタイル属性を保持します。それ以外の属性は現在のペンまたはブラシで決定されま
す。最初と最後のノードが同じである折れ線では最後のノードを重複しません。それ以外の場合、
MapInfo Pro は頂点が最初のノードと同じである最後のノードを追加します。
ConvertToRegion()関数は objectパラメータを模倣するリージョンオブジェクトを返します。し
たがって、object パラメータに長方形が指定されている場合、ConvertToRegion() は長方形に似
たリージョンを戻します。
ConvertToRegion()を呼び出して取得される結果は、MapInfo Proの [空間]タブにある [リージョ
ンへ変換]コマンドを選択して得られる結果と似ています。ただし、ConvertToRegion()関数は元
のオブジェクトを変更しません。
関連項目

Objects Enclose 文

ConvexHull() 関数

目的
入力オブジェクトの複数のノードから凸包 (とつほう) ポリゴンを表すリージョン オブジェクトを
取り出します。凸包ポリゴンはすべてのポイントを輪ゴムで束ねるような演算子と考えられます。
最小限のポイント数から構成され、その他すべてのポイントがポリゴンの上または内部に配置され
ます。このポリゴンは凸形状であるため、180度を超える内角はありません。この関数は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

ConvexHull( inputobject )

inputobject はオブジェクト式です。

戻り値
リージョン オブジェクトを返します。
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説明
ConvexHull() 関数は入力オブジェクトのポイントから構成された凸包を表すリージョンを取り出
します。ConvexHull() 関数は一度に 1 つのオブジェクトを操作します。複数のオブジェクトから
凸包を作成するには Create Object As ConvexHull 文を使用してください。

例
次のコード例は States ファイルから New York を選択し、その周りに凸包オブジェクトを作成し
ます。

Dim Resulting_object as object
select * from States
where State_Name = "New York"
Resulting_object = ConvexHull(selection.obj)
Insert Into States(obj) Values (Resulting_object)

関連項目

Create Object 文

CoordSys 句

目的
座標系を指定します。CoordSys 句が指定されていない場合、データは "経度/緯度" の形式で格納
されているものと見なされます。この句は、MapInfo ProのMapBasicウィンドウから使用できま
す。

構文

Syntax1
CoordSys Earth
[ Projection type,
datum,
unitname
[ , origin_longitude ]
[ , origin_latitude ]
[ , standard_parallel_1 [ , standard_parallel_2 ] ]
[ , azimuth ]
[ , scale_factor ]
[ , false_easting ]
[ , false_northing ]
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[ , range ] ]
[ Affine Units unitname, A, B, C, D, E, F ]
[ Bounds ( minx, miny) ( maxx, maxy ) ]

構文 2

CoordSys Nonearth
[ Affine Units unitname, A, B, C, D, E, F ]
Units unitname
Bounds ( minx, miny ) ( maxx, maxy )

構文 3

CoordSys Layout Units paperunitname

構文 4

CoordSys Table tablename

構文 5

CoordSys Window window_id

type は、使用する座標系を示す正の整数値です。
datum は、参照する測地系を示す正の整数値です。
unitname は、距離単位を示す文字列です (たとえば、¯m" メートルを表します)。単位名について
は、「Set Distance Units」を参照して下さい。
origin_longitude は、経度を示す浮動小数点値です (度単位)。
origin_latitude は、緯度を示す浮動小数点値です (度単位)。
standard_parallel_1 と standard_parallel_2 は、緯度を示す浮動小数点値です (度単位)。
azimuth は、角度を示す浮動小数点値です (度単位)。
scale_factor は、縮率を示す浮動小数点値です。
range は、地球のどれだけの範囲を表示するかを示す、1 ～ 180 の浮動小数点値です。
minx は、最小 x 値を指定する浮動小数点値です。
miny は、最小 y 値を指定する浮動小数点値です。
maxx は、最大 x 値を指定する浮動小数点値です。
maxy は、最大 y 値を指定する浮動小数点値です。
paperunitname は､用紙単位を示す文字列です (たとえば、¯in" はインチを表します)。単位名につ
いては、「Set Paper Units」を参照して下さい。
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tablename は、開いているテーブルの名前です。
window_id は、マップまたはレイアウト ウィンドウに対応する整数のウィンドウ識別子です。
A は、X 軸に沿ってマップを縮小または伸ばします。
B は、X 軸に沿ってマップを回転または傾斜します。
C は、X 軸に沿ってマップをシフトします。
D は、Y 軸に沿ってマップを縮小または伸ばします。
E は、Y 軸に沿ってマップを回転または傾斜します。
F は、Y 軸に沿ってマップをシフトします。

説明
すべての座標は北東象限を基準に格納されます。米国内のポイントの座標は負の X となり、(グリ
ニッジから東にある)ヨーロッパにおけるポイントの座標は正のXとなります。北半球にあるポイ
ントの座標は正の Y となり、南半球にあるポイントの座標は負の Y となります。
関連項目

CoordSys Earth and NonEarth Projection、CoordSys Layout Units、CoordSys Table、
CoordSys Window

CoordSys Earth と CoordSys NonEarth

構文 1 (Earth 投影法)

CoordSys Earth
[ Projection type, datum, unitname
[ , origin_longitude ] [ , origin_latitude ]
[ , standard_parallel_1 [ , standard_parallel_2 ] ]
[ , azimuth ] [ , scale_factor ]
[ , false_easting ] [ , false_northing ]
[ , range ] ]
[ Affine Units unitname, A, B, C, D, E, F ]
[ Bounds ( minx, miny ) ( maxx, maxy ) ]

構文 2 (NonEarth 投影法)

CoordSys Nonearth
[ Affine Units unitname, A, B, C, D, E, F ]
Units unitname
[ Bounds ( minx, miny ) ( maxx, maxy ) ]
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type は、使用する座標系を示す正の整数値です。
datum は、参照する測地系を示す正の整数値です。
unitname は、距離単位を示す文字列です (たとえば、"m" はメートルを表します)。単位名の一覧
については、「Set Distance Units 文」を参照してください。
origin_longitude は、経度を示す浮動小数点値です (度単位)。
origin_latitude は、緯度を示す浮動小数点値です (度単位)。
standard_parallel_1 と standard_parallel_2 は、緯度を示す浮動小数点値です (度単位)。
azimuth は、角度を示す浮動小数点値です (度単位)。
scale_factor は、縮率を示す浮動小数点値です。
range は、地球のどれだけの範囲を表示するかを示す、1 ～ 180 の浮動小数点値です。
minx は、最小 x 値を指定する浮動小数点値です。
miny は、最小 y 値を指定する浮動小数点値です。
maxx は、最大 x 値を指定する浮動小数点値です。
maxy は、最大 y 値を指定する浮動小数点値です。
A は、X 軸に沿ってマップを縮小または伸ばします。
B は、X 軸に沿ってマップを回転または傾斜します。
C は、X 軸に沿ってマップをシフトします。
D は、Y 軸に沿ってマップを縮小または伸ばします。
E は、Y 軸に沿ってマップを回転または傾斜します。
F は、Y 軸に沿ってマップをシフトします。

説明
CoordSys句は座標系を指定し、オプションで座標系と連携して使用するマップ投影法を指定しま
す。CoordSys は句であって、完全な MapBasic 文ではありません。さまざまな文に CoordSys
句を含めることができます。たとえば、Set Map 文に CoordSys 句を含めることができます。そ
の場合、Set Map 文は対応するマップ ウィンドウで使用されるマップ投影法をリセットします。
CoordSys Earth (構文 1)は、地球マップ (地球上の位置に関して指定された座標を持つマップ)の
座標系を明示的に定義するときに使用します。オプションの Projection パラメータは座標系と連
携して使用されるマップ投影法を示します。Projection句が省略されると、MapBasicは測地系 0
を使用します。Affine 句では派生座標の生成にアフィン変換の使用を指定します。Projection 句
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が省略された場合、基本座標は緯度/経度です。派生座標の単位は基本座標と異なる可能性がある
ため、Affine 句には派生座標の単位を指定します。
CoordSys Nonearth (構文 2) は、平面図や他の CAD 製図で使用する一般座標系を明示的に定義
するときに使用します。CoordSysが一般座標系の場合、基本座標系は任意のデカルト座標です。
Units 句で基本座標単位を指定し、Affine 句で派生座標単位を指定します。
CoordSys句を Set Map 文または Set Digitizer 文の一部として使用すると、Boundsサブ句は無
視されます。CoordSys句を他の文で指定すると、一般図でBoundsサブ句が必要です (ただし一
般図のみ)。
Bounds句はマップの限度を定義し、オブジェクトはこの限度を越えて生成できません。地球座標
系を指定する場合はBounds句を省略できます。その場合、MapInfoProは地球全体を含むデフォ
ルトの範囲を使用します。

注 : Create Map 文では、より狭い Boundsを指定することにより、マップにおける座標の
精度を高めることができます。

すべてのマップ投影法は等式として定義され、投影法の等式が異なると、使用するパラメータセッ
トも異なるので、オプションの Projection 句で使用されるパラメータ数は、各 CoordSys 句に
よって異なります。たとえば、ロビンソン投影式は datum、unitname、origin_latitudeパラメータ
を使用しますが、メルカトル投影式は datum、unitname、origin_longitude、origin_latitude、
scale_factor、false_easting、false_northing パラメータを使用します。
投影法と座標系の詳細については、MapInfo Pro のマニュアルを参照してください。
各MapBasicアプリケーションはアプリケーションで使用する座標系を指定する独自のCoordSys
設定を持っています。MapBasicアプリケーションが Set CoordSys文を発行しても、使用中の他
の MapBasic アプリケーションは影響を受けません。

例
Set Map文は既存のマップウィンドウの設定を制御します。下記の Set Map文は、ロビンソン投
影法を使用してマップ ウィンドウを表示するように MapInfo Pro に指示します。

Set Map CoordSys Earth Projection 12, 12, "m", 0.

最初の 12 はロビンソン投影法を指定し、次の 12 は球面データを、m は座標系でメートルを使用
することを、最後の 0 はマップの原点を経度 0 度にすることをそれぞれ指定します。
以下の文は MapInfo Pro に投影せずにマップ ウィンドウを表示するように指示します。

Set Map CoordSys Earth
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以下の例では World テーブルを開き、次に Commit Table 文を使用して RWorld という名前で
World のコピーを保存します。新しい RWorld テーブルはロビンソン投影法で格納されます。

Open Table "world" As World
Table world As "RWORLD.TAB"
CoordSys Earth Projection 12, 12, "m", 0.

次の例は、アフィン変換を使用してUTMZone10座標系から派生したDCS座標系を定義します。

x1 = 1.57x - 0.21y + 84120.5
y1 = 0.19x + 2.81y - 20318.0

この変換例の (x1 , y1) は DCS 派生座標を表し、( x, y ) は UTM Zone 10 基本座標を表します。
DCS 座標の距離単位がフィートの場合、DCS 座標の CoordSys 句は次のとおりです。

CoordSys Earth
Projection 8, 74, "m", -123, 0, 0.9996, 500000, 0
Affine Units "ft", 1.57, -0.21, 84120.5, 0.19, 2.81, -20318.0

CoordSys Layout Units

構文

CoordSys Layout Units paperunitname

paperunitnameは、紙面上の距離単位を示す文字列です (たとえば、"in"はインチを表します)。単
位名の一覧については、「Set Paper Units 文」を参照してください。

説明
CoordSys Layout は、MapInfo Pro レイアウト ウィンドウを表す座標系を定義するときに使用し
ます。MapBasicプログラムはレイアウトオブジェクトの検索、作成、またはその他の操作を行う
前に、Set CoordSys Layout 文を発行しなければなりません。unitname パラメータは "in" (イン
チ) や "cm" (センチメートル) などの用紙単位です。

例
以下の Set CoordSys 文は、測定単位としてインチを使用し、レイアウト ウィンドウの座標系を
割り当てます。

Set CoordSys Layout Units "in"
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CoordSys Table

構文

CoordSys Table tablename

tablename は、開いているテーブルの名前です。

説明
CoordSys Table は、テーブルが格納された座標系を参照するときに使用します。

CoordSys Window

構文

CoordSys Window window_id

window_id は、マップまたはレイアウト ウィンドウに対応するウィンドウ識別子を示す整数値で
す。

説明
CoordSys Window は、ウィンドウで既に使用されている座標系を参照するときに使用します。

例
以下の例はあるマップのウィンドウの投影を別のマップウィンドウの投影に合わせて設定します。
この例は 2つの整数の変数 (first_map_idと second_map_id)に 2つのマップ ウィンドウのウィン
ドウ ID が既に含まれていることを前提とします。

Set Map
Window second_map_winid
CoordSys Window first_map_winid

関連項目

Commit Table 文、Set CoordSys 文、Set Map 文
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CoordSysName$() 関数

目的
MapBasic 座標系句から座標系の名前を示す文字列を返します。 この関数は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

CoordSysName$ ( string )

戻り値
String

例

Note CoordSysName$("Coordsys Earth Projection 1, 62")

この文字列を MapInfo ダイアログ ボックスに返します。

Longitude / Latitude (NAD 27 for Continental US)

注 : 座標系名が MapInfow.prj に見つからない場合は (マップが Survey フィートの一般座標
の場合など)、空の文字列を返します。

Note CoordSysName$("CoordSys NonEarth Units " + """survey ft""" +
"Bounds (0, 0) (10, 10)")

このように (正しくない単位を使って) 無効な CoordSys 句が渡された場合、

Note CoordSysName$("CoordSys Earth Projection 3, 74, " + """foo""" +
"-90, 42, 42.7333333333, 44.0666666667, 1968500, 0")

無効な座標系に関するエラーが返されます (Error #727)。

Invalid Coordinate System: CoordSys Earth Projection <content>
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CoordSysStringToEPSG() 関数

目的
MapBasic 座標系句を EPSG 整数値に変換して MapBasic の関数や文で使えるようにします。 こ
の関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

CoordSysStringToEPSG ( coordsys_string )

coordsys_stringは MapBasicの CoordSys句です。EPSG (European Petroleum Survey Group)値
は整数値です。たとえば、CoordSys句 "Earth Projection 1, 104"は、EPSGコード 4326を返しま
す。MapInfo Proで使用される EPSGコードの詳細については、MapInfo Proのインストールディ
レクトリに格納されているMAPINFOW.PRJファイルを参照してください。EPSGコードは、"\p"
とそれに続く数値で識別されます。

戻り値
整数値。EPSG 値が見つからない場合は、-1 を返します。

説明
CoordSysStringToEPSG() 関数は、MapBasic の CoordSys 句を整数の EPSG 値に変換するため
に使用します。

例
次の例は、Earth Projection 1, 104 座標系の EPSG コードを表示します。

print CoordSysStringToEPSG("Earth Projection 1, 104")

関連項目

CoordSys 句
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CoordSysStringToPRJ$() 関数

目的
MapBasic 座標系句を PRJ 文字列に変換します。PRJ 文字列形式は mapinfow.prj ファイルで
MapInfo 座標系を記述するために使用されます。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィン
ドウから呼び出すことができます。

構文

CoordSysStringToPRJ$( coordsys_string )

coordsys_string は MapBasic の CoordSys 句です。PRJ 文字列は座標系を定義するもう 1 つの方
法であり、mapinfow.prj ファイル内で使用されます。たとえば、CoordSys 句 "Earth Projection 1,
104" は PRJ 文字列として "1,104" を返します。

戻り値
文字列

説明
CoordSysStringToPRJ() 関数は、MapBasic の CoordSys 句を整数の EPSG 値に変換するために
使用します。

例
次の例は、Earth Projection 1, 104 座標系の PRJ 文字列を表示します。

print CoordSysStringToPRJ$("Earth Projection 1, 104")

関連項目

CoordSys 句
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CoordSysStringToWKT$() 関数

目的
CoordSys 句を WKT (Well-Known Text) 文字列値に変換します。 この関数は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

CoordSysStringToWKT$( coordsys_string )

coordsys_string は CoordSys 句です。

戻り値
WKT 文字列。WKT 文字列が見つからない場合は、空の文字列を返します。

例
次の例、

Print coordsysstringtowkt$("CoordSys Earth Projection 8, 74, " + """m"""
+
", -123, 0, 0.9996, 500000, 0 Affine Units " + """ft""" + ", 1.57, -0.21,

84120.5, 0.19, 2.81, -20318.0")

次の WKT 文字列を生成します。

PROJCS["_MI_0",GEOGCS[ ,DATUM["North_American_Datum_1983",SPHEROID["Geodet

ic Reference System of
1980",6378137,298.2572221009113],AUTHORITY["EPSG","6269"]],PRIMEM["Greenw

ich",0],UNIT["degree",0.0174532925199433]],PROJECTION["Transverse_Mercato

r"],PARAMETER["latitude_of_origin",0],PARAMETER["central_meridian",-
123],PARAMETER["scale_factor",0.9996],PARAMETER["false_easting",500000],P

ARAMETER["false_northing",0],UNIT["METER",1]]

関連項目
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CoordSys 句

Cos 関数

目的
数のコサインを返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すこと
ができます。

構文

Cos( num_expr )

num_expr はラジアン単位で角度を表す数値式です。

戻り値
浮動小数

説明
Cos() 関数は数値 num_expr のコサインを返します。これはラジアンの単位で角度を表すもので
す。Cos() の戻り値は 1 と -1 の間の値になります。
度の値をラジアンに変換するには DEG_2_RAD を掛けます。ラジアンの値を度に変換するには
RAD_2_DEG を掛けます。

注 : DEG_2_RAD または RAD_2_DEG を参照するにはプログラムに Include
"MAPBASIC.DEF"を記述する必要があります。

例

Include "MAPBASIC.DEF"
Dim x, y As Float
x = 60 * DEG_2_RAD
y = Cos(x)

' y will now be equal to 0.5
' since the cosine of 60 degrees is 0.5

関連項目
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Acos() 関数、Asin() 関数、Atn() 関数、Sin() 関数、Tan() 関数

Create Adornment 文

目的
マップ ウィンドウにスケール バーなどのマップ修飾を作成して表示します。 この文は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Create Adornment
From Window map_window_id
Type adornment_type
[ Position {
[ Fixed [ ( x, y ) [ Units paper_units ] ] ] |
[ win_position [ Offset (x, y) ] [Units paper_units ] ]
} ]
[ Layout Fixed Position { Frame | Geographic } ]
[ Size [ Width win_width ] [ Height win_height ] [ Units paper_units ]
]
[ Background [ Brush ... ] [ Pen ... ] ]
[ < SCALEBAR CLAUSE > ]

ここで、SCALEBAR CLAUSE は次のとおりです。

[ BarType type ]
[ Ground Units distance_units ]
[ Display Units paper_units ]
[ BarLength paper_length ]
[ BarHeight paper_height ]
[ BarStyle [ Pen .... ] [ Brush ... ] [ Font ... ] ]
[ Scale [ { On | Off } ] ]
[ Auto [ { On | Off } ] ]

adornment_type として scalebar を指定できます。

Fixed 句の (x, y) は、マップ ウィンドウの左上隅から計った位置です。左上隅の位置は (0, 0) で
す。このバージョンのマップ修飾配置を使うと、マップのサイズが変更された後でもマップ修飾の
位置は元のまま変わりません。たとえば、(3, 3)インチの位置は、小さなマップでは右下に配置さ
れますが、大きなマップでは中央寄りに配置されます。マップのサイズが変更されると、マップ修
飾は可能な限りマップからはみ出さないように調整されます。
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paper_unitsのデフォルトはMapBasic Paper Unitです。用紙単位の詳細については、「Set Paper
Units 文」を参照してください。
win_position には下記のコードのいずれかを指定します。コードは MAPBASIC.DEF ファイルに定
義されています。

ADORNMENT_INFO_MAP_POS_TL (0)
ADORNMENT_INFO_MAP_POS_TC (1)
ADORNMENT_INFO_MAP_POS_TR (2)
ADORNMENT_INFO_MAP_POS_CL (3)
ADORNMENT_INFO_MAP_POS_CC (4)
ADORNMENT_INFO_MAP_POS_CR (5)
ADORNMENT_INFO_MAP_POS_BL (6)
ADORNMENT_INFO_MAP_POS_BC (7)
ADORNMENT_INFO_MAP_POS_BR (8)

Offset 句の (x, y) はアンカー ポイントから計った値です。たとえば、win_position が
ADORNMENT_INFO_MAP_POS_TL (左上隅) の場合、x は右方向、y は下方向になります。
win_positionが ADORNMENT_INFO_MAP_POS_BRの場合、x位置は左方向、y位置は上方向に
なります。中央左 (ADORNMENT_INFO_MAP_POS_CL)と中央右
(ADORNMENT_INFO_MAP_POS_CR)では、y オフセットが無視されます。中心点
(ADORNMENT_INFO_MAP_POS_CC)では、オフセットは完全に (xも yも)無視されます。中央
上 (ADORNMENT_INFO_MAP_POS_TC)と中央下 (ADORNMENT_INFO_MAP_POS_BC)の位置
では、x オフセットが無視されます。ADORNMENT_INFO_MAP_POS_の定義については、
「win_position」を参照してください。
win_width と win_height でマップ修飾のサイズが決まります。スケール バー マップ修飾の場合
は、サイズがスケール バー固有の項目 (BarLength など) によって決定されるので、これらのパラ
メータは無視されます。
typeには下記のコードのいずれかを指定します。コードはMAPBASIC.DEFに定義されています。

SCALEBAR_INFO_BARTYPE_CHECKEDBAR (0)
SCALEBAR_INFO_BARTYPE_SOLIDBAR (1)
SCALEBAR_INFO_BARTYPE_LINEBAR (2)
SCALEBAR_INFO_BARTYPE_TICKBAR (3)

0 はチェック バー、1 はソリッド バー、2 はライン バー、3 は目盛りバー
distance_units には、スケール バーが表す次の測定単位を指定します。
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表される単位距離の値

チェイン"ch"

cm"cm"

フィート (国際フィートとも呼ばれます。1 国際フィートは 30.48cm に相当します)"ft"

インチ"in"

km"km"

リンク"li"

m"m"

マイル"mi"

mm"mm"

海里 (1 海里 = 1,852m)"nmi"

ロッド"rd"

米国測量フィート (1927米国平面座標系で使用。1米国フィートは、12/39.37 m (約 30.48006
cm) です。

"survey ft"

ヤード"yd"

paper_length はスケール バーの表示長を指定する値 (単位は paper_units) です。印刷されるマッ
プでは、スケール バーの長さを最大 34 インチまたは 86.3 センチメートルに指定します。
paper_height はスケール バーの表示高を指定する値 (単位は paper_units) です。印刷されるマッ
プでは、マップ修飾の高さとして最大 44 インチまたは 111.76 センチメートルを指定します。
paper_unitsは用紙単位名を表す文字列です。cm (センチメートル)、mm (ミリメートル)、in (イン
チ)、pt (ポイント)、およびパイカがあります。
• 1 インチ (in) = 2.54 センチメートル、254 ミリメートル、6 パイカ、72 ポイント
• 1 ポイント (pt) = 0.01389 インチ、0.03528 センチメートル、0.35278 ミリメートル、0.08333
パイカ
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• 1 パイカ = 0.16667 インチ、0.42333 センチメートル、4.23333 ミリメートル、12 ポイント
• 1センチメートル (cm) = 0.39370インチ、10ミリメートル、2.36220パイカ、28.34646ポイン
ト

• 1ミリメートル (mm) = 0.1センチメートル、0.03937インチ、0.23622パイカ、2.83465ポイン
ト

説明
スケールバーは、paper_units を単位とする、長さ paper_length のバーとして表示されます。
Positionは、マップウィンドウのサイズに関係なくウィンドウ左上隅を起点に Fixedとするか、
マップ ウィンドウ上のアンカーポイント (win_position で指定) からの相対値とすることができま
す。
Offsetは、固定されたwin_positionの 1つを使用する際の、マップからマップ修飾までのオフセッ
トの量です。
Layout Fixed Positionによって、固定位置の使用時にマップ修飾をレイアウトにどのように配置
するかが決定されます。Geographic に設定すると、レイアウト内のマップ フレームでは、マッ
プ修飾はマップ内と同様に配置されます。レイアウト フレームのサイズを変更すると、マップ修
飾はフレーム相対で移動し、地理的な位置が維持されます。Frame に設定すると、マップ修飾は
Position 句で指定されたとおり、フレームに対して常に固定されます。Position 句でマップ修飾
を (1.0, 1.0)インチに配置した場合、マップ修飾はフレームの左上隅から 1インチ左および 1イン
チ下の場所に配置されます。フレームのサイズを変更しても、マップ修飾の位置は変わりません。
デフォルトは Geographic です。
Offset は、ドッキングされた win_position の 1 つを使用する際の、マップからマップ修飾までの
オフセット量です。
Background句をBrushで使用すると、スケールバーの作成または変更時に背景で使用するフィ
ルパターンを指定できます。Pen句で使用すると、スケールバーの作成または変更時に背景で使
用する境界線を指定できます。
Brushは有効なBrush句です。ソリッドブラシだけを使用できます。ソリッド以外の値を入力し
てもエラーになりませんが、種類として常にソリッドが強制的に使用されます。この句はマップ修
飾に背景色を使うときだけ使用されます。
Penは有効な Pen句です。ウィンドウクリップ (マップ修飾はマップ内部のウィンドウ)のために
1 以外のペン幅は正しく表示されないことがあります。また、ソリッド以外のペン スタイルも正
しく表示されないことがあります。この句は、オン (ソリッド) またはオフ (中抜き) と、マップ修
飾の境界線の色を設定するように設計されています。
Font は有効な Font 句です。
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Auto 句が On に設定されている場合は、スケール バーに、自動的に丸められた値が表示されま
す。この句がOffに設定されている場合は、以前のバージョンと同様、丸められていない値が表示
されます。指定しない場合、デフォルト値は Auto Off です。
Scaleを使用してOnに設定すると、縮尺分数 (RF)がスケールバーに追加されます。MapInfo Pro
では、1:63,360や 1:1,000,000のように、距離単位を含まないマップの縮尺を地図スケールと呼び
ます。

例
paper_length を 1、paper_unit をインチに設定した場合、長さ 1 インチのスケールバーが表示さ
れます。これに付けられるラベルは、単位 paper_unitで表される現在の範囲を distance_unitで表
したものとなり、マップの変化 (ズームや移動) に応じて動的に更新されます。デフォルトの
distance_unitはマップの現在の距離単位です。paper_heightでスケール バーの表示高が決まりま
す。Pen と Brush はスケール バーの描画スタイルを定義し、Font はスケール バーのラベルや注
釈のテキスト スタイルを定義します。Scale パラメータは地図スケールを表示します。
次の例は、デフォルトの設定を示しています。

create adornment
from window 261763624
type scalebar
position 6 offset (0.000000, 0.000000) units "in"
background Brush (2,16777215,16777215) Pen (1,2,0)
bartype 0 ground units "mi" display units "in"
barlength 1.574803 barheight 0.078740
barstyle Pen (1,2,0) Brush (2,0,16777215) Font ("Arial",0,8,0)
scale on

関連項目

Set Adornment 文

Create Arc 文

目的
弧オブジェクトを作成します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できま
す。
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構文

Create Arc
[ Into { Window window_id | Variable var_name } ]
( x1, y1 ) ( x2, y2 )
start_angle end_angle
[ Pen... ]

window_id はウィンドウ識別子です。
var_name は既存のオブジェクト変数の名前です。
x1, y1 は弧を囲む最小の長方形 (MBR) の 1 つの角を指定します。
x2, y2 は MBR の反対側の角を指定します。
start_angle は弧の開始角度を度で指定します。
end_angle は弧の終了角度を度で指定します。
Pen 句はライン スタイルを指定します。

説明
Create Arc 文は弧オブジェクトを作成します。
オプションの Into Variable 句を文に含めると、作成されるオブジェクトは指定したオブジェクト
変数に格納されます。Into 句で Window 識別子を指定した場合、オブジェクトはウィンドウ内の
適切な場所 (たとえばマップ ウィンドウの編集可能レイヤ)に配置されます。Into句がない場合、
MapBasicはオブジェクトを最前面のウィンドウに配置しようとします。最前面のウィンドウに配
置できなかった場合 (たとえば最前面のウィンドウがグラファーであった場合) 、オブジェクトは
作成されません。
パラメータ xと yは MapBasicが現在使用している座標系で指定します。デフォルトで MapBasic
は経度、緯度の座標系を使用しますが、Set CoordSys文を使用してMapBasicの使用する座標系
を変更することができます。MapBasicの座標系はどのマップウィンドウの座標系からも独立した
ものであることに注意してください。ただし、レイアウト ウィンドウ上に作成されたオブジェク
トは用紙単位で指定されます。この場合の各 x 座標はページの左端からの距離を表し、各 y 座標
はページの上端からの距離を表します。用紙単位の詳細については、「Set Paper Units文」を参
照してください。デフォルトではインチを用紙単位として使用します。他の用紙単位を使用するに
は、Set PaperUnits文を使用します。レイアウトウィンドウ上にオブジェクトを作成する前に、
Set CoordSys Layout 文を発行しなければなりません。
オプションの Pen 句はライン スタイルを指定するものです。Pen 句が指定されていない場合、
Create Arc文は現行の MapInfo Proのライン スタイル ([ライン スタイル]ダイアログ ボックスに
表示されるスタイル) を用います。
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関連項目

Insert 文、Pen 句、Update 文、Set CoordSys 文

Create ButtonPad 文

目的
MapInfo Pro 64ビット版では、このコマンドは既存のリボン タブに新しいタブまたはタブ グルー
プを作成します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Create ButtonPad { title_string | ID pad_num } As
button_definition [ button_definition ... ]
[ Title title_string ]
[ Tab tab_name | tab_caption ]
[ Width width ]
[ Position ( x, y ) [ Units unit_name ] ]
[ ToolbarPosition ( row, column ) ]
[ { Show | Hide } ]
[ { Fixed | Float | Top | Left | Right | Bottom } ]

title_stringはボタンパッドのタイトルです ("描画"など)。タイトルに空白が含まれる場合は削除さ
れ、特殊文字が含まれる場合はマスクされます。
pad_num は再定義する標準ツールバーの ID 番号です。
• 1 はメイン
• 2 は描画
• 3 はツール
• 4 は標準
• 5 はデータベース管理システム (DBMS)
• 6 は Web サービス
• 7 は予約済み
tab_name、tab_caption。新しいタブを作成するときは、タブ名とキャプションの両方をパイプ記
号 (|) で区切って指定できます。たとえば、"MyNewTab | MyNewCaption" のように指定します。
既存のリボンコントロールの名前を取得するには、MapBasicに付属するProSampleAddinをビル
ドおよび実行し、その Dump Object Model ツールを使用します。
(\MapBasic\Samples\RIBBONINTERFACE\DotNet\ProSampleAddIn)
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widthはパッドの幅で、ボタン数で表します。64ビット版のMapInfo Proではサポートされていま
せん。
x, y は、浮動している時のパッドの位置を用紙単位で指定します。用紙単位の詳細については、
「Set Paper Units 文」を参照してください。64 ビット版の MapInfo Pro ではサポートされてい
ません。
unit_nameは用紙単位名 ("in"はインチ、"cm"はセンチメートルなど)を表す文字列です。64ビッ
ト版の MapInfo Pro ではサポートされていません。
row, column は、ツールバーとして連結されている時のパッドの位置を指定します (たとえば 0, 0
はパッドをツールバーの一番上の行の左端に位置付け、0, 1 は一番上の行の 2 番目のパッドを示
します)。64 ビット版の MapInfo Pro ではサポートされていません。
• row の位置は一番上から始まり、下へ行くほど値が大きくなります。これは同じ位置 (一番上ま
たは一番下)にある行からの相対値です。同じ位置にメニューバーがあるときは、そのメニュー
バーからの相対値になります。メニューバーの直下にあるツールバーの行値は0です。メニュー
バーのすぐ上にあるときの行値は -1 です。

• column の位置は左から始まり、右へ行くほど値が大きくなります。これは同じ位置 (左または
右)にあるフィールドからの相対値です。たとえば、ツールバーが左にドッキングされ、メニュー
バーがその左位置にドッキングされている場合、メニューバーのすぐ左側のフィールドのフィー
ルド番号は -1 です。メニュー バーのすぐ右側のフィールドのフィールド番号は 0 です。

各 button_definition 句は Separator キーワードで構成したり、次の構文を含むことができます。

{ PushButton | ToggleButton | ToolButton }
Calling { procedure | menu_code | OLE methodname | DDE server, topic }

[ ID button_id ]
[ Small | ExtraSmall | Large Icon icon_code [ File file_spec ] ]
[ Cursor cursor_code [ File file_spec ] ]
[ DrawMode dm_code ]
[ HelpMsg msg ]
[ ModifierKeys { On | Off } ]
[ { Enable | Disable } ]
[ { Check | Uncheck } ]

procedure は、ボタンが使用されている時に呼び出すハンドラ プロシージャです。
menu_code は、MENU.DEF (M_FILE_OPENなど) からの標準 MapInfo Pro のメニュー コードで
す。MapInfo Pro はユーザがボタンを使用した時にメニュー コマンドを実行します。
methodname は、OLE メソッド名を指定する文字列です。
server と topic は、DDE サーバとトピック名を指定する文字列です。
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ID button_idは、固有のボタン番号を指定します。この番号はパラメータとして使用でき、ハンド
ラはどのボタンが使用されているかを判断 (複数の異なるボタンで同じハンドラを呼び出す場合)
したり、Alter Button 文と共に使用します。
Icon icon_codeは、ボタンに表示されるアイコンを指定します。icon_codeには、ICONS.DEFに
リストされる標準MapInfoアイコンコードの 1つ (MI_ICON_RULER (11)など)を使用できます。
File サブ句で、アイコン リソースを含むファイル名を指定する場合、icon_code はファイルのリ
ソースを識別する整数のリソース ID です。小さい方のボタンのサイズはリソース ファイル ID
icon_codeで、大きい方のボタンのサイズはリソース ファイル ID icon_code+1で、つまり、それ
ぞれをリソース ファイル ID icon_code と、リソース ファイル ID icon_code+1 で定義できます。

注 : アイコン コードで File トークンに Uri 構文を使用できるようになりました。

Small | ExtraSmall | Large はアイコンのサイズを指定します。
Cursor cursor_codeは、ユーザがツールボタンツールを選択した時にマウスカーソルが使用する
形を指定します。cursor_code は ICONS.DEF からのコード (MI_CURSOR_ARROW (0) など) で
す。この句は、ツールボタンにのみ適用されます。File サブ句で、アイコン リソースを含むファ
イルの名前を指定する場合、cursor_code はファイルのリソースを識別する整数のリソース ID で
す。
64 ビット版の MapInfo Pro は、次の 3 とおりの方法でカーソルをサポートします。
1. Icons.def 内の文字列を使用: SetRbnToolBtnCtrlCursor(MyToolButton, "138")
2. キーワード FILE とカスタム カーソルの DLL の名前で構成される文字列を使用:

SetRbnToolBtnCtrlCursor(MyToolButton, "136 FILE gcsres32.dll")
3. MapInfo Cursor が Icons.def から定義する整数 ID を使

用:SetRbnToolBtnCtrlCursorId(MyToolButton, MI_CURSOR_FINGER_LEFT)

DrawMode dm_codeICONS.DEF はユーザがクリックおよびドラッグできるかツールでクリック
のみをできるかを指定します。dm_code はコード (ICONS.DEF の DM_CUSTOM_LINE など) で
す。DrawMode 句はツールボタンにのみ適用されます。
HelpMsgmsgはユーザがボタンをクリックした時にステータスバーに表示されるヘルプメッセー
ジに加えて、任意でツールチップ ヘルプを指定します。msg 文字列の最初の部分がステータス
バーに表示されるヘルプ メッセージです。msg文字列が \nを含む場合、\nの次に続くテキスト
は、そのボタンのツールチップ ヘルプとして使用されます。
ModifierKeys 句はユーザがツールボタンを使用時にドラッグする場合、Shift キーと Ctrl キーが
"ラバーバンド" 作図に影響を及ぼすかどうかを管理します。デフォルトは Off で、Shift キーと
Ctrl キーは影響を及ぼしません。
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説明
Create ButtonPad文はユーザ定義のボタンパッドを生成します。ユーザ定義のボタンパッドを生
成したら、Alter Button 文と Alter ButtonPad 文を使用してボタンパッドを変更できます。
各ツールバーは非表示にすることが可能です。非表示のツールバーを作成するためには、キーワー
ド Hide を含めます。
パッドを画面の上部に固定する (連結する)か、ウィンドウのように浮動させるかを設定するには、
Fixedまたは Floatキーワードを指定します。パッドを画面の上部にドラッグしたり、画面の上部
から別の場所にドラッグすることにより、パッドを連結するかどうかを制御することもできます。
画面上でパッドが連結される位置をより細かく制御したい場合は、Top (Fixedを使うのと同じ)、
Left, Right、または Bottom のキーワードを使用してください。
ツールバーが浮動している場合、その位置は Position 句によりコントロールされており、連結し
ている場合、その位置は ToolbarPosition句によりコントロールされています。
ボタンパッドの詳細については、『MapBasicユーザーズガイド』を参照してください。ツールボ
タンの機能の詳細については、「Alter ButtonPad 文」を参照してください。

アイコン サイズについて
MapInfo Pro 10.0 より以前、カスタム アイコンは長方形で、サイズは小アイコンが 18x16、大ア
イコンが 26x24 でした。MapInfo Pro 10.0 で導入されたツールバーおよびメニュー機能には、正
方形のアイコン (小アイコンが 16x16、大アイコンが 24x24) が必要です。MapInfo Pro 10.0 以降
では、カスタム アイコンを正方形で表示するとき表示に歪みが生じます。この歪みを補正するた
めに、MapInfo Pro は最初と最後のピクセル列を取り除いて表示されないようにします (イメージ
の切り取り)。結果として、アイコン イメージの情報が一部失われることがあります。
最もよい結果を得るには、アイコンを作成するとき、小アイコンは 16x16、大アイコンは 24x24
にすることです。これらのサイズのアイコンは10.0.1より以前のバージョンと互換性がないため、
それらのバージョンで使用するとエラー メッセージが生成されます。
10.0.1 より以前のバージョンと互換性を保つには、小アイコンを 18x16、大アイコンを 26x24 と
してください。これらのアイコンはバージョン 10.0では歪んで表示され、10.0より後のバージョ
ンではイメージの一部が切り取られます。
メニュー項目のアイコンについて

MapInfo Pro 10.0 でのメニュー項目のアイコンの処理方法は次のとおりです。
• メニュー項目のアイコンは、ツールバー内のアイコンに基づいて動的に処理されます。
• ツールバー ボタンのアイコンは、次のいずれかの条件を満たすとき、メニュー項目のアイコン
として使用されます。
• ツールバー ボタンとメニュー項目が同じ MBX ファイル内に存在する。
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• ハンドラ/userId の組み合わせが同じである (同じ MBX ファイルから同じハンドラ/userId を呼
び出すメニュー項目にそのアイコンが割り当てられる)。

• 同じ userId で異なるハンドラを呼び出している。
• ハンドラは同じで、userID がない。
• ID <= 32767 である。

• 組み込みハンドラについては、組み込みツールバーにあるアイコンを見つけるように優先度が設
定されます。該当するものが見つからなかった場合は、MBX ファイル内のツールバー アイコン
をすべて検索して一致するものがないか調べられます。

• 小アイコンはメニュー項目のすぐ横に表示されます。
• MBX の読み込みが解除されると、関連付けられているアイコンも解除され、メニュー項目にも
う使われなくなります。

MapInfo Pro でのメニュー項目のアイコンの処理方法は次のとおりです。
• MapBasicアプリケーションの生成するツールバーボタンやメニュー項目がメニュー項目のアイ
コンに関する前述の条件を満たすなら、メニュー項目にもアイコンを表示できます。

Calling 句オプション
Calling句はユーザがユーザ定義のボタンを実行した時に起こる反応を指定します。次の表は、利
用可能な構文についての説明です。

説明Calling 句の例

Calling 句に MENU.DEF からの数字コードが続く場合、イベント時に
標準 MapInfo Pro メニューのコマンドが実行されます (この例では、
[ファイル] > [新規テーブル] コマンド)。

Calling M_FILE_NEW

プロシージャ名を指定した場合、イベント時にそのプロシージャが呼
び出されます。このプロシージャは同じ MapBasic プログラムに含ま
れるものでなくてはなりません。

Calling my_procedure

MapInfo ProのSetCallbackメソッドにより設定されたOLEAutomation
オブジェクトをメソッド呼び出しします。『MapBasic ユーザーズ ガ
イド』を参照してください。

Calling OLE "methodname"

DDEを通して "server|topic"に接続し、実行メッセージを DDEサーバ
に送信します。Calling DDE

"server","topic"
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最後の 2 つのケースでは、メッセージが MapInfo から送られてきたものであることをサーバが探
知するために、OLE あるいは DDE に送られた文字列は、"MI:" の 3 文字でスタートします。文字
列の残りには、CommandInfo(1)からCommandInfo(8)までの一連の関数呼び出しにより戻された
値がコンマで区切られたリストとして含まれます。文字列構文の詳細については、『MapBasic
ユーザーズ ガイド』を参照してください。

カスタム タブまたはグループ名が指定されていない場合の [レガシー] タブの動作
新しいボタンパッドを作成するたびに、[レガシー]タブに新しいリボングループが作成されます。
この新たに作成されたリボン グループには、すべてのボタン定義が含まれ、サイズは大となりま
す。
下記の各定義済みボタンパッド IDが、[レガシー]タブのリボングループにマッピングされます。
1. メイン [シンボル] メイン グループ
2. 描画 [シンボル] 描画グループ
3. ツール [シンボル] ツール グループ
4. 標準 [シンボル] 標準グループ
5. データベース管理システム (DBMS) [シンボル] DBMS グループ
6. Web サービス [シンボル] Web サービス グループ
7. 予約済み [シンボル] 予約済みグループ

他の従来の動作の変更
1. title_string [シンボル] ボタン パッドの名前、または定義済みボタン パッドの ID

注 : 名前にスペースが入っている場合も、入っていない場合も、同じように処理されま
す。たとえば、"pad 1" と "pad1" は同じように処理されます。

2. 特殊文字は、WPF コントロールでサポートされていないのでマスクされます。そのため、ボ
タン パッドの名前に特殊文字は使用しないでください。

3. Title 句 [シンボル] ボタン パッドのキャプション。この句が指定されていない場合、グループ
のキャプションが自動生成されます。

4. Width [シンボル] - サポートされていません
5. Position [シンボル] - サポートされていません
6. Units [シンボル] - サポートされていません
7. ToolBarPosition [シンボル] - サポートされていません
8. Show/Hide [シンボル] リボン グループの表示/非表示の切り替え - サポートされています
9. Fixed | Float | Top | Left | Right | Bottom [シンボル] - サポートされていません
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例
ユーティリティのボタン パッドを作成します。

Create ButtonPad "Utils" As
PushButton
HelpMsg "Choose this button to display query dialog"
Calling button_sub_proc
Icon MI_ICON_ZOOM_QUESTION
ToolButton
HelpMsg "Use this tool to draw a new route"
Calling tool_sub_proc
Icon MI_ICON_CROSSHAIR
DrawMode DM_CUSTOM_LINE
ToggleButton
HelpMsg "Turn proximity checking on/off"
Calling toggle_prox_check
Icon MI_ICON_RULER
Check
Title "Utilities"
Width 3
Show

ブラウザ設定ダイアログを起動するツールバーボタンを作成します。メニューコマンド IDは 222
です。

Create ButtonPad "Prefs" As
PushButton
HelpMsg "Browser Preferences.\nBrowser Prefs"
Calling 222
Icon 99

関連項目

Alter Button 文、Alter ButtonPad 文、ButtonPadInfo() 関数

Create ButtonPad As Default 文

目的
標準ボタンパッドの 1つ (たとえば、メインボタンパッド)をデフォルトの状態に戻します。この
文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。
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構文

Create ButtonPad { title_string | ID pad_num } As Default [ Tab tab_name
]

title_string はボタンパッドのタイトル (たとえば、"メイン"、"標準"、"カスタム ツール" など) で
す。
pad_num は再定義する標準ボタンパッド (ツールバー) の ID 番号です。
tab_name は、カスタム ボタンパッドをリセットするためのタブ名です。

注 : タブ名が指定されていない場合、このコマンドは、リボンの [レガシー] タブから、
title_string という名前のリボン グループまたは ID のボタン パッドを削除します。

• 1 はメイン
• 2 は描画
• 3 はツール
• 4 は標準
• 5 はデータベース管理システム (DBMS)
• 6 は Web サービス
• 7 は予約済み
カスタム ボタンパッドでは title_string だけが使われます。

説明
この文は、MapInfo Proの標準ボタンパッド (メイン、描画、ツールなど)をデフォルトの状態に戻
します。カスタム ボタンパッドは破棄されます。
関連項目

Alter Button 文、Alter ButtonPad 文、Create ButtonPad 文、Create ButtonPads As Default
文

Create ButtonPads As Default 文

目的
すべての標準ボタンパッド (たとえばメイン ボタンパッドなど) をデフォルトの状態に戻します。
この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。
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構文

Create ButtonPads As Default

説明
この文は、MapInfo Proの標準ボタンパッド (メイン、描画、ツールなど)をデフォルトの状態に戻
します。カスタム ボタンパッドは破棄されます。
この文を使用する時は注意を要します。なぜなら、Create ButtonPads As Default 文は、他の
MapBasicアプリケーションで定義されたものを含むすべてのユーザ定義のボタンを無効にするか
らです。

注 : このコマンドは、[レガシー]リボンタブからすべてのボタンを削除し、リボンから [レ
ガシー] タブのみを削除します。

関連項目

Alter Button 文、Alter ButtonPad 文、Create ButtonPad 文、Create ButtonPad As Default 文

Create Cartographic Legend 文

目的
主題図凡例と同様に、アクティブなマップ ウィンドウの地図凡例を作成および表示します。 この
文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Create Cartographic Legend
[ From Window map_window_id ]
[ Behind ]
[ Position ( x, y ) [ Units paper_units ] ]
[ Width win_width [ Units paper_units ] ]
[ Height win_height [ Units paper_units ] ]
[ Window Title { legend_window_title }
[ ScrollBars { On | Off } ]
[ Portrait | Landscape | Custom ]
[ Style Size { Small | Large }
[ Default Frame Title { def_frame_title } [ Font... ] } ]
[ Default Frame Subtitle { def_frame_subtitle } [ Font... ] } ]
[ Default Frame Style { def_frame_style } [ Font... ] } ]
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[ Default Frame Border Pen [ [ pen_expr ]
Frame From Layer { map_layer_id | map_layer_name
[ Using
[ Column { column | Object } [ FromMapCatalog { On | Off }]]
[ Label { expression | Default } ]
[ Position ( x, y ) [ Units paper_units ] ]
[ Title { frame_title [ Font... ] }
[ SubTitle { frame_subtitle [ Font... ] } ]
[ Border Pen pen_expr ]
[ Style [ Font...] [ Norefresh ] [ Text { style_name }
{ Line Pen... | Region Pen... Brush...| Symbol Symbol... } |
Collection [ Symbol ... ]

[ Line Pen... ] [ Region Pen... Brush ...] } ]
[ , ... ]

map_window_idは、FrontWindow()関数およびWindowID()関数の呼び出しによって取得可能な
整数値のウィンドウ ID です。
x は、ワークスペースの上端からウィンドウの上端までの距離です。
y は、ワークスペースの左端からウィンドウの左端までの距離です。

注 : この場合のワークスペースとは、クライアント領域のことです (タイトルバー、ツール
バー、ステータス バーは含まれません)。

paper_unitsは用紙単位名を表す文字列です。cm (センチメートル)、mm (ミリメートル)、in (イン
チ)、pt (ポイント)、およびパイカがあります。
• 1 インチ (in) = 2.54 センチメートル、254 ミリメートル、6 パイカ、72 ポイント
• 1 ポイント (pt) = 0.01389 インチ、0.03528 センチメートル、0.35278 ミリメートル、0.08333
パイカ

• 1 パイカ = 0.16667 インチ、0.42333 センチメートル、4.23333 ミリメートル、12 ポイント
• 1センチメートル (cm) = 0.39370インチ、10ミリメートル、2.36220パイカ、28.34646ポイン
ト

• 1ミリメートル (mm) = 0.1センチメートル、0.03937インチ、0.23622パイカ、2.83465ポイン
ト

win_width は、ウィンドウの幅です。
win_height は、ウィンドウの高さです。
legend_window_title はウィンドウのタイトルを示す文字列です。デフォルトのタイトルは "xxxの
凡例" ( xxx はマップ ウィンドウ タイトル) です。
def_frame_title はデフォルトのフレーム タイトルを示す文字列です。特殊文字 # (シャープ) を入
力すると、フレーム サブタイトルとしてレイヤ名が使用されます。
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def_frame_subtitle はデフォルトのフレーム サブタイトルを示す文字列です。特殊文字 # (シャー
プ) を入力すると、フレーム サブタイトルとしてレイヤ名が使用されます。
def_frame_styleはフレーム内のシンボルの横に表示するテキストを示す文字列です。シャープ (#)
記号はレイヤ名に置き換えられます。パーセント (%)記号はシンボルに応じて、"ライン"、"ポイン
ト"、"リージョン"というテキストに置き換えられます。たとえば、STATES.TABレイヤにおいて
"% of #" と指定すると "States のリージョン" と表示されます。
pen_expr は Pen 式です。たとえば、MakePen( width, pattern, color ) などの式を指定できます。
デフォルトの境界ペンが定義されている場合は、それがフレームのデフォルトになります。Frame
のレベルで Border Pen 句が指定されている場合は、このデフォルトの代わりに Frame で指定し
たペン スタイルが使用されます。
map_layer_id と map_layer_name はマップ レイヤを指定します。Smallint 値 (たとえばシステム
レイヤを除く最上位のレイヤなら 1) を使うか、マップに表示されているテーブル名を使って指定
します。主題図レイヤには map_layer_id を指定します。
frame_title はフレーム タイトルを指定する文字列です。Title 句をフレームに指定すると、そのタ
イトルが def_frame_title の代わりに使用されます。
frame_subtitleはフレームサブタイトルを指定する文字列です。Subtitle句をフレームに指定する
と、そのサブタイトルが def_frame_subtitle の代わりに使用されます。
column はフレーム レイヤのテーブルの属性フィールド名です。
style_nameはカスタムフレームのシンボル、ライン、リージョンの横に表示するテキストです。

説明
CreateCartographicLegend文は主題図凡例と同様にアクティブなマップウィンドウの地図凡例
を作成および表示します。地図凡例と主題図凡例を 1 つの凡例ウィンドウに表示したり、複数の
凡例ウィンドウに分けて表示することが可能です。
地図レイヤまたは主題図マップ レイヤごとの凡例フレームを凡例ウィンドウの中に作成でき、作
成した地図凡例および主題図凡例には凡例タイトル、凡例サブタイトルが含まれます。地図凡例フ
レームはマップ レイヤのスタイル名を表示し、主題図凡例フレームは主題を表す色、シンボル、
サイズを表示します。凡例フレームはマップ ウィンドウのスタイルとスタイル名を表示できます
が、カスタム フレームを作成することも可能です。
Frame 句は 1 つ以上必要です。
凡例ウィンドウを指定する句 (ScrollBars、Width など) は Frame 句の前に指定します。
From Layer 句は Frame 句の次に指定します。
Behind を指定すると凡例ウィンドウは主題マップ ウィンドウの後ろに隠れます。
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オプションのPosition句は、MapInfoProのワークスペースでのウィンドウの位置を制御します。
ワークスペースの左上隅が 0, 0 です。オプションの Width 句と Height 句はウィンドウのサイズ
を制御します。ウィンドウの位置とサイズの値には、"in" (インチ) や "cm" (センチメートル) など
の用紙単位設定を使用します。用紙単位の詳細については、「Set Paper Units文」を参照してく
ださい。MapBasic には現在の用紙単位設定があり、デフォルトではインチです。MapBasic プロ
グラムから用紙単位の設定を変更するにはSet PaperUnits文を使用します。CreateCartographic
Legend 文で Position 句、Width 句、または Height 句にオプションの Units サブ句を指定する
と、現在の用紙単位設定を変更することができます。
ScrollBars 句では、マップ ウィンドウのスクロールバーの表示/非表示を切り替えます。
Portrait と Landscape は凡例ウィンドウ内に凡例フレームを並べる方向を設定します。Portrait
を指定すると、フレームは上から下に縦に並びます。Landscape を指定すると凡例フレームは横
に並びます。
Custom を指定した場合、フレームにユーザ定義の Position 句を指定できます。
Custom を指定した場合、フレーム レベルの Position 句がフレームの位置を指定します。x 座標
は凡例ウィンドウの左から測定され、y座標は凡例ウィンドウの下から測定されます (原点 (0,0)は
凡例ウィンドウの左下にあります)。
オプションの Style Size句は凡例ウィンドウに表示されるサンプルのサイズを制御します。Style
Size Small を指定した場合、小型の凡例サンプルが凡例ウィンドウに表示されます。Style Size
Large を指定した場合、大型の凡例サンプルが使用されます。
フレームレベルの Position、Title、SubTitle、Border Pen、Style句はマップレイヤにのみ指定
できます。主題図レイヤには使用できません。主題図レイヤの場合、これらの情報を主題図から取
り出します。
Font句はテキストのスタイルを指定します。フレームタイトル、サブタイトル、スタイル名にデ
フォルトが設定された場合、同じデフォルトが凡例フレームに適用されます。フレーム レベルの
Title、SubTitle、Style句と同時にFont句も指定された場合はこのフォントが使用されます。Font
句がどこにも指定されていないと現在のテキスト スタイルを使用し、それぞれのポイント数はタ
イトルが 10 ポイント、サブタイトルが 9 ポイント、スタイル名が 8 ポイントになります。
Style 句に NoRefresh キーワードを使用して作成されたカスタム フレームは、凡例を更新しても
変更されません。Style 句に NoRefresh キーワードを指定すると、テーブルのスタイルを調べま
せん。したがって、代わりにStyle句に凡例に表示するスタイルの定義リストを加える必要があり
ます。この定義リストには Text 句と適切な Line 句、Region 句、または Symbol 句を指定しま
す。マルチポイント オブジェクトはポイント オブジェクトとして処理されます。
コレクション オブジェクトは個別に処理されます。オブジェクトの種類に基づいた凡例を作成す
る場合、最初にポイントのシンボルを描画し、続いてライン、リージョンを描画します。コレク
ション オブジェクトは最後に描画します。コレクション オブジェクトの中では、ポイント、ライ
ン、リージョンの順に描画します。
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Column が定義される場合、column はフレーム レイヤのテーブルの属性フィールド名、またはオ
ブジェクトフィールドを表すObjectです (凡例のスタイルはマップファイルの一意のスタイルに
基づいて決定されます)。デフォルトは Object です。
FromMapCatalog ONの場合は、ライブアクセステーブルのMapCatalogからスタイルが取得さ
れます。テーブルがライブアクセステーブルでない場合は、ライブアクセスではないテーブルの
デフォルト設定に戻ります。エラーはスローされません。ライブ アクセスではないテーブルのデ
フォルト設定は、FromMapCatalog Off です。つまり、マップ スタイルが取得されます。
FromMapCatalog OFF の場合は、ライブ テーブルの一意のマップ スタイルがサーバから取得さ
れます。レコード別のスタイルをサポートするライブ アクセス テーブルでのみ、この動作が可能
です。ライブ テーブルがレコード別のスタイルをサポートしていない場合は、ライブ テーブルの
デフォルトの動作に戻ります。つまり、MapCatalog のデフォルトのスタイルが取得されます
(FromMapCatalog ON)。
Label を定義する場合、expression には有効な式または Default を指定します。Default を指定す
ると、Style句にテキストが含まれない限り、スタイルテキストの作成時にはデフォルトのフレー
ム スタイル パターンが使用されます。デフォルトは Default です。
最初は、各フレーム レイヤの .TAB ファイル内にタイトル、サブタイトル、フィールド、ラベル
のメタデータ値を探します。フィールドにメタデータ値がない場合、Object がデフォルトになり
ます。ラベルにメタデータ値がない場合、Default Frame Style で指定したパターンがデフォルト
になります。凡例メタデータ キーを変更するには MapBasic 構文を使って上書きしてください。

例
次の例はマップ ウィンドウの地図凡例フレームの作成方法を示します。凡例ウィンドウは例外的
な存在です。主題図凡例ウィンドウに凡例フレームを作成するには From Window 句の代わりに
Title 句を使用します。

Dim i_layout_id, i_map_id As Integer
Dim s_title As String
' here, you would store the Map window's ID in i_map_id,
' and store the Layout window's ID in i_layout_id.
' To obtain an ID, call FrontWindow() or WindowID().
s_title = "Legend of " + WindowInfo(i_map_id, WIN_INFO_NAME)
Set CoordSys Layout Units "in"
Create Frame
Into Window i_layout_id
(1,2) (4, 5)
Title s_title

この例では、地図凡例ウィンドウにフレームが作成されます。主題図ウィンドウにフレームを作成
するには、タイトルを次のように変更します。

S_title="Theme Legend of " + WindowInfo (I_map_id, WW_INFO_NAME)
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関連項目

Set Cartographic Legend 文、Alter Cartographic Frame 文、Add Cartographic Frame 文、
Remove Cartographic Frame 文、Create Legend 文、Set Window 文、WindowInfo( ) 関数

CreateCircle() 関数

目的
円を表すオブジェクトを返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び
出すことができます。

構文

CreateCircle( x, y, radius )

x は円の中心の x 座標 (たとえば緯度) を示す浮動小数値です。
y は円の中心の y 座標 (たとえば経度) を示す浮動小数値です。
radius は円の半径を示す浮動小数値です。

戻り値
オブジェクト

説明
CreateCircle() 関数は円を表すオブジェクトを返します。
パラメータ xと yは MapBasicが現在使用している座標系で指定します。デフォルトで MapBasic
は経度、緯度の座標系を使用しますが、Set CoordSys文を使用してMapBasicの使用する座標系
を変更することができます。

注 : MapBasic の座標系はどのマップ ウィンドウの座標系からも独立したものです。

radiusはMapBasicが現在使用している距離単位で円の半径を指定します。デフォルトではMapBasic
は距離単位としてマイルを使用しますが、Set DistanceUnits文でMapBasicの使用する距離単位
を変更することができます。
作成される円は現在選択されているブラシ スタイルを使用します。特定のブラシを使用して円オ
ブジェクトを作成するには、CreateCircle()呼び出しの前に Set Style 文を発行してください。ま
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た、CreateCircle() を呼び出す代わりに、オプションとして Pen 句と Brush 句を持つ Create
Ellipse 文を使用することもできます。
CreateCircle()関数で作成した円オブジェクトは、オブジェクト変数に代入したり、(Update文を
用いて) テーブルの既存のレコードに格納したり、(Insert 文を用いて) テーブルに新しいレコード
を挿入することができます。

注 : レイアウト ウィンドウ上にオブジェクトを作成する前に、Set CoordSys Layout 文を
発行しなければなりません。

エラー コード
引数の値が正しい範囲にない場合は、ERR_FCN_ARG_RANGE (644) が生成されます。

例
下記の例はSitesテーブルに新しい列を挿入するために Insert文を使用しています。CreateCircle()
関数は Insert文の中で用いられ、新しいレコードに対応する図形オブジェクトを指定しています。

Open Table "sites"
Insert Into sites (obj)
Values ( CreateCircle(-72.5, 42.4, 20) )

下記の例はTowersテーブルに3つのフィールドがあることを仮定しています。その3つはXcoord、
Ycoord、Radius です。Xcoord フィールドには経度値、Ycoord フィールドには緯度値、Radius
フィールドには半径値が入っています。テーブルの各フィールドはラジオ放送タワーを示し、
Radius フィールドはそのタワーの放送エリアを示しています。
Update文がCreateCircle()関数を使って、テーブルの各レコードに円オブジェクトを作成してい
ます。この Update 文を実行すると、Towers テーブルの各レコードには円オブジェクトが配置さ
れることになります。各円オブジェクトはRadiusフィールドから得た半径を持ち、Xcoord、Ycoord
フィールドによって示された位置を中心とします。

Open Table "towers"
Update towers
Set obj = CreateCircle(xcoord, ycoord, radius)

関連項目

Create Ellipse 文、Insert 文、Update 文

248MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



Create Collection 文

目的
ポイントと、ライン オブジェクトや閉じたオブジェクトを単一のオブジェクトに結合します。コ
レクション オブジェクトは単一のレコードとしてブラウザに表示されます。 この文は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Create Collection [ num_parts ]
[ Into { Window window_id | Variable var_name } ]
Multipoint
[ num_points ]
( x1, y1 ) ( x2, y2 ) [ ... ]
[ Symbol... ]
Region
num_polygons
[ num_points1 ( x1, y1 ) ( x2, y2 ) [ ... ] ]
[ num_points2 ( x1, y1 ) ( x2, y2 ) [ ... ] ... ]
[ Pen... ]
[ Brush... ]
[ Center ( center_x, center_y ) ]
Pline
[ Multiple num_sections ]
num_points
( x1, y1 ) ( x2, y2 ) [ ... ]
[ Pen... ]
[ Smooth... ]

num_parts はコレクション内部の空でない部分の個数です。この数値は 0 から 3 の範囲の値を取
り、MapBasic コードでは省略可能です (MIF ファイルでは必須です)。
num_polygons は、コレクション オブジェクト内のポリゴンの数です。
num_sections は、複数の線分で構成される折れ線に何本の線分を含めるかを指定します。
Pen はライン スタイルを指定する有効な Pen 句です。
Brush はフィル スタイルを指定する有効な Brush 句です。
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例

create collection multipoint 2 (0,0) (1,1) region 3 3 (1,1) (2,2) (3,4)
4
(11,11) (12,12) (13,14) (19,20) 3 (21,21) (22,22) (23,24) pline 3 (-1,1)

(3,-2) (4,3)
dim a as object
create collection into variable a multipoint 2 (0,0) (1,1) region 1 3
(1,1) (2,2) (3,4) pline 3 (-1,1) (3,-2) (4,3)
insert into test (obj) values (a)
create collection region 2 4 (-5,-5) (5,-5) (5,5) (-5,5) 4 (-3,-3) (3,-3)

(3,3) (-3,3) pline multiple 2 2 (-6,-6) (6,6) 2 (-6,6) (6,-6) multipoint
6
(2,2) (-2,-2) (2,-2) (-2,2) (4,1) (-1,-4)

関連項目

Create MultiPoint 文、Set Combine Version 文

Create Cutter 文

目的
オブジェクト分割操作のカッターとして使用可能なリージョンオブジェクトを生成します。また、
元のターゲット オブジェクトのサブセットとなる新しいターゲット オブジェクトも生成します。
ターゲット オブジェクトのセットと、折れ線のセットを選択オブジェクトとして指定する必要が
あります。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Create Cutter Into Target

説明
Create Cutter を使用するには、事前に 1 つまたは複数の折れ線オブジェクトが選択されている必
要があります。また、編集可能なターゲットが存在する必要があります。そのためには、[ターゲッ
トの設定]コマンドを選択するか、Set Target文を使用します。選択されている折れ線オブジェク
トは、1つの連続セクションを表す必要があります。つまり、ブレークや自己交差が含まれていて
はいけません。
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ターゲットが分割可能なオブジェクトであるためには、折れ線がターゲットのMBRと交差してい
る必要があります。ただし、折れ線とターゲット オブジェクトが直接交差している必要はありま
せん。たとえば、ターゲット オブジェクトが一連の島からなる場合 (たとえばハワイ諸島)、どの
島とも交差しない折れ線を使用して、ハワイ諸島を 2つのグループに分割できます。MBRが折れ
線と交差しないターゲットは、ターゲット リストから削除されます。
このように更新されたターゲット オブジェクトにおいて、すべてのオブジェクトの累積 MBR が
計算され、それが表すスペース全体が分割の対象になります。折れ線は、MBRと交差するように、
必要に応じて延長されます。すなわち、折れ線の両端において、最後の 2 点を結ぶ方向を取り、
その直交 (Cartesian)方向に折れ線を延長して、MBRと交差するようにします。延長された折れ線
は、ターゲット スペースを 2 つの部分に分割します。そのどちらかの部分が、1 つのリージョン
オブジェクトとして作成されて戻されます。
この文では、カッターとなる新しいリージョン オブジェクトの他に、更新されたターゲット オブ
ジェクトもターゲット状態で戻されます。新しいリージョン オブジェクトはターゲット テーブル
(編集可能なテーブルでなければならない)に挿入されます。元の折れ線オブジェクトも残っていま
すが、選択状態ではなくなっており、新しいリージョンオブジェクトが選択状態になっています。
作成されたリージョン オブジェクトで問題なければ、適切なターゲット オブジェクトが設定され
ており、適切なリージョン カッター オブジェクトが選択されているので、すぐに続けてオブジェ
クト分割操作を実行できます。

注 : カッターオブジェクトは、ターゲットレイヤに残ります。カッターオブジェクトを手
動で編集可能レイヤから削除する必要があります。

例

Open Table "C:\MapInfo_data\TUT_USA\USA\STATES.TAB"
Open Table "C:\MapInfo_data\TUT_USA\USA\US_HIWAY.TAB"
Map from States, Us_hiway
select * from States where state = "NY"
Set target On
select * from Us_hiway where highway = "I 90"
Create Cutter Into Target
Objects Split Into Target

関連項目

OverlayNodes() 関数、Set Target 文
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Create Designer Legend 文

目的
新しい凡例ウィンドウを作成し、アクティブなマップウィンドウのベクトルレイヤ、ラスタレイ
ヤ、主題図レイヤに対する地図凡例を表示します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィン
ドウから発行できます。

構文

Create Designer Legend
[ From Window map_window_id ]
[ WINDOW_CLAUSE ]
[ DEFAULT_FRAME_CLAUSE ]
[ LEGEND_TEXT_FRAME_CLAUSE ]
[ FRAME_FROM_LAYER_CLAUSE ]

map_window_idは、FrontWindow()関数およびWindowID()関数の呼び出しによって取得可能な
整数値のウィンドウ IDです。この識別子がレイアウトウィンドウ内のマップのものである場合、
凡例はそのウィンドウに作成されます。
WINDOW_CLAUSEについては、「ウィンドウ設定」を参照してください。
DEFAULT_FRAME_CLAUSEについては、「Default Frame 設定」を参照してください。
LEGEND_TEXT_FRAME_CLAUSEについては、「Legend Text Frame 設定」を参照してくださ
い。
FRAME_FROM_LAYER_CLAUSEについては、「Frame From Layer 設定」を参照してくださ
い。

説明
Create Designer Legend文は、アクティブなマップ ウィンドウのベクトル レイヤ、ラスタ レイ
ヤ、主題図レイヤに対する凡例を作成します。1 つのマップ ウィンドウに対して複数の凡例ウィ
ンドウが作成可能で、各マップ レイヤに対して凡例ウィンドウに 1 つの凡例フレームを作成でき
ます。
AdvancedRaster製品によってサポートされているファイル形式の場合のみ、ラスタ凡例を作成で
きます。Advanced Raster でサポートされているファイル形式は、MapInfo Pro の [PRO] タブで
[オプション]をクリックすると確認できます。[MapInfo ProRaster]セクションで、[環境設定]を
クリックします。[ラスタの設定]ダイアログで、[ラスタ形式]を選択します。イメージ /イメージ
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パレット以外の形式の場合のみ、凡例が作成可能です。ERDAS Enhanced Compressed Wavelet
(.ecw)、新しいラベル付きのUSGSDOQ (.doq)、およびBSBNOAANautical Chart (.kap)を除く、
その他すべての形式で凡例の作成がサポートされています。
Create Designer Legend 文を使用して独自のカスタム スタイルを定義する凡例を作成する方法に
ついては、「Frame From Layer 設定」を参照してください。
この文を使用する場合は、Frame From Layer (FRAME_FROM_LAYER_CLAUSE) 句が 1 つ以上
必要です。この句は、凡例ウィンドウに凡例を作成します。凡例ウィンドウ全体に関連する句
(WINDOW_CLAUSESなど) はすべて、最初の Frame From Layer 句の前に指定する必要があり
ます。

注 : Shade 文と Set Legend 文は主題図凡例の作成や変更を行いますが、凡例ウィンドウ
に主題図凡例を追加するのは Create Designer Legend 文のみです (Frame From Layer id
句を使用して主題図レイヤ ID を指定します)。

関連項目

Alter Designer Frame文、AddDesigner Frame文、Remove Designer Frame文、Set Designer
Legend 文、Set Window 文、WindowInfo( ) 関数

ウィンドウ設定
WINDOW_CLAUSESは、凡例ウィンドウのプロパティを設定するためのオプションの句です。

構文

Create Designer Legend
[ From Window map_window_id ]
[ WINDOW_CLAUSES ]
[ DEFAULT_FRAME_CLAUSES ]
[ LEGEND_TEXT_FRAME_CLAUSE ]
[ FRAME_FROM_LAYER_CLAUSE ]

WINDOW_CLAUSESは次のとおりです。

Create Designer Legend
[ From Window map_window_id ]
[ Position ( x, y ) [ Units paper_units ] ]
[ Width win_width [ Units paper_units ] ]
[ Height win_height [ Units paper_units ] ]
[ Min | Max | Restore | Floating | Docked | Tabbed | AutoHidden ]
[ Window Title { legend_window_title }
[ Portrait | Landscape | Custom ]
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map_window_idは、FrontWindow()関数およびWindowID()関数の呼び出しによって取得可能な
整数値のウィンドウ IDです。この識別子がレイアウトウィンドウ内のマップのものである場合、
凡例はそのウィンドウに作成されます。
x は、ワークスペースの左端からウィンドウの左端までの距離です。
y は、ワークスペースの上端からウィンドウの上端までの距離です。
paper_unitsは用紙単位名を表す文字列です。cm (センチメートル)、mm (ミリメートル)、in (イン
チ)、pt (ポイント)、およびパイカがあります。用紙単位名については、「Set Paper Units文」を
参照してください。
win_width は、ウィンドウの幅です。
win_height は、ウィンドウの高さです。
legend_window_title は、ウィンドウのタイトルを示す文字列です。デフォルトのタイトルは "My
Map Window の凡例" (My Map Window はマップ ウィンドウのタイトル) です。

説明
Position句は、MapInfoProのワークスペースにおけるウィンドウの位置を制御します。ワークス
ペースの左上隅が 0, 0 です。
Width 句と Height 句は、ウィンドウのサイズを制御します。ウィンドウの位置とサイズの値に
は、"in" (インチ)や "cm" (センチメートル)などの用紙単位設定を使用します。MapBasicには現在
の用紙単位設定があり、デフォルトではインチです。MapBasicプログラムから用紙単位の設定を
変更するには Set Paper Units 文を使用します。Create Designer Legend 文で Position 句、
Width句、または Height句にオプションの Unitsサブ句を指定すると、現在の用紙単位設定を変
更することができます。
Floating句は、ウィンドウを浮動表示にします(64ビット版のMapInfo Proのみに適用されます)。
Docked句は、ウィンドウをデフォルト位置にドッキングします(64ビット版の MapInfo Proのみ
に適用されます)。
Tabbed句は、ウィンドウをタブ表示にします。この状態のウィンドウは、ドキュメントと呼ばれ
ます(64 ビット版の MapInfo Pro のみに適用されます)。
AutoHidden句は、ウィンドウを自動的に非表示にします(64ビット版の MapInfo Proのみに適用
されます)。
Portrait や Landscape では、ウィンドウの凡例フレームの向きまたは自動配置を指定します。
Portrait を指定すると、フレームは上から下に縦に並びます。Landscape を指定すると、左から
右に横に並びます。
Custom を指定した場合、各フレームにユーザ定義の Position 句を指定できます。
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Default Frame 設定
DEFAULT_FRAME_CLAUSES (Default Frame設定)は凡例フレームのデフォルトを設定するもの
で、省略可能です。省略すると、アプリケーションの設定情報にあるデフォルトが使用されます
(最小と最大の制限は存在します)。デフォルト設定は、フレームごとの設定がない場合に適用され
ます。

構文

Create Designer Legend
[ From Window map_window_id ]
[ WINDOW_CLAUSES ]
[ DEFAULT_FRAME_CLAUSES ]
[ LEGEND_TEXT_FRAME_CLAUSE ]
[ FRAME_FROM_LAYER_CLAUSE ]
[ , ... ]

DEFAULT_FRAME_CLAUSESは次のとおりです。

Create Designer Legend
[ From Window map_window_id ]
[ Default Frame Title { def_frame_title } [ Font... ] } ]
[ Default Frame Subtitle { def_frame_subtitle } [ Font... ] } ]
[ Default Frame Style { def_frame_style } [ Font... ] } ]
[ Default Frame Line Width width [ Units paper_units ] ]
[ Default Frame Region Width width [ Units paper_units ] ]
[ Default Frame Region Height height [ Units paper_units ] ]
[ Default Frame Auto Font Size { On | Off } ]
[ Default Frame Bar [ Thickness t_value ] [ Length l_value ]
[ Units paper_units ] [ Horizontal | Vertical ] ]

map_window_idは、FrontWindow()関数およびWindowID()関数の呼び出しによって取得可能な
整数値のウィンドウ IDです。この識別子がレイアウトウィンドウ内のマップのものである場合、
凡例はそのウィンドウに作成されます。
def_frame_title はデフォルトのフレーム タイトルを示す文字列です。特殊文字 # (シャープ) を入
力すると、その部分が現在のマップのレイヤ名に置換されます。
def_frame_subtitle はデフォルトのフレーム サブタイトルを示す文字列です。特殊文字 # (シャー
プ) を入力すると、その部分が現在のマップのレイヤ名に置換されます。
def_frame_styleはフレーム内のシンボルの横に表示するテキストを示す文字列です。シャープ (#)
記号はレイヤ名に置き換えられます。パーセント (%)記号はシンボルに応じて、"ライン"、"ポイン
ト"、"リージョン"というテキストに置き換えられます。たとえば、STATES.TABレイヤにおいて
# と指定すると "States のリージョン" と表示されます。
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注 : 凡例行テキストに # と % の文字を使用する場合は、文字の前にエスケープ文字として
スラッシュ (\) を挿入し、\# や \% とします。

width は、ウィンドウ内のリージョンのサンプル見本の幅を表す用紙単位の値です。
height は、ウィンドウ内のリージョンのサンプル見本の高さを表す用紙単位の値です。
t_value は、ラスタ凡例フレームのカラー バーの厚さです。単位は、Units 句で指定されていなけ
ればインチです。
l_value は、ラスタ凡例フレームのカラー バーの長さです。単位は、Units 句で指定されていなけ
ればインチです。

説明
Default Frame Title 句、Default Frame SubTitle 句、Default Frame Style 句はそれぞれ、各フ
レームのデフォルトのタイトル、サブタイトル、行テキストとフォントを定義します。ただし、フ
レームごとの設定によってこの設定をオーバーライドすることができます。
Default Frame Line Width はサンプルのライン スタイルの幅を用紙単位で指定します。
Default Frame Region Width はサンプルのリージョン スタイルの幅を用紙単位で指定します。
Default FrameRegionHeightはサンプルのリージョンスタイルの高さを用紙単位で指定します。
paper_unitsは用紙単位名を表す文字列です。用紙単位の詳細については、「Set PaperUnits文」
を参照してください。
Default Frame Auto Font Size は、Style 句のフォント サイズ設定に基づく凡例見本のサイズ変
更を有効または無効にします。

注 : Default Frame Title句、Default Frame Subtitle句、Default Frame Style句は、主題
図レイヤの凡例には決して適用されません。主題図の凡例では、これらの情報が主題図から
取り出されます。

DefaultFrameBarは、ラスタ凡例のカラーバーのデフォルトのサイズと向きを表し、Thickness、
Length、向き (HorizontalまたはVertical)のうちの少なくとも 1つを含む必要があります。Units
句だけを含めると、実行時エラー (無効な句であるというエラー) が発生します。Default Frame
Bar句を指定しない場合は、Thicknessには 0.25インチ、Lengthおよび向きの Verticalには 2.0
インチという MapInfo Pro のデフォルト値が適用されます。

Legend Text Frame 設定
LEGEND_TEXT_FRAME_CLAUSEは、凡例ウィンドウにテキスト フレームを作成するためのオ
プションの句です。フレームの内容、凡例内の位置、テキストスタイル、表示単位を設定します。
複数の Legend Text Frame 句を指定できます。
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構文

Create Designer Legend
[ From Window map_window_id ]
[ WINDOW_CLAUSES ]
[ DEFAULT_FRAME_CLAUSES ]
[ LEGEND_TEXT_FRAME_CLAUSE ]
[ FRAME_FROM_LAYER_CLAUSE ]

LEGEND_TEXT_FRAME_CLAUSEは次のとおりです。

Create Designer Legend
[ From Window map_window_id ]
[ Legend Text Frame [ Text { frame_text [ Font... ] }
[ Position ( x, y ) [ Units paper_units ] ] ] ]

map_window_idは、FrontWindow()関数およびWindowID()関数の呼び出しによって取得可能な
整数値のウィンドウ IDです。この識別子がレイアウトウィンドウ内のマップのものである場合、
凡例はそのウィンドウに作成されます。
frame_text は、凡例タイトル、サブタイトル、または説明 (著作権情報など) のテキストです。
xと yは、テキスト フレームの位置を指定します。xは凡例ウィンドウの左からの距離、yは凡例
ウィンドウの上からの距離です。原点 (0,0) は、凡例ウィンドウの左上です。
paper_unitsは用紙単位名を表す文字列です。cm (センチメートル)、mm (ミリメートル)、in (イン
チ)、pt (ポイント)、およびパイカがあります。用紙単位名については、「Set Paper Units文」を
参照してください。

説明
Text 句は、テキスト フレーム内のテキストを指定します。凡例のタイトル、サブタイトル、説明
文 (マップの説明や著作権表示など) など、任意のテキストが指定できます。Text に Font 句が指
定されていない場合、デフォルトのフォントが使用されます。
フレームレベルの Position句は、MapBasic文のウィンドウレベルでCustomが指定されている
場合、フレームの位置を指定します。

Frame From Layer 設定
FRAME_FROM_LAYER_CLAUSE句は 1つ以上必要です。これによって、凡例ウィンドウ内のフ
レームのスタイルと表示が設定されます。
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構文

Create Designer Legend
[ From Window map_window_id ]
[ WINDOW_CLAUSES ]
[ DEFAULT_FRAME_CLAUSES ]
[ LEGEND_TEXT_FRAME_CLAUSE ]
[ FRAME_FROM_LAYER_CLAUSE ]

FRAME_FROM_LAYER_CLAUSEは次のとおりです。

Create Designer Legend
[ From Window map_window_id ]
Frame From Layer { map_layer_id | map_layer_name
[ Position ( x, y ) [ Units paper_units ] ]
[ Title { frame_title [ Font... ] }
[ SubTitle { frame_subtitle [ Font... ] } ]
[ Columns number_of_columns ] |
[ Height frame_height [ Units paper_units ] ]
[ Border Pen .... ] [ Brush ... ]
[ Priority priority_n ]
[ Name frame_name ]
[ Region [ Height region_height [ Units paper_units ] ] ]
[ Region [ Width region_width [ Units paper_units ] ] ]
[ Line [ Width line_width [ Units paper_units ] ] ]
[ Auto Font Size { On | Off } ]
[ Order { Default | Ascending | Descending |
{ Custom id | id : id [ , id | id : id ... ] ... } } ]
[ Using
[ Column { column | Object } [ FromMapCatalog { On | Off } ] ]
[ Label { expression | Default } ] ]
[ Display { Gap | Palette | Bar
[ [ Thickness t_value ] [ Length l_value ]
[ Units paper_units ] [ Horizontal | Vertical ] ] } ]

[ Filter Max max_value ]
[ Sort Alpha ]
[ Into ID frame_id ]
[ Style [ Font...] [ Norefresh ] [ Count { On | Off } ]
[ Text { style_name }
{ [Line Pen...] | [ Region Pen... ] [ Brush... ] | [ Symbol... ] |

Collection [ Symbol... ] [ Line Pen... ] [ Region Pen... ] [
Brush... ] }

[ Count count_value ]
[ Display { On | Off } ] ]
[ Text . . .] ]

map_window_idは、FrontWindow()関数およびWindowID()関数の呼び出しによって取得可能な
整数値のウィンドウ IDです。この識別子がレイアウトウィンドウ内のマップのものである場合、
凡例はそのウィンドウに作成されます。
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map_layer_id と map_layer_name は、マップ レイヤを指定します。Smallint 値 (たとえばシステ
ムレイヤを除く最上位のマップレイヤを指定する場合は1)か、マップに表示されているテーブル
名を表す文字列で指定することができます。主題図レイヤには map_layer_id を指定します。
paper_unitsは用紙単位名を表す文字列です。cm (センチメートル)、mm (ミリメートル)、in (イン
チ)、pt (ポイント)、およびパイカがあります。用紙単位名については、「Set Paper Units文」を
参照してください。
frame_title はフレーム タイトルを指定する文字列です。Title 句をフレームに指定すると、そのタ
イトルが def_frame_title の代わりに使用されます。
frame_subtitleはフレームサブタイトルを指定する文字列です。Subtitle句がここでフレームに対
して指定されている場合は、Default Frame Subtitle句の def_frame_subtitleの代わりにこれが使
用されます (「Default Frame 設定」を参照してください)。
number_of_columns はフレーム内に表示するフィールドの数です。
frame_height は、ユーザが凡例フレームのサイズを変更する場合に、Column 句の代わりに使用
します。フレームの高さを用紙単位で指定します。フレームのサイズが手動で変更されると、これ
が WOR ファイルに書き込まれます。
priority_n は、レイアウト ウィンドウに凡例を埋め込む際の、凡例の Z オーダー値を表す整数で
す。
framename は、レイアウト ウィンドウに埋め込まれたこの凡例フレームの名前を表す文字列で
す。
region_heightと region_widthは、リージョン見本の新しい高さと幅を表す値です。8～ 144ポイ
ント、0.666667 ～ 12 パイカ、0.111111 ～ 2 インチ、0.282222 ～ 5.08 ミリメートル、または
0.282222 ～ 5.08 センチメートルを指定できます。
line_width は、ライン見本の幅を表す値です。12 ～ 144 ポイント、1 ～ 12 パイカ、0.666667 ～
2 インチ、4.23333 ～ 50.8 ミリメートル、または 4.23333 ～ 50.8 センチメートルを指定できま
す。
column は、マップ レイヤのテーブルの属性フィールド名です。
expression は、有効な MapBasic 式です。
t_value は、ラスタ凡例のカラー バーの厚さです。単位は、Units 句が指定されていなければイン
チです。
t_value は、ラスタ凡例のカラー バーの長さです。単位は、Units 句が指定されていなければイン
チです。
max_value は、ラスタ凡例に表示する色の最大数です。
frame_idは、現在のレイアウトウィンドウ上の空のレイアウト枠のフレーム識別子 (1からフレー
ム総数までの ID) です。
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style_name は、カスタム凡例のシンボル、ライン、リージョンの横に表示する文字列です。
count_value は、ラスタ凡例の特定行のカウント値です。

説明
Frame From Layer 句は 1 つ以上必要です。各 Frame From Layer 句が、凡例ウィンドウに作成
される 1 つの凡例フレームを表します。
凡例ウィンドウ設定やデフォルト設定に関連する句はすべて、最初のFrame 句の前に指定する必
要があります。

注 : Shade 文と Set Legend 文は主題図凡例の作成や変更を行いますが、凡例ウィンドウ
に主題図凡例を追加するのは Create Designer Legend 文のみです (Frame From Layer 句
を使用して主題図レイヤ ID を指定します)。

Position 句は、MapBasic 文のウィンドウ レベルで Custom が指定されている場合、フレームの
位置を設定します。X座標は凡例ウィンドウの左からの距離、Y座標は凡例ウィンドウの上からの
距離で指定します。原点 (0,0) は、凡例ウィンドウの左上です。
フレームの Title が存在する場合は、それが Default Frame Title よりも優先されます。フレーム
タイトルに Font が含まれる場合は、デフォルトのフレーム タイトル フォントが存在しても、フ
レーム タイトルのフォントが優先されます。
フレームの Subtitle が存在する場合は、それが Default Frame Subtitle よりも優先されます。フ
レーム サブタイトルに Font が含まれる場合は、デフォルトのフレーム サブタイトル フォントが
存在しても、フレーム サブタイトルのフォントが優先されます。
Height 句は、ユーザがフレームのサイズを変更する場合に Columns 句の代わりに使用します。
両方が存在する場合は、Columns 句が使用されます。
Columns 句または Height 句は、地図凡例と主題図凡例にも適用されます。ただし、主題図凡例
のその他のプロパティはすべて、Set Legend 文によって指定する必要があります。
Border句は、レイアウトウィンドウに凡例を埋め込む際の、凡例の境界と背景のスタイルを指定
するためだけに使用します。
Penの後には、有効な Pen句を記述します。この句は、レイアウトウィンドウにフレームを埋め
込む際の、フレームのオン (塗りつぶし) またはオフ (中抜き) と、境界線の色を設定するためのも
のです。
Brushは有効なBrush句です。ソリッドブラシだけを使用できます。ソリッド以外の値を入力し
てもエラーになりませんが、種類として常にソリッドが強制的に使用されます。この句は、レイア
ウトウィンドウにフレームを埋め込む際の、フレームの背景色を指定するためだけに使用します。
Priority 句は、レイアウト ウィンドウに埋め込む際の Z オーダー値を凡例フレームに割り当てま
す。
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Name 句は、レイアウト ウィンドウに埋め込む際の名前を凡例に割り当てます。
Region Height 句は、凡例内の見本の具体的な高さを指定するもので、フレームのデフォルト設
定よりも優先されます。
RegionWidth句は、凡例内の見本の具体的な幅を指定するもので、フレームのデフォルト設定よ
りも優先されます。
Line Width 句は、凡例内のライン見本の幅を指定するもので、フレームのデフォルト設定よりも
優先されます。
Auto Font Size は、Style 句のフォント サイズ設定に基づく凡例見本のサイズ変更を有効または
無効にします。
Order 句は、地図凡例における行の順序を並べ替えたりカスタマイズしたりする機能を追加しま
す。行はスタイル ラベルによって並べ替えるか、独自の順序を定義して並べ替えることができま
す。並べ替え順序のオプションは、Default、Ascending、Descending、または Custom です。
Order句は、凡例が昇順、降順、またはカスタムの順序で並べ替えられている場合のみ、ワークス
ペースに書き込まれます。
Defaultの並べ替え順序は、凡例作成ウィザードが凡例行を作成する順序です。凡例を固有のスタ
イルに基づいて作成する場合は、それらのスタイルの順序がこの順序になり、それらのスタイルが
地図凡例における行として表示されます。並べ替え順序として Custom を指定した場合は、id 値
は行 ID です。ID は、リストの最初の行が 1 で、以下、順に大きくなります。[凡例フレームの設
定] ダイアログ ボックスの行のリストを見ると、リストの最初の行の ID は 1 で、リストの下に行
くにつれて ID は順に大きくなります。詳細については、「カスタム順序のオプション」および
Alter Designer Frame 文のカスタム順序のオプションに関する説明を参照してください。
Into ID を使用すると、空のレイアウト枠に凡例を挿入することができます。フレームが空でない
場合は、エラーとなります。frame_idが 1で、フレームが空でない場合、"レイアウト枠 1は空で
なければなりません"というメッセージが表示されます。Into IDは省略可能で、これを指定せずに
作成または追加された凡例は、マップの横に沿って自動配置されます。これは通常動作です。マッ
プ ウィンドウは、その凡例と同じレイアウト ページ上になければなりません。凡例を別のレイア
ウトページに挿入する場合や、マップがレイアウトウィンドウにない場合は、"親マップは、レイ
アウト ウィンドウの現在のページに埋め込む必要があります" というエラーが生じます。このエ
ラーの ID は 1067 です。
Into ID 句を使用する場合、他の句は無視され、エラーは生成されません。無視される句は、
Position、Units、Height、Border、Brush、Priority、およびNameです。フレームのサイズは、
その中の凡例に最も適したサイズに設定されます。
Using句は、ベクトルレイヤに対する凡例の作成方法を指定します。Column句とLabel句によっ
てテーブル要素を参照します。
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Columnが定義される場合、columnはフレームレイヤのテーブルの属性フィールド名、またはオ
ブジェクトフィールドを表すObjectです (凡例のスタイルはマップファイルの一意のスタイルに
基づいて決定されます)。デフォルトは Object です。
FromMapCatalog ONの場合は、ライブアクセステーブルのMapCatalogからスタイルが取得さ
れます。テーブルがライブアクセステーブルでない場合は、ライブアクセスではないテーブルの
デフォルト設定に戻ります。エラーはスローされません。ライブ アクセスではないテーブルのデ
フォルト設定は、FromMapCatalog OFF です (マップ スタイルなど)。
FromMapCatalog OFF の場合は、ライブ テーブルの一意のマップ スタイルがサーバから取得さ
れます。レコード別のスタイルをサポートするライブ アクセス テーブルでのみ、この動作が可能
です。ライブ テーブルがレコード別のスタイルをサポートしていない場合は、ライブ テーブルの
デフォルトの動作に戻ります。つまり、MapCatalog のデフォルトのスタイルが取得されます
(FromMapCatalog ON)。
Labelを定義する場合、expressionには有効な MapBasic式または Defaultを指定します (Default
を指定すると、Style句にテキストが含まれない限り、スタイルテキストの作成時にはデフォルト
のフレーム スタイル パターンが使用されます)。デフォルトは Default です。

注 : 最初に、各ベクトル レイヤの .TAB ファイル内で、タイトル、サブタイトル、フィー
ルド、ラベルのメタデータ値が検索されます。メタデータ値が存在すれば、それが Using
句の設定よりも優先されます。「GetMetadata$()関数」、および「Metadata文」を参照し
てください。

注 : オブジェクトの種類に基づいた凡例を作成する場合、最初にポイントのシンボルを描
画し、続いてライン、リージョンを描画します。コレクション オブジェクトは最後に描画
します。コレクション オブジェクトの中では、ポイント、ライン、リージョンの順に描画
します。

Display { Gap | Palette | Bar } 句は、ラスタ凡例のみに適用されます。
Display Bar は、連続ラスタ凡例をカラー バーを使用して表示します。この句には、バーのサイ
ズと向きを設定するオプションもあります。Thickness、Length、Unitsと、向き (Horizontalま
たはVertical)が設定できます。Unitsは省略可能です。省略した場合は、インチが適用されます。
厚さ、長さ、向きが指定されていない場合は、Default FrameBar句によって設定されたデフォル
ト値が使用されます。
Display Palette は、連続ラスタ凡例をラベル付きの単一色の見本として表示します。見本のサイ
ズは、フレームごとの設定、またはデフォルト設定における、リージョンの幅と高さに基づきま
す。
DisplayGapも、単一色の見本を表示しますが、これは分類済みのラスタレイヤ用です。Display
句が指定されていない場合は、ラスタ ソース レイヤの種類に応じて次のように処理されます。
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• ラスタ ソース レイヤが連続の場合、20 色を超える場合は Display Bar 句、それ以外の場合は
Display Palette 句が使用されます。

• ラスタ ソース レイヤが分類済みの場合、Display Gap 句が使用されます。
FilterMax句は、ラスタ凡例に対して作成された行または色の最大数を指定します。この句は省略
可能で、ラスタ凡例フレームに対してのみ有効です。デフォルト値は 100 です。この句を使用し
ない場合、ラスタ凡例には 100 色が表示されます。指定可能な値は 1 ～ 1600 です。
Sort Alpha 句は、分類済みラスタ凡例フレームに対して使用します。ラベルをアルファベット順
に並べ替えます。
Style 句に NoRefresh キーワードを使用すると、凡例を更新しても上書きされないカスタム フ
レームを作成できます。ただし、Style句に、凡例に表示されるスタイルの行定義のカスタムリス
トを含める必要があります。Text句と、適切なLine句、Region句、Symbol句、またはCollection
句によってこれを行います。
Font 句は、各行のラベルのテキスト スタイルを指定するもので、Default Frame Style のフォン
トよりも優先されます。
Count { On | Off } は、ラスタ凡例のみに適用され、レコード数を行ごとに表示するかどうかを制
御します。デフォルトは Off です。ラスタ凡例にカラー バーが表示される場合は無視されます。
各凡例行は Text 句で始まり、その後に Line 句、Region 句、Symbol 句、または Collection 句
が続きます。
各 Text 句の末尾には、ラスタ凡例のみに適用される Count 句をオプションで指定できます。ラ
スタレイヤにレコードあたりのカウント値が存在する場合、凡例の各行にその値が表示されます。
これを変更してはいけないので、Alter Designer Frame 文はこの値の変更をサポートしません。
各 Text 句の末尾には、オプションで Display 句も記述できます。Display On は、行を表示しま
す。Display Off は、行を非表示にします。Display 句がない場合、行は表示されます。Display
句は、凡例フレームに表示されない行に対してのみ、ワークスペース ファイルに記述されます。

例

Open Table ApplicationDirectory$() + "MyTable.tab" As mytable
Open Table ApplicationDirectory$() + "States.tab" As states
Open Table ApplicationDirectory$() + "City_125.tab" As cities
Open Table ApplicationDirectory$() + "Us_hiway.tab" As hiway
Map From cities, hiway, states, mytable
Create Designer Legend From Window FrontWindow()
Position (8, 0) Units "in"
Width 3 Units "in"
Height 6 Units "in"
Window Title "Legend Designer Window Test"
Custom
Default Frame Title "# Legend" Font ("Calibri",1,12,16711680)
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Default Frame Subtitle "#" Font ("Arial",2,10,255)
Default Frame Style "%" Font ("Lucida Calligraphy",0,8,16732240)
Frame From Layer Cities
Using column object
label default
Position (.5, 0) Units "in"
Subtitle "125 Largest Cities"
Frame From Layer hiway
Using column object
label default
Position (.5, .75) Units "in"
Title "US Highways"
Subtitle "Interstates"
Frame From Layer states
Using column object
label default
Position (.5, 1.5) Units "in"
Title "United States"
Subtitle "State Boundaries"
Frame From Layer mytable
Using column object
label default
Position (.5, 2.5) Units "in"
Title "MyTable Objects"
Subtitle "Special Objects"
Columns 4

次の例は、Create Designer Legend文を使用して凡例行の順序を指定する方法を示しています。
各 Text 句は凡例行を表します。行はデフォルトの順序でワークスペースに保存され、各 Text 句
には 1 から順に番号が振られます。

Create Designer Legend Frame From Layer 1
Order Custom 2, 3, 4, 1
Style Font ("Arial",0,8,0)

Text "LIBRARY"
Symbol (41,8388608,12,"MapInfo Miscellaneous",0,0)
Text "PRE-SCHOOL - PUBLIC"
Symbol (38,16711935,12,"MapInfo Real Estate",0,0)
Text "PRIMARY SCHOOL - PRIVATE"
Symbol (38,32768,12,"MapInfo Real Estate",0,0)
Text "PRIMARY SCHOOL - PUBLIC"
Symbol (38,32768,12,"MapInfo Real Estate",0,0)

上の例のOrder Custom句は、行 IDの順序を指定することによって、行にカスタムな順序を適用
します。Order Custom 2,3,4,1 は、行番号 2 から始まり、続いて 3、4、そして最初の Text 句が
最後になるように、凡例の順序を指定します。

2. Text "PRE-SCHOOL - PUBLIC" Symbol (38,16711935,12,"MapInfo Real Estate",0,0)
3. Text "PRIMARY SCHOOL - PRIVATE" Symbol (38,32768,12,"MapInfo Real Estate",0,0)
4. Text "PRIMARY SCHOOL - PUBLIC" Symbol (38,32768,12,"MapInfo Real Estate",0,0)
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1. Text "LIBRARY" Symbol (41,8388608,12,"MapInfo Miscellaneous",0,0)

凡例テキストは、次のようになります。
PRE-SCHOOL - PUBLIC
PRIMARY SCHOOL - PRIVATE
PRIMARY SCHOOL - PUBLIC
LIBRARY

レイアウト ウィンドウの凡例の作成
マップがレイアウト ウィンドウに埋め込まれている場合、そのマップに対して作成したすべての
凡例も同じレイアウト ウィンドウに配置されます。フルセットの凡例を 1 つのみマップに作成で
きます。フルセットには、マップ上のレイヤごとに1つの凡例が含まれます。1つのマップに対し
て複数の凡例ウィンドウが存在する場合、そのマップに対して最初に作成された凡例ウィンドウの
フレームのみがレイアウトに配置されます。
CreateDesignerLegend文の構文の中の一部の句は、レイアウトウィンドウに埋め込まれたマッ
プに凡例フレームを作成するときは適用されません。Window Title 句と Legend Text Frame 句
は無視されます。
Create Designer Legend 文を、レイアウト ウィンドウ内の同じマップに対して複数回使用する
と、マップにはすでに 1 つ以上の凡例があることを告げるメッセージが表示されます。この場合
は、Add Designer Frame 文を使用してください。

ラスタ レイヤに対する凡例の作成
ラスタ レイヤが凡例をサポートする場合は、map_layer_id と map_layer_name に対してラスタ
レイヤを使用できます。Advanced Raster 製品によってサポートされているイメージ ファイル形
式の場合のみ、ラスタ凡例を作成できます。AdvancedRasterでサポートされているファイル形式
は、[PRO] タブで [オプション] をクリックすると確認できます。[MapInfo Pro Raster] セクショ
ンで、[環境設定] をクリックしてサポートされるラスタ形式の一覧を表示します。
Create Designer Legend 文は Using 句を除き、ほとんどがラスタ凡例に適用されます。Frame
From Layer 句に Using 句が含まれる場合、ラスタ レイヤはエラーを返し、凡例は作成されませ
ん。Using 句は、フィールドやラベル式などのベクトル テーブル要素を参照するため、ラスタ凡
例フレームには適用されません。

カスタム順序のオプション
Create Designer Legend 文と Alter Designer Frame 文の両方に、並べ替え順序として Custom
を指定することのできる Order 句が追加されました。

Custom id | id : id [ , id | id : id ... ]
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ここで、次の式は、行 ID の範囲を昇順で指定します (Id2 > Id1)。

Id1 : Id2

リストの並べ替え
凡例行のカスタム順序の構文は、SetMap文でレイヤの並べ替えに使用するOrder句と同様です。
リストの先頭に近い部分を並べ替える場合の使用方法は極めて簡単ですが、末尾に近い部分の並べ
替えはそれほど簡単ではありません。たとえば、最初の 3 行の順序を逆にするには、次のように
記述するだけです。

Order Custom 3, 2, 1

残りの行については何もする必要がありません。行が全部で 10行で、最後の 2行を入れ換える場
合には、次のようにすべての ID を列挙する必要があります。

Order Custom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9

よりコンパクトに記述するには、次の構文を使用します。

Order Custom 1:8, 10, 9

値の範囲の指定
値の範囲を指定するにはコロン ( : ) を使用します。例を以下に示します。

Long form:
Order Custom 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 3, 4

Short form:
Order Custom 2, 5:10, 1, 3, 4
Order Custom 2, 5:10, 1, 3:4 (same as above but also valid)
Order Custom 2, 5:10, 1 (same as above but also valid)

Long form:
Order Custom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 11

Short form:
Order Custom 1:10, 12:20, 11

値のリストでは値が重複してはなりません。値が重複していると、エラーが発生します。次の場
合、エラーが発生します。

Order Custom 1:5, 8, 4:7
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この式では、行 ID 4 と 5 が重複しています。次のように構文を展開すると、重複していることが
わかります、

Order Custom 1, 2, 3, 4, 5, 8, 4, 5, 6, 7

凡例ウィンドウで凡例を作成または変更する場合には、いずれの構文も使用できます。ワークス
ペースでは、凡例ウィンドウ内の凡例がカスタム順序で 50行以上である場合に、短い構文が使用
されます。

Create Ellipse 文

目的
楕円もしくは円オブジェクトを作成します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウか
ら発行できます。

構文

Create Ellipse
[ Into { Window window_id | Variable var_name } ]
( x1, y1 ) ( x2, y2 )
[ Pen... ]
[ Brush... ] [ Priority n ] [ Name framename ]

window_id はウィンドウ識別子です。
var_name は既存のオブジェクト変数の名前です。
x1, y1 は楕円が位置を占める長方形の 1 つの角を指定します。
x2, y2 は長方形の反対側の角を指定します。
Pen はライン スタイルを指定する有効な Pen 句です。
Brush はフィル スタイルを指定する有効な Brush 句です。
nは、レイアウトウィンドウにあるオブジェクト (フレーム)のZオーダー値を指定する整数です。
framename は、レイアウト ウィンドウのこの項目の名前を表す文字列です。
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説明
CreateEllipse文は楕円オブジェクトまたは円オブジェクトを作成します。オブジェクトのMinimum
Bounding Rectangle (MBR) を x 軸半径と y 軸半径が等しくなるように定義すると、作成されるオ
ブジェクトは円になり、それ以外の場合には楕円になります。
オプションの Into Variable 句を文に含めると、作成されるオブジェクトは指定したオブジェクト
変数に格納されます。Into 句で Window 識別子を指定した場合、オブジェクトはウィンドウ内の
適切な場所 (たとえばマップ ウィンドウの編集可能レイヤ)に配置されます。Into句がない場合、
MapBasicはオブジェクトを最前面のウィンドウに配置しようとします。最前面のウィンドウに配
置できなかった場合 (たとえば最前面のウィンドウがグラファーであった場合) 、オブジェクトは
作成されません。
パラメータ xと yは MapBasicが現在使用している座標系で指定します。デフォルトで MapBasic
は経度、緯度の座標系を使用しますが、Set CoordSys文を使用してMapBasicの使用する座標系
を変更することができます。MapBasicの座標系はどのマップウィンドウの座標系からも独立した
ものであることに注意してください。ただし、レイアウト ウィンドウ上に作成されたオブジェク
トは用紙単位で指定されます。この場合の各 x 座標はページの左端からの距離を表し、各 y 座標
はページの上端からの距離を表します。用紙単位の詳細については、「Set Paper Units文」を参
照してください。デフォルトではインチを用紙単位として使用します。他の用紙単位を使用するに
は、Set PaperUnits文を使用します。レイアウトウィンドウ上にオブジェクトを作成する前に、
Set CoordSys Layout 文を発行しなければなりません。
オプションの Pen 句はライン スタイルを指定するものです。Pen 句が指定されていない場合、
Create Ellipse 文は現行の MapInfo Pro のライン スタイル ([ライン スタイル] ダイアログ ボック
スに表示されるスタイル) を用います。同様に、オプションの Brush 句はフィル スタイルを指定
するものです。
クローン文の作成時やワークスペースの保存時に、フレームの優先順位は 1 で始まる固有の値に
正規化されます。Priority 句を使って、新しく作成したオブジェクト フレームのレイアウト ウィ
ンドウにおける Z オーダーを割り当てます。
Name 句は、レイアウト ウィンドウ内のフレームに名前を割り当てます。割り当てられた名前は
ワークスペース (WOR) ファイルに書き込まれ、ワークスペースのバージョンが 1500 に更新され
ます。
関連項目

Brush 句、CreateCircle() 関数、Insert 文、Pen 句、Update 文
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Create Frame 文

目的
レイアウトに新たなフレームを作成します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウか
ら発行できます。

構文

Create Frame
[ Into { Window window_id | Variable var_name } ]
( x1, y1 ) ( x2, y2 )
[ Pen... ]
[ Brush... ]
[ Priority n ]
[ Name framename ]
[ Title title ]
[ From Window contents_win_id ]
[ FillFrame { On | Off } ]
[ Metadata SetKey keyname To keyvalue ]

window_id は整数のウィンドウ識別子です。
var_name はオブジェクト変数の名前です。
x1, y1 は新しく作成するフレームの角の 1 つを指定します。
x2, y2 はもう一方の角を指定します。
Pen はライン スタイルを指定する有効な Pen 句です。
Brush はフィル スタイルを指定する有効な Brush 句です。
nは、レイアウトウィンドウにあるオブジェクト (フレーム)のZオーダー値を指定する整数です。
クローン文の作成時やワークスペースの保存時に、フレームの優先順位は 1 で始まる固有の値に
正規化されます。
framenameは、レイアウトデザインのこの画像枠の名前を表す文字列です。レイアウトウィンド
ウ内のフレームに割り当てられた名前は、WOR ファイルに書き込まれます。Name 句が WOR
ファイルに書き込まれると、ワークスペースのバージョンが 1500 に更新されます。
title はフレームの内容を識別する文字列 (たとえば WORLD Map) です。From Window 句を使用
する場合は不要です。
contents_win_id はフレームに表示されるウィンドウを示す整数のウィンドウ識別子です。
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keyname は、メタデータ キーの名前を表す文字列です。
keyvalue は、キーに割り当てる値を表す文字列です。

説明
CreateFrame文は既存のレイアウトウィンドウ内に新しいフレームを作成します。この文は、レ
イアウト ウィンドウと古い (従来の)レイアウトウィンドウの両方に使用できます。window_idが
指定されない場合、新しいフレームは最前面のレイアウト ウィンドウに追加されます。
非地球座標系 (X,Y)値をフレームの位置指定に使用すると、エラーが表示されます。レイアウト上
にオブジェクトを作成する前に、Set CoordSys Layout 文を発行しなければなりません。
window_id パラメータは新しいフレームの追加先とするレイアウト ウィンドウを指定し、
contents_win_id パラメータは新しいフレームにどのウィンドウを表示するかを指定します。ウィ
ンドウ識別子を取得するには、ウィンドウを開いた直後に FrontWindow() 関数を呼び出すか、ま
たはウィンドウ作成後の任意の時点で WindowID() 関数を呼び出します。
レイアウト ウィンドウでは、レイアウトの上端または左端からはみ出る負の位置にフレームを配
置できません。MapInfo Pro は、フレームを配置する際に負の X 値または Y 値を 0 に修正します
(従来のレイアウト ウィンドウでは、負の数値が受け付けられます)。
Pen句で、フレームを表示する際のラインスタイルを決定し、Brush句でフレームウィンドウの
塗りつぶしを行うフィル スタイルを決定します。
Title 句はウィンドウが存在する場合、どのウィンドウを新しいフレームに表示するかを特定しま
す。たとえば、WORLD テーブルを表示するマップ ウィンドウを特定する場合、Title 句は Title
"WORLD Map" と記述しなければなりません。title 文字列が既存のどのウィンドウとも結びつか
ず、または""titleが空文字列 ("")である場合にはフレームは空になります。Title句とFromWindow
句の両方を指定した場合、From Window 句が有効となります。
フレーム内に表示するウィンドウを指定するために From Window 句を使用します。たとえば、
フレーム内にマップ ウィンドウを表示するには From Window id_map (id_map はマップ ウィン
ドウ識別子を格納した整数変数の名前)を指定します。ウィンドウを表示するフレームを生成する
前に、そのウィンドウをオープンしておかなければなりません。
フレームに何を埋め込むかは FillFrame 句により制御されます。FillFrame On を指定した場合、
フレーム全体にウィンドウのイメージが埋め込まれます。 FillFrame Offを指定した場合 (あるい
は FillFrame句全体を省略した場合)、マップ ウィンドウの表示比率がフレームのサイズに影響し
ます。つまり、マップ ウィンドウの形状を縦長に変更すると、フレームも縦長になります。
次のセッションまでの間、MapInfo ProはCreate Frame文をワークスペースファイルに保存する
ことにより、レイアウトウィンドウの設定を保持します。CreateFrame文の具体例は、レイアウ
トを作成し、ワークスペースを保存し、テキスト エディタでワークスペース ファイルを開くと見
ることができます。
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注 : 既存のレイアウトを操作するときに、LayoutItemInfo() 関数を
LAYOUT_ITEM_INFO_WIN属性を指定して呼び出すと、レイアウト上のマップフレームの
ウィンドウ ID を取得できます。

Metadata SetKey 句は、レイアウト枠に格納されたメタデータの管理に役立ちます。

例
次の例はマップ ウィンドウの主題図凡例と地図凡例フレームの作成方法を示します。
主題図凡例ウィンドウは例外的な存在です。主題図凡例ウィンドウにフレームを作成するには、
From Window 句の代わりに Title 句を使用する必要があります。

Dim i_layout_id, i_map_id As Integer
Dim s_title As String

' here, you would store the Map window's ID in i_map_id,
' and store the Layout window's ID in i_layout_id.
' To obtain an ID, call FrontWindow() or WindowID().

s_title = "Theme Legend of " + WindowInfo(i_map_id, WIN_INFO_NAME)
Set CoordSys Layout Units "in"
Create Frame
Into Window i_layout_id
(1,2) (4, 5)
Title s_title

凡例ウィンドウを作成するには 1 つのマップに対して複数の凡例ウィンドウが作成されることが
あるため、From Window 句を使用します。

Dim i_cartlgnd_id As Integer

' here, you would store the Cartographic Legend window's ID
' in i_cartlgnd _id,
' To obtain an ID, call FrontWindow() or WindowID().

Create Frame
Into Window i_layout_id
(1,2) (4, 5)
From Window i_cartlgnd_id

関連項目

Brush 句、Insert 文、Layout 文、Pen 句、Set CoordSys 文、Set Layout 文、Update 文
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空のフレームの作成
CreateFrame文は、レイアウトウィンドウに空のフレームを作成する場合も使用できます。空の
フレームは、レイアウトにテンプレート機能を追加し、有効なフレーム サイズで任意の場所にプ
レースホルダを作成するために使用します。

構文

Create Frame
[ Into { Window window_id | Variable var_name } ]
( x1, y1 ) ( x2, y2 )
[ Pen... ]
[ Brush... ]
[ Priority n ]
[ Name framename ]

window_id がレイアウト ウィンドウを指している場合、新しい空のフレームが作成されます。指
しているのが従来のレイアウト ウィンドウの場合は、従来の空のフレームが作成されます。従来
のレイアウト ウィンドウの詳細については、「従来のレイアウト ウィンドウの操作」を参照して
ください。
Name を省略すると、デフォルトの名前は "" (空の文字列) になります。名前はフレームの中央に
表示されます。長い名前 (空のフレームの現在の幅を超える長さの名前) は折り返されます。
Pen を省略すると、デフォルトで太さ 1 ピクセルの黒い実線が使用されます。
Brushを省略すると、デフォルトで透明のブラシ (塗りつぶされない)が使用されます。Priorityを
省略すると、フレームは最前面に追加されます。
空のフレームは他のフレームと同様にカウントされ、LayoutInfo()から返されるフレーム数に加え
られます。フレームの作成後、Alter Designer Frame 文を使って Pen、Brush、Name、または
Priority プロパティを変更できます。位置とサイズも Alter Designer Frame 文を使うか、GUI でフ
レームをクリックしてドラッグすれば変更できます。フレームの境界と塗りつぶし (ペンとブラシ)
は、GUI で [枠のプロパティ] ダイアログを使って変更できます。

空のフレームへのコンテンツの追加

空のフレームの再利用
マップとブラウザのみを空のフレームに挿入できます。マップ ウィンドウまたはブラウザ ウィン
ドウを空のフレームに挿入する方法は 2 つあります。
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1. Set Designer Frame 文を使用する

Set Designer Frame
[ Window layout_window_id ]
[ ID empty_frame_id ]
From { Window map_or_browser_window_id }

IDが空のフレームで、その後に FromWindow句がある場合、空のフレームには元のマップま
たはブラウザの複製が挿入されます。

2. Map From 文と Browse From 文を使用する
これらの文を使って、現在開いているテーブルを空のフレームに挿入します。以下に例を示し
ます。

Map From World, World_Cities Into Window layout_win_id Id empty_frame_id

ここでは、World および World_Cities という名前の開いたテーブル用のマップを作成し、レ
イアウト ウィンドウの空のフレームに挿入します。マップがデフォルトのビューで表示され
ます。空のフレームに既に設定されているフレームのプロパティも保持されます (ペン、ブラ
シ、位置、サイズ、名前、および Z オーダー)。

内容を挿入した後でフレームを再利用するには、空に戻す必要があります。

Set Designer Frame [ Window layout_window_id ] Id { frame_id } Clear

これによって、含まれていた内容と同じサイズと位置の空のフレームが残り、フレームの名前はそ
のまま保持されます。内容は破棄されます。つまり、マップまたはブラウザは消去されます。境界
のペン、ブラシ、Z オーダーなどの他のフレーム プロパティは変更されません。
ブラウザ、マップ、凡例、イメージ、およびテキストはこのコマンドで削除できます。このコマン
ドは、空のフレームにも使用できます。凡例フレームが関連付けられているマップ フレームをク
リアした場合、凡例フレームはレイアウトから削除されます。

Create Grid 文

目的
MapBasicがラスタテーブルとしてマップウィンドウに表示するラスタグリッドファイルを作成
します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。
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構文

Create Grid
From tablename
With expression [ Ignore value_to_ignore ]
Into filespec [ Type grid_type ]
[ Coordsys... ]
[ Clipping { Object obj } | { Table tablename } ]
Inflect num_inflections [ By Percent ] at
color : inflection_value [ color : inflection_value ...]
[ Round rounding_factor ]
{[ Cell Size cell_size [ Units distance_unit ]] | [ Cell Min n_cells
]}

[ Border numcells ]
Interpolate With interpolator_name Version version_string
Using num_parameters parameter_name : parameter_value
[ parameter_name : parameter_value ... ]

tablename はデータ ポイントを取り出すテーブルの "別名" です。
expression は色分けするテーブルのフィールド名などの式です。
value_to_ignore は無視する値です。通常は 0 です。レコードの値が無視する値に一致すると、そ
のレコードのグリッドは作成されせん。
filespec には作成するグリッド ファイルの完全パスとファイル名を指定します。.MIG という拡張
子を持ちます。
grid_type は作成するグリッド ファイルの種類を指定する文字列式です。デフォルトでは、.MIG
形式のファイルの作成には "mig.ghl"を使用します。カスタムなグリッドハンドラを使用する場合
は、そのカスタム グリッド ハンドラの名前 ("dted.ghl" など) を指定します。
Coordsys はグリッドの座標系を指定します。省略可能です。省略した場合、元のテーブルと同じ
座標系を使用します。詳細については、「CoordSys 句」を参照してください。
objはグリッドセルをクリップするオブジェクトです。指定したオブジェクトの中に重なるグリッ
ドだけを表示します。オブジェクトの外側にあるグリッド セルには何も書き込まれず、空白のセ
ルが作成されます。
tablenameはリージョン オブジェクト テーブルの名前です。このテーブルのリージョンを 1つに
結合し、グリッド セルのクリップに使用します。
num_inflections は、色調変化の color:inflection_value ペアの個数を指定する数式です。
color は、色調変化の color:inflection_value ペアの色部分を指定する色演算式です。
inflection_value は color:inflection_value ペアの値を数値またはパーセンテージで指定する数式で
す。
rounding_factor は色調変化点に適用する四捨五入基準を指定する数式です。
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cell_size はグリッド セル サイズを距離単位で指定する数式です。
distance_unitは上記のセルサイズの単位を指定する文字列式です。省略可能です。省略した場合、
テーブルの座標系の距離単位が使用されます。
n_cells はグリッド セルのみの高さまたは幅を指定する数式です。
numcells はグリッドの外側に追加するセルの数を指定します。この数のセルが元のグリッドの左
右、上下に追加されます。
interpolator_name はグリッドの作成に使用する補間エンジンを指定する文字列式です。MapInfo
に組み込みの補間エンジンは "IDW" または "TIN" です。
version_string は補間エンジンのバージョンを指定する文字列式です(バージョン 100 の IDW 補間
エンジンは MapInfo Pro 5.0 に組み込まれており、バージョン 200 の TIN と IDW の補間エンジン
は MapInfo Pro 5.5 およびそれ以降に組み込まれています)。
num_parameters は、使用する parameter_name: parameter_valueペアの数を指定する数式です。
• parameter_name は、このペアの名前の部分を指定する文字列式です。
• parameter_value は、このペアの値の部分を指定する数式です。

説明
グリッド主題図はポイントごとのデータを補間することにより連続したラスタ グリッド面を生成
します。Create Grid 文はポイント データ テーブルからデータ フィールドを取り出し、取り出し
たポイントとその属性を補間エンジンに渡します。補間エンジンは MapBasic がラスタ テーブル
としてマップ ウィンドウに表示するラスタ グリッド ファイルを作成します。
Create Grid 文では、From 句で指定されたテーブルから (x, y, z) 値を取り出します。With 句で
テーブルに関して指定された式を評価し、z 値を取得します。
グリッド サイズを指定する方法は 2 つあります。1 つはグリッドをマイルなどの距離単位で指定
する方法です。もう 1 つはグリッドの最小の高さまたは幅をグリッド セルで指定します。たとえ
ば、少なくとも高さ 200 セル、幅 200 セルのグリッドが必要な場合、"cell min 200" と指定しま
す。実際のグリッド サイズはグリッドを作成する領域の表示比率によって左右されるので、200
セルx200セルになるとは限りませんが、少なくとも幅か高さのどちらかは200セルになります。
By Percent atは、後続の color:Inflection_valueペアが色の値とパーセンテージの値を表すことを
指定します。使用しない場合、Inflection_value は標高や温度などの数値を表します。
グリッドの詳細については、「グリッドの記述」を参照してください。MapInfo Professionalの補
間エンジンについては、「IDW 補間法」および「TIN 補間法」を参照してください。
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例

Open Table "C:\States.tab" Interactive
Map From States
Open Table "C:\Us_elev.tab" Interactive
Add Map Auto Layer Us_elev
set map redraw off
Set Map Layer 1 Display Off
set map redraw on

create grid
from Us_elev
with Elevation_FT
into "C:\Us_elev_grid"
clipping table States
inflect 5 at
RGB(0, 0, 255) : 13
RGB(0, 255, 255) : 3632.5
RGB(0, 255, 0) : 7252
RGB(255, 255, 0) : 10871.5
RGB(255, 0, 0) : 14491
cell min 200
interpolate
with "IDW" version "100"
using 4
"EXPONENT": "2"
"MAX POINTS": "25"
"MIN POINTS": "1"
"SEARCH RADIUS": "100"

関連項目

GetGridCellValue() 関数、GridTableInfo()、IsGridCellNull() 関数、OverlayNodes() 関数、
RasterTableInfo() 関数、Set Map 文

グリッドの記述
グリッド主題図はポイントごとのデータを補間することにより連続したラスタ グリッド面を生成
します。Create Grid 文はポイント データ テーブルからデータ フィールドを取り出し、取り出し
たポイントとその属性を補間エンジンに渡します。補間エンジンは MapBasic がラスタ テーブル
としてマップウィンドウに表示するラスタグリッドファイルを作成します。CreateGrid文では、
From tablename句で指定されたテーブルから (x, y, z)値を取り出します。With句 (フィールド名)
でテーブルに関して指定された式を評価して z 値を取得し、これらのポイントで選択された特定
の補間エンジンに対する設定を使用して、グリッド セルの値を計算します。
グリッド サイズを指定する方法は 2 つあります。1 つはグリッドをマイル、メートル、フィート
などの距離単位で指定する方法です。もう 1 つはグリッドの最小の高さまたは幅をグリッド セル
の数で指定します。たとえば、少なくとも高さ200セル、幅200セルのグリッドが必要な場合、"cell
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min 200" と指定します。実際のグリッド サイズはグリッドを作成する領域の表示比率によって左
右されるので、200 セル x 200 セルになるとは限りませんが、少なくとも幅か高さのどちらかは
200 セルになります。
特定の標高値における色調変化点のセットを使用した IDW 補間エンジンの例を以下に示します。

Open Table "C:\MyData\States.tab" Interactive
Map From States
Open Table "C:\ MyData\Us_elev.tab" Interactive
Add Map Auto Layer Us_elev
Set map redraw off
Set Map Layer 1 Display Off
Set map redraw on
Create Grid
From Us_elev
with Elevation_FT
ignore 0
into "C:\ MapData\Us_elev_grid.mig"
Type "mig.ghl"
CoordSys Earth Projection 1, 74
clipping table States
Inflect 6 at
RGB(64, 0, 128) : -32808
RGB(0, 128, 192) : -16404
RGB(151, 255, 239) : -98
RGB(254, 248, 199) : 33
RGB(244, 171, 100) : 6566
RGB(235, 95, 1) : 32808
round 100
cell min 200
interpolate
with "IDW" version "100"
using 7
"AGGREGATION METHOD": "1"
"BORDER": "0"
"CELL SIZE": "8"
"EXPONENT": "2"
"MAX POINTS": "25"
"MIN POINTS": "1"
"SEARCH RADIUS": "800"

比率の値における色調変化点のセットを使用した TIN 補間エンジンの例を以下に示します。

inflect 5 by Percent at
RGB(0, 0, 255) : 0
RGB(0, 255, 255) : 25
RGB(0, 255, 0) : 50
RGB(255, 255, 0) : 75
RGB(255, 0, 0) : 100
Round 10
cell min 200
interpolate
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with "TIN" version "100"
using 8
"BORDER": "0"
"CELL SIZE": "15"
"DISTANCE": "80"
"EXPONENT": "2"
"FEATURE ANGLE": "45"
"SEARCH RADIUS": "53"
"TOLERANCE": "0.01 "
"READ ONLY": "T"

グリッドの表示方法と色調変化方法
セル値の計算の後、MapInfo Proでは、定義された色調変化のカラーと値の数で決定されるテーブ
ルの最小値と最大値の間に含まれる色調にそれらのセル値をグループ化します。
色調変化方法と色調変化点の指定を行うことで、色の変化を制御することができます。色調変化点
には 2 から 255 の間の値を指定する必要があります。また、色調変化点の値に四捨五入基準を適
用することもできます。ユーザ インターフェイスから補間を行う場合は、以下の 4 つの方法のい
ずれかを選択して色調変化点を計算できます。
• パーセント等間隔 -この方法では、2つの色調変化点の間にほぼ同じ数のグリッドセルを割り当
てます。

• 値等間隔 -この方法では、データ範囲の最大値と最小値の間に色調変化点を等間隔で割り当てま
す。

• パーセントを指定 - 独自に比率を指定する場合は、この方法を選択します。
• 値を指定 - 独自に値を指定する場合は、この方法を選択します。
Create Grid文を使用する場合は、色調変化点のカラーと値を、入力データから値を計算する自作
の方法を使用して、手動で計算する必要があります。

グリッド テンプレート
MapInfo Pro でグリッド主題図を作成すると、グリッド デフォルト テンプレートによって最小値
が青色に、また最大値が赤色に割り当てられます。これらの最小値および最大値も、範囲の比率と
して表されます。これらの色の設定および値は色調変化点と呼ばれ、凡例では特別な色、値、比率
で表示されます。セルの値が色調変化点の値とまったく同じである場合は、マップ上ではその色が
表示されます。セル値が 2 つの色調変化点の値の範囲内にある場合は、それらの色調変化点の色
の間にある色で表示されます。
関連項目

IDW 補間法、TIN 補間法
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IDW 補間法
IDW補間法は、グリッド上に恣意的な値を生成するデータ値 (つまり人口など、近くのデータ値と
関係がないか、影響を及ぼさないデータ)を扱ううえで最適です。この補間法は、疎データにも適
しています。IDW補間法では、マッピングエリアに含まれるグリッドセルの値が計算されます。
セル値の計算で考慮されるソース テーブルの各データ ポイント値は、セルの中心からの距離で加
重されます。この補間法では逆距離加重計算を行うため、ポイントがそのセルから離れているほ
ど、その値が計算結果のセル値に及ぼす影響は小さくなります。MapInfoProのグリッドマッピン
グプロセスでは、まず最初にソーステーブルの最小外接長方形 (MBR)を求めます。グリッドは、
同じサイズの正方形のセルに分割されます。たとえば MapInfo Pro のサンプル データ セットの
States テーブルでは、グリッドのデフォルト テンプレートを使用して、200 セル x 303 セルのサ
イズのグリッドを作成します。グリッド内のセル数を計算し、MBR のサイズを特定することで、
各セルのサイズを 18.1 x 18.1 平方マイルにする必要があることが明らかになります(セル サイズ
は、マップウィンドウに設定した距離の単位で表されます。この単位を変更するには、[マップ]>
[オプション] > [マップ単位] を選択します)。
IDW補間法の設定は、グリッド主題図を作成する際に、[主題図の作成 -ステップ 3-3]ダイアログ
の [設定] ボタンをクリックすると変更できます。この補間法設定のダイアログに表示されるセル
サイズは、セルの高さと幅を表します。セル サイズに何らかの変更を加えると、グリッド サイズ
が自動的に更新されます。MapInfo Pro では、セル サイズ、ソース ポイントおよび値を特定した
うえで各セルの値が計算されます。この値は、特定の検索半径内にあるポイントの距離加重平均を
計算することで求められます。セルの中心からポイントまでの距離によって逆加重されます。IDW
補間法では、各ポイントが計算結果に与える影響の程度は、指数によって決まります。指数が大き
くなるほど、近くのポイントがセル値に与える影響は大きくなります。指数に指定できる値の範囲
は 1～ 10です。また、ソースデータで重なるポイント (同じグリッドセルの領域に含まれるポイ
ント) の z 値を集計する方法を選択することもできます。重なるデータ ポイントの集計には、平
均、カウント、合計、最小、最大を選択できます。デフォルトの集計方法は平均です。

Create Grid 文における IDW 補間法の設定
MapInfo Pro の IDW 補間法は、Create Grid 文で以下のパラメータを指定して設定します。

Using num_parameters parameter_name : parameter_value
[ parameter_name : parameter_value ... ]

parameter_name : parameter_values は以下のように指定します。
• "EXPONENT": "数値" –最小値は 1、最大値は 10、デフォルト値は 2です。数値が大きくなるほ
ど、近くのポイントが計算後のセル値に与える影響は大きくなります。

• "SEARCH RADIUS": "数値" –ゼロよりも大きい値で、デフォルトでは 10単位に設定されます。
• "MIN POINTS": "数値" –ゼロよりも大きい値で、デフォルトでは 1に設定されます。最小ポイン
トはグリッド セルの値を計算する際に必要です。
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• "MAX POINTS": "数値" –ゼロよりも大きい値で、デフォルトでは 25に設定されます。最大ポイ
ントはグリッド セルの値を計算する際に必要です。

• "GRID HEIGHT": "数値" –ゼロよりも大きい値で、デフォルトでは 100に設定されます。セルの
グリッドの高さの最小値です。結果は表示比率によって変わりますが、計算後のセルの高さの最
小値はこの値になります。

• "GRID WIDTH": "数値" – ゼロよりも大きい値で、デフォルトでは 100 に設定されます。セルの
グリッドの幅の最小値です。結果は表示比率によって変わりますが、計算後のセルの幅の最小値
はこの値になります。

• "CELLSIZE": "数値" –グリッドセルのサイズを距離単位で指定します。ゼロよりも大きい値で、
指定がなければデフォルトで 100 に設定されます。

• "BORDER": "数値" – ソース テーブルの包囲長方形を超えてグリッドを拡大する場合のセル数を
指定します。これは、ポイントテーブルのデータで補間を行うが、リージョンテーブルにクリッ
プするという場合に便利です。

• "AGGREGATIONMETHOD": "数値" –同じセルに配置される重なるポイントの集計方法を指定し
ます。デフォルトの集計方法は 0 (平均)です。補間法のパラメータの大半は、[補間法の設定]ダ
イアログボックスの項目に一致しますが、集計方法の文字列を渡すのではなく、数値を指定しま
す。

0平均

1カウント

2最小システム要件

3最大

4合計

パラメータ名 :パラメータの指定を省略した場合は、デフォルトの値が使用されます。補間法の設
定をすべてデフォルトに指定したい場合は、Using num_parameters に 0 をセットします。
関連項目

Create Grid 文、TIN および IDW 補間法を読み取り専用に設定するパラメータ

TIN 補間法
TIN 補間法は、標高や温度など、グリッド上で連続的に変化するデータ ポイントや他のポイント
との関わりの深いデータ ポイント、および地形データに最適です。TIN 補間法では、ポイントの
連なりから三角形を生成し、IDW 補間法よりも元のマップの地形に近い形でマップを再生成しま
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す。TIN補間法では、ポイント間に直線を引き、それらを三角形に分割して、結び付けることので
きるポイントをすべて結び付けます。結合によって網目が作成され、グリッド ポイントが補間さ
れます。この補間法では、近くの元のデータ値から影響を受けることはありません。そのため、
IDW 補間法で生じる可能性のある "偽バンピング" は発生しません。
TIN 設定を変更して、マップの地形の詳細度を変えることができます。許容範囲を設定すること
で、近接のポイントを無視するかどうかを制御できます。この許容範囲は、一連のポイントを取り
囲むボックスの対角線長の比率で指定します。出力は距離の値に左右されます。ゼロ以外の距離値
を指定すると、メッシュの頂点を中心とする球に含まれるエッジまたは三角形だけが出力されま
す。これは、不定形三角網を特定の距離に制限する場合に便利です。そうでなければ、三角形分割
が凹状リージョンに適さないことになります。[フィーチャ角度]の設定により、鋭角と認められる
角度 (単位は度) を指定できます。この設定は、最終グリッドを曲線化する際に便利です。隣接す
る一連のポリゴンでの角度の差がこの値より大きければ、共有エッジは "鋭角" とみなされます。
TIN 補間法の設定は、グリッド主題図を作成する際に、[主題図の作成 - ステップ 3-3] ダイアログ
の [設定] ボタンをクリックすると変更できます。この補間法設定のダイアログに表示されるセル
サイズは、IDW 法の場合と同様に、セルの高さと幅を表します。セル サイズに何らかの変更を加
えると、グリッド サイズが自動的に更新されます。

Create Grid 文における TIN 補間法の設定
MapInfo Pro の TIN 補間法は、Create Grid 文で以下のパラメータを指定して設定します。

Using num_parameters parameter_name : parameter_value
[ parameter_name : parameter_value ... ]

parameter_name : parameter_values は以下のように指定します。
• "TOLERANCE": "数値" – .0001 以上で、かつ .01 以下の値を指定します。デフォルトでは .005
に設定されます。

• "DISTANCE": "数値" –ゼロよりも大きい値で、グリッドの高さおよび幅よりも小さい値を指定し
ます。

• "FEATURE ANGLE": "数値" –ゼロ以上で、かつ 180以下の値を指定します。デフォルトでは 25
度に設定されます。

• "MIN POINTS": "数値" –ゼロよりも大きい値で、デフォルトでは 1に設定されます。最小ポイン
トはグリッド セルの値を計算する際に必要です。

• "MAX POINTS": "数値" –ゼロよりも大きい値で、デフォルトでは 25に設定されます。最大ポイ
ントはグリッド セルの値を計算する際に必要です。

• "GRID HEIGHT": "数値" –ゼロよりも大きい値で、デフォルトでは 100に設定されます。セルの
グリッドの高さの最小値です。結果は表示比率によって変わりますが、計算後のセルの高さの最
小値はこの値になります。
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• "GRID WIDTH": "数値" – ゼロよりも大きい値で、デフォルトでは 100 に設定されます。セルの
グリッドの幅の最小値です。結果は表示比率によって変わりますが、計算後のセルの幅の最小値
はこの値になります。

• "CELLSIZE": "数値" –グリッドセルのサイズを距離単位で指定します。ゼロよりも大きい値で、
指定がなければデフォルトで 100 に設定されます。

注 : パラメータ名 :パラメータの指定を省略した場合は、デフォルトの値が使用されます。
補間法の設定をすべてデフォルトに指定したい場合は、Using num_parametersに 0をセッ
トします。

関連項目

TIN および IDW 補間法を読み取り専用に設定するパラメータ

TIN および IDW 補間法を読み取り専用に設定するパラメータ
グリッドに読み取り専用のフラグをセットして、変更や再補間ができないようにするには、parameter
name : parameter valueのペアに "READ ONLY": "T"を指定します。これは MapInfo Proの TINと
IDW の両方の補間法で指定できます。 このパラメータ値を使用すると、次のメタデータ タグ、

"\Interpolator\Parameter\READ ONLY" = "0"

が TABファイルに書き込まれ、ユーザインターフェイスからグリッドをユーザが変更または再補
間することはできなくなります。

Create Index 文

目的
オープン済みテーブルの 1つのフィールドにインデックスを作成します。この文は、MapInfo Pro
の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Create Index On table ( column )

table は、開いているテーブルの名前です。
column は、テーブル内のフィールド名です。
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説明
Create Index文は指定したフィールドのインデックスを作成します。MapInfoProは、インデック
スを [検索] などの操作に使用します。また、インデックスは、検索のパフォーマンスを全般的に
強化します。

注 : 編集内容がテーブルに保存されなかった場合、MapInfo Proはインデックスを生成でき
ません。編集内容を保存するには、Commit Table 文を使用してください。

例
次の例は、World テーブルの "Capital" フィールドにインデックスを作成します。

Open Table "world" Interactive
Create Index on World(Capital)

関連項目

Alter Table 文、Create Table 文、Drop Index 文、Commit Table 文

Create Legend 文

目的
指定されたマップ ウィンドウに連結された主題凡例ウィンドウを新しく作成します。 この文は、
MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。
MapInfo Pro バージョン 5.0 以上では、Create Cartographic Legend 文を使って地図凡例を作成お
よび表示できます。詳細については、「Create Cartographic Legend文」を参照してください。

構文

Create Legend
[ From Window window_ID ]
[ { Show | Hide } ]

window_ID は、マップ ウィンドウの MapInfo Pro ウィンドウ ID を示す整数です。
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説明
この文は、MapInfo Proの標準凡例ウィンドウだけでなく、特殊な浮動型の主題凡例ウィンドウを
作成します。MapInfo Proの標準凡例ウィンドウを開くには、OpenWindow Legend文を使用して
ください。
マップ ウィンドウがアクティブでない場合にもマップ ウィンドウの凡例を常に表示させる場合
は、Create Legend文が便利です。この文は、MapInfo Proウィンドウが別のアプリケーションに
統合される、Visual Basicアプリケーションなどの "統合マップ"アプリケーションにおいても便利
です。統合マップの詳細については、『MapBasic ユーザーズ ガイド』を参照してください。
FromWindow句を指定すると、新しい凡例ウィンドウは指定のウィンドウに連結されます。指定
しない場合は、新しいウィンドウは最近使用されたマップ ウィンドウに連結されます。
オプションのHideキーワードを指定すると、ウィンドウは非表示状態で生成されます。このよう
な非表示ウィンドウを表示するには、Set Window...Show 文を使用します。
Create Legend 文を発行した後で、WindowID( 0 ) を呼び出すことにより新しいウィンドウの
整数 IDを確認できます。以降の文 (SetWindow文など)では、このウィンドウ IDを使用します。
新しい主題図凡例ウィンドウは、Set Next Document 文で指定した親とスタイル設定に従って作
成されます。
関連項目

Create Cartographic Legend 文、Open Window 文、Set Next Document 文、Set Window 文

CreateLine() 関数

目的
直線を表すオブジェクトを返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼
び出すことができます。

構文

CreateLine( x1, y1, x2, y2 )

x1 はラインの始点の x 座標 (たとえば経度) を示す浮動小数です。
y1 はラインの始点の y 座標 (たとえば緯度) を示す浮動小数です。
x2 はラインの終点の x 座標を示す浮動小数です。
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y2 はラインの終点の y 座標を示す浮動小数です。

戻り値
オブジェクト

説明
CreateLine() 関数はラインを示すオブジェクト値を返します。パラメータ x と y は現在の座標系
を使用します。デフォルトでは MapBasic は緯度/経度座標系を使います。別の座標系を選択する
には Set CoordSys 文を使用します。
ラインオブジェクトは現在選択されているペンスタイルを使用します。特定のペンスタイルでラ
イン オブジェクトを作成するには、CreateLine() を呼び出す前に Set Style 文を発行するか、オ
プションの Pen 句を指定して Create Line 文を発行します。
CreateLine() 関数で作成したライン オブジェクトは、オブジェクト変数に代入したり、(Update
文を用いて) テーブルの既存のレコードに格納したり、(Insert 文を用いて) テーブルに新しいレ
コードを挿入することができます。オブジェクトをレイアウト ウィンドウ上に作成する必要があ
る場合は、先に Set CoordSys Layout 文を発行してください。

例
下記の例はRoutesテーブルに新しい列を挿入するために Insert文を使用しています。CreateLine()
関数は Insert 文の本体で使用します。

Open Table "Routes"
Insert Into routes (obj)
Values (CreateLine(-72.55, 42.431, -72.568, 42.435))

関連項目

Create Line 文、Insert 文、Update 文

Create Line 文

目的
ライン オブジェクトを生成します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行で
きます。
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構文

Create Line
[ Into { Window window_id | Variable var_name } ]
( x1, y1) ( x2, y2)
[ Pen... ] [ Priority n ] [ Name framename ]

window_id はウィンドウ識別子です。
var_name は既存のオブジェクト変数の名前です。
x1, y1 はラインの始点を指定します。
x2, y2 はラインの終点を指定します。
Pen 句はライン スタイルを指定します。
nは、レイアウトウィンドウにあるオブジェクト (フレーム)のZオーダー値を指定する整数です。
framename は、レイアウト ウィンドウのこの項目の名前を表す文字列です。

説明
Create Line 文はライン オブジェクトを作成します。
オプションの Into Variable 句を文に含めると、作成されるオブジェクトは指定したオブジェクト
変数に格納されます。Into 句で Window 識別子を指定した場合、オブジェクトはウィンドウ内の
適切な場所 (たとえばマップ ウィンドウの編集可能レイヤ)に配置されます。Into句がない場合、
MapBasicはオブジェクトを最前面のウィンドウに配置しようとします。最前面のウィンドウに配
置できなかった場合 (たとえば最前面のウィンドウがグラファーであった場合) 、オブジェクトは
作成されません。
パラメータ xと yは MapBasicが現在使用している座標系で指定します。デフォルトで MapBasic
は経度、緯度の座標系を使用しますが、Set CoordSys文を使用してMapBasicの使用する座標系
を変更することができます。MapBasicの座標系はどのマップウィンドウの座標系からも独立した
ものであることに注意してください。ただし、レイアウト ウィンドウ上に作成されたオブジェク
トは用紙単位で指定されます。この場合の各 x 座標はページの左端からの距離を表し、各 y 座標
はページの上端からの距離を表します。用紙単位の詳細については、「Set Paper Units文」を参
照してください。デフォルトではインチを用紙単位として使用します。他の用紙単位を使用するに
は、Set Paper Units 文を使用します。

注 : オブジェクトをレイアウト ウィンドウ上に作成する必要がある場合は、先に Set
CoordSys Layout 文を発行してください。

オプションの Pen句はラインスタイルを指定するものです。詳細については、「Pen句」を参照
してください。Pen 句が指定されていない場合、Create Line 文は現行の MapInfo Pro のライン
スタイルを使用します。
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クローン文の作成時やワークスペースの保存時に、フレームの優先順位は 1 で始まる固有の値に
正規化されます。Priority 句を使って、新しく作成したオブジェクト フレームのレイアウト ウィ
ンドウにおける Z オーダーを割り当てます。
Name 句は、レイアウト ウィンドウ内のフレームに名前を割り当てます。割り当てられた名前は
ワークスペース (WOR) ファイルに書き込まれ、ワークスペースのバージョンが 1500 に更新され
ます。
関連項目

CreateLine() 関数、Insert 文、Pen 句、Update 文

Create Map 文

目的
テーブルの構造を修正し、テーブルを地図作成可能にします。この文は、MapInfoProのMapBasic
ウィンドウから発行できます。

構文

Create Map
For table [ BlockSize block_size ]
[ CoordSys... ] Using from_table]

table は、開いているテーブルの名前です。
from_table は座標系のコピー元である、開いているテーブルの名前です。
block_size は 0 から 32767 までの値です。指定しない場合、デフォルト値は 16384 です。値が
512 未満の場合は、512 に切り上げられます。

説明
CreateMap文は、開いているテーブルをマップ作成可能にして、マップウィンドウに表示できる
ようにします。このコマンドは新しいマップ ウィンドウを開きません。新しいマップ ウィンドウ
を開くには、Map 文を使用します。
Create Map文は、既にマップ作成可能になっているテーブルに対して実行しないでください。実
行すると、テーブルからマップオブジェクトがすべて削除されます。Commit Table文（186ペー
ジ）テーブルにマップが添付されており、マップの投影法を永続的に変更したければ、Table As
文を使用します。マップを表示する投影法を一時的に変更したければ、Set Map 文を指定して
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CoordSys句を実行します。Create Map文は、リンクされたテーブルでは機能しません。他の用
紙単位を使用するには、Server Create Map 文を使用します。
BlockSize句の値は、0～ 32767です。指定しない場合、デフォルトは 16384です。値が 512未
満の場合は、512 に切り上げられます。一般にブロック サイズが大きいほどデータの転送レート
は速くなります。NativeX (MapInfo拡張)形式からNative (MapInfo)形式に変換した場合、NativeX
ファイルの元のブロック サイズが維持されます。NativeX から Native 形式にコミットする際に、
新しいブロック サイズを指定できます。
CoordSys は座標系を設定するための句です。詳しくは、CoordSys 句と次のセクションである
「座標システムの指定」を参照してください。

座標システムの指定
座標系を指定するには、次の 2 つの方法のどちらかを使用します。
• 既に開いているマップ作成可能なテーブルの名前を、Using句の from_table部分に指定します。
その場合、from_tableで使用したテーブルと同じ座標系が使用されます。from_tableに指定でき
るのは、既に開いているマップ作成可能なテーブルだけです。それ以外のものを指定すると、エ
ラーが発生します。

• CoordSys 句を使用して座標系の情報を明示的に指定します (環境設定で指定)。CoordSys 句も
Using 句も指定しなければ、現在の MapBasic 座標系が使用されます。

CoordSys句はマップの精度に影響することに注意してください。CoordSys句に含まれるBounds
句は、マップに保存される座標値の最大値と最小値を指定します。Bounds句を指定しなければ、
MapInfo Pro のデフォルトの境界、すなわち地球全体が保存の範囲となります (その場合、100 万
分の 1 度、すなわち約 4 インチの精度になります)。作成するマップの範囲が事前にわかっている
場合 (たとえば、特定の都市に限られる場合) は、境界を指定してマップを特定の領域に限定し、
マップ座標値の精度を高くすることができます。CoordSysの構文の詳細については、「CoordSys
句」を参照してください。
関連項目

Commit Table文、CoordSys句、Create Table文、Drop Map文、Map文、Server Create Map
文、Set Map 文
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Create Map3D 文

目的
指定したパラメータから 3D マップを作成します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィン
ドウから発行できます。

構文

Create Map3D
[ From Window window_id | MapString mapper_creation_string ]
[ Camera [ Pitch angle | Roll angle | Yaw angle | Elevation angle ] |
[ Position ( x, y, z ) | FocalPoint ( x, y, z ) ] |
[ Orientation ( vu_1, vu_2, vu_3, vpn_1, vpn_2, vpn_3,
clip_near, clip_far )]]
[ Light [ Position ( x, y, z ) | Color lightcolor ] ]
[ Resolution ( res_x, res_y ) ]
[ Scale grid_scale ]
[ Background backgroundcolor ]
[ Units unit_name ]

window_id はグリッド レイヤを含むマップ ウィンドウのウィンドウ ID です。グリッド レイヤが
含まれていないとエラー メッセージが表示されます。
mapper_creation_string で、グリッドにマップ テクスチャを作成するコマンド文字列を指定しま
す。
Camera で、カメラの位置と方向を指定します。
angle は角度の度数です。ダイアログで指定する水平角度は 0 度から 360 度の範囲で、グリッド
の中心を軸にマップを回転します。ダイアログで指定する垂直角度は 0 度から 90 度の範囲で、
マップ上で開始点から直接上方への回転を測定します。
Pitch はカメラ原点を中心に x 軸方向の回転を調整します。
Roll はカメラ原点を中心に z 軸方向の回転を調整します。
Yaw はカメラ原点を中心に y 軸方向の回転を調整します。
Elevation はカメラ焦点を中心に x 軸方向の回転を調整します。
Position はカメラや光源の位置を示します。
FocalPointでは、カメラや光源の焦点を指定します。
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Orientation はカメラの高さ (vu_1、vu_2、vu_3)、方向 (vpn_1、vpn_2、vpn_3)、クリップ範囲
(clip_near、clip_far) (ビューの一貫性を保つために特に使用) を指定します。
Resolutionは x、y方向に取得するサンプル数です。数字を大きくすることでグリッド解像度が上
がります。解像度はグリッドの x, y の最大サイズまで上げることができます。グリッドが 200 x
200の場合、解像度は 200 x 200が限度です。解像度をより上げることはできません。小さい値を
指定してください。
grid_scaleは、グリッドを z方向に拡大する値です。1より大きい値は z方向のトポロジーを強調
し、1 より小さい値は z 方向のトポロジーを縮小します。
backgroundcolor は背景の色を設定します。色は RGB() 関数を使用して指定します。
unit_nameはグリッド値の単位を指定します。単位のないグリッド (温度や密度などを使用して作
成したグリッドなど) にこの値を指定しないでください。このオプションは 3D マップの作成時に
必要です。この設定は、作成された 3D マップの Set Map3D 文、または [3D マップの設定] ダイ
アログ ボックスからは変更できません。

説明
作成された 3Dマップウィンドウはスタンドアロンウィンドウになります。3Dマップは元のマッ
プ ウィンドウと同じテーブルに基づくので、このようなテーブルを変更した場合や、3D マップ
ウィンドウを手動で更新したりワークスペースで再作成した場合、変更内容がグリッドに表示され
ます。window_id の示すウィンドウがマップ ウィンドウではない場合や、マップ ウィンドウにグ
リッドレイヤが含まれていない場合、3Dマップは作成できません。複数のグリッドがマップウィ
ンドウにある場合、それぞれが 3D マップ ウィンドウに表示されます。
3Dマップにはテクスチャを作成するためのマップ作成文字列が含まれています。この文字列は、
3D マップ ウィンドウが永続的である場合にワークスペースでも有効です。初期化されるときグ
リッド レイヤを読み込み、3D イメージとトポロジー オブジェクトを作成します。

例

Create Map3D Resolution(75,75)

最も新しいマップ ウィンドウから 3Dマップ ウィンドウを作成します。マップ ウィンドウになん
らかの連続したグリッドレイヤが含まれていない場合は作成できません。別の例を次に示します。

Create Map3D From Window FrontWindow() Resolution(100,100) Scale 2
Background RGB(255,0,0) Units "ft".

赤い背景色、z 値単位フィート、z 値倍率 2、グリッドの解像度 100 x 100 で 3D マップ ウィンド
ウを作成します。
関連項目
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Set Map3D 文

Create Menu 文

目的
新規のメニューを作成するか、既存のメニューを再定義します。MapInfo Pro 64 ビット版では、
このコマンドによって [レガシー]タブの [メニュー]リボングループに新しいメニューが作成され
ます。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文 1

Create Menu newmenuname [ ID menu_id ] [ Context ] As
menuitem [ ID menu_item_id ] [ HelpMsg help ]
{ Calling handler | As menuname }
[ , menuitem ... ]

構文 2

Create Menu newmenuname As Default

注 : MapInfo Pro 64 ビット版では、上記の構文 2 によってメニュー グループからメニュー
が削除されます。

newmenuname は文字列で、定義または再定義するメニューを表します。
menuitem は文字列で、新しいメニューに含む項目名を表します。
Context は内部専用に予約されており、MapBasic プログラムでは使用できません。
menu_id は 1 から 15 までの 2 バイト整数の ID 番号で、標準メニューを識別します。
menu_item_id は整数の ID 番号で、ユーザ定義のメニュー項目を識別します。
help は文字列で、メニュー項目がハイライトされているとき、ステータス バー上に必ず表示され
ます。
handler はプロシージャの名前、標準メニュー コマンドのコード、あるいは OLE または DDE を
呼び出してメニューイベントを処理するための特別な構文です。「Calling句オプション」を参照
してください。標準の MapInfo Pro 表示/非表示コマンドのコマンド コード
(M_WINDOW_STATISTICS など) を指定する場合は、項目の表示/非表示の動作を維持するため
に、menuitem 文字列を感嘆符で開始し、脱字挿入記号 (^) を含める必要があります。
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menuname は表示されているメニューの名前で、階層サブメニューとして含まれます。

説明
newmenuname パラメータが、表示されている MapInfo Pro メニュー名 ("ファイル" など) と一致
している場合、この文はそのメニューを再定義します。また、newmenuname のパラメータが表
示されているメニュー名と一致しない場合、Create Menu 文は全く新しい名前を定義します。標
準 MapInfo Pro メニュー名の一覧については、「Alter Menu 文」を参照してください。
この Create Menu 文では新しく作成したメニューが自動的に表示されません。新しいメニューは
その次のAlter MenuBar文またはCreate MenuBar文の結果としてのみ表示されます。ただし、
CreateMenu文が、表示されているメニューを修正した場合、表示されているメニューがメニュー
バーの一部になっているなら、その変化が即座に画面に現れます。

注 : MapInfo Pro は自動的に作成されるメニュー ([ファイル]など) を含め一度に 96 を超え
るメニュー項目を処理できません。処理できるメニュー項目の数は、その項目が同時に画面
に表示されるかどうかは関係ありません。

menuitemパラメータはメニュー項目の名前です。メニュー項目には、項目に特別な意味を持たせ
る特殊な制御文字を含ませることができます (たとえばメニュー項目にチェックマークを付ける場
合など)。詳細については、この後の表を参照してください。
スラッシュ (/)、バックスラッシュ (\)、より小さい (<)などの文字は、特別な扱いが必要です。こ
れらの特殊文字をメニューや状況バー ヘルプに表示するには、menuitem 文字列または help 文字
列に余分なバックスラッシュを 1つ含めなければなりません。たとえば、次の文は "Client/Server"
というメニュー項目を作成します。

Create Menu "Data" As
"Client\/Server" Calling cs_proc

menuitemパラメータが @文字で始まる場合、ユーザ定義のメニューは 2列に分けられます。名前
が @ で始まる項目は、2 番目の列に最初の項目として表示されます。
MapInfo Pro 64 ビット版でこのコマンドを使用する際は、次のことを忘れないでください。
1. この ID を持つメニューが [レガシー] タブに既に存在する場合、そのメニューのすべてのユー

ザ アドイン コントロールが削除され、メニューが新しい構造で作成されます。
2. このコマンドは、コンテキスト メニューには影響しません。
3. [レガシー]タブの 2個所に同じメニューを追加した場合、最後のメニューの構造のみが新しい

メニュー定義に反映されます。
4. メニュー項目のテキストの表示/非表示はサポートされていません。
5. メニュー項目に、コントロールに既に割り当て済みのショートカットが含まれている場合、こ

れらのコントロールは両方ともショートカット キーを使用して操作できなくなります。
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6. メニュー名は、有効な Windows Presentation Forms (WPF) 名であることが必要です (特殊文
字は使用できない、メニュー名の先頭に数字を使用することはできるが、表示時にアンダース
コアが付加されるなど)。

7. リボンに既に追加されているメニューのキャプションは、CreateMenu文を使用して変更され
ません。メニューを削除してから、再度追加する必要があります。

8. 同じメニューが 2 個所に追加された場合、最後のメニューのみが反映されます。
9. MapInfo Proの定義済みメニューと同じ名前のメニューは、Create Menu文呼び出し時に同じ

ID が指定されている場合を除いて適切に動作しません。

ユーザ定義のメニュー項目にハンドラを設定する
ほとんどのメニュー項目にCalling handler句が含まれます。handlerにはMapInfo Pro操作 ([テー
ブルを保存] コマンドを指定する M_FILE_SAVE など) を識別する MapBasic プロシージャ名また
は数字コードを指定します。ハンドラのあるメニュー項目がクリックされると、MapBasic は (ハ
ンドラがサブ プロシージャであるかコマンド コードであるかに関わらず) 自動的にそのハンドラ
を呼び出します。M_FILE_SAVEなどのメニューコードを参照する場合、プログラムにMENU.DEF
ファイルを Include する必要があります。
オプションの ID 句を使うと、ユーザ定義の各メニュー項目に一意な整数の ID を割り当てること
ができます。メニュー項目 IDは、複数のメニュー項目から同一のハンドラプロシージャを呼び出
せるようにしたい場合に便利です。このハンドラ プロシージャ内で、
CommandInfo(CMD_INFO_MENUITEM)を呼び出すことにより、どのメニュー項目を選択可能に
するかを決定できます。メニュー項目 IDは、AlterMenu Item文などの他の文でも使用できます。
handler も関連付けられた menuname もないメニュー項目は不活性です。不活性なメニュー項目
は、メニューを分ける横線を表示するような用途に使用されます。

階層メニューの作成
階層メニューを新しいメニューに追加するには、Calling サブ句の代わりに As サブ句を使用して
ください。Asサブ句には、新しいメニューに結び付ける既存のメニューの名前を指定する必要が
あります。次の例では、標準メニュー項目 1 つと階層メニュー 1 つを含むユーザ定義のメニュー
を作成します。

Create Menu "Special" As
"Configure" Calling config_sub_proc,
"Objects" As "Objects"

階層メニューをメニューに追加すると、階層メニューの名前が menuitem 文字列の代わりに親メ
ニューに現れます。
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メニュー項目の属性
メニュー項目は使用可能にも使用不可にすることもできます。使用不可の項目はグレイ表示になり
ます。さらに、メニュー項目の中にはチェック可能なものがあります (つまり、チェックマークを
メニュー項目の横に表示できます)。チェック可能なメニュー項目は、オンまたはオフのいずれか
の状態にあります。
メニュー項目の属性を設定するには、menuitem パラメータの先頭に制御コード (次に示す表を参
照) を指定します。

効果制御コード

メニュー項目の初期状態は、使用不可です。例: (Close
(

メニュー項目は水平方向の分割線になります。このようなメニュー項目にはハンドラを作成で
きません。例: (-

(-

この特殊コードは、[ファイル] メニューに表示される MRU (最近使用されたファイル) リスト
を表します。これはメニュー システムにのみ表示され、ショートカット メニューでは使用さ
れません。MRUリストを [ファイル]メニューから削除するには、このコードをMAPINFOW.MNU

から削除するか、Create Menu 文を発行して [ファイル] メニューを再作成します。

($

この特別コードは、開かれているウィンドウのウィンドウ メニューのリストを表します。メ
ニュー システムにのみ表示されます。(>

メニュー項目はチェック可能ですが、初期状態はオフです。
例：!Confirm Deletion

!

^脱字挿入記号 (Show... vs. Hide...^) がチェック可能なメニュー項目のテキスト文字列
に含まれる場合、オンとオフが交互に切り替わるのではなく、項目に代替テキスト (たとえば
[表示] と [非表示]) が交互に表示されます。項目が "オン" になると、脱字挿入記号の前のテキ
ストが表示されます。例：!Hide Status Bar^Show Status Bar

! ... ^ ...

メニュー項目はチェック可能で、初期状態はオンです。
例：!+Confirm Deletions

!+
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キーボード ショートカットの定義
メニュー項目には 2つのタイプのキーボードショートカットを設定できます。マウスクリックの
代わりにキーボード ショートカットを使用すると、キーボードからメニューを選択できます。
2つのタイプのうち1つは、キーを押してメニューをプルダウンしたり、メニュー項目を選択する
ために使用できます。たとえば、MapInfo Pro では Alt+W を押して [ウィンドウ] メニューを表示
してから Mを押す (または、Alt-Mを押す)と、[新マップ ウィンドウ]を選択できます。このタイ
プのキーボード ショートカットを作成するには、アンパサンド記号 (&) を newmenuname または
menuitem 文字列に挿入します (たとえば、"&Map" を menuitem パラメータとして Create Menu
文に指定します)。ショートカットとして使用する文字の直前にアンパサンド記号を記述します。
もう 1 つのタイプのキーボード ショートカットを使うと、メニューをまったく経由しないでオプ
ションを実行できます。メニュー項目に Alt+F5 というショートカット キーがある場合、Alt+F5
を押すことでそのメニュー項目を実行できます。このタイプのショートカットには、次のような
キーの組み合わせを使用してください。

注 : 次の表に示すコードは、メニュー項目名の最後に記述する必要があります。

効果Windows アクセラレータ コード

Windowsのショートカットキーを定義します。このキーは適切なキー
を押すと、使用可能になります。
例: Zap /WZ または Zap /W%120

/W {letter | %number}

Windows のショートカット キーを定義します。Shift キーも使う必要
があります。
例: Zap /W#Z または Zap /W#%120

/W# {letter | %number}

Windows のショートカット キーを定義します。Alt キーも使う必要が
あります。
例: Zap /W@Z または Zap /W@%120

/W@ {letter | %number}

Windowsのショートカットキーを定義します。Ctrlキーも使う必要が
あります。
例: Zap /W^Z または Zap /W^%120

/W^ {letter | %number}
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ファンクション キーを Windows アクセラレータに指定するには、アクセラレータ コードにパー
セント記号 (%) を含め、その直後に数字を記述する必要があります。数字 112 は F1 に相当し、
113 は F2 に対応します。以降もこれと同様です。

注 : Create Menu Bar As Default 文は、Create Menu文で作成したすべてのユーザ定義の
メニューを削除し、定義を解除します。または、アプリケーションから追加されたユーザ定
義のメニューの 1つのみ定義を解除する場合、Create Menumenuname As Default形式の
文を発行してください。

標準 MapInfo Pro メニュー (たとえば [ファイル]) を変更した場合、そのメニューを元の状態に戻
すには、Create Menu menuname As Default 文を発行します。

Calling 句オプション
Calling句は、ユーザ定義のメニューコマンドが選択されたときに実行する動作を指定します。次
の表は、利用可能な構文についての説明です。

説明Calling 句の例

MENU.DEFに定義された数字コードを Calling句の後に指
定した場合、標準 MapInfo Pro メニュー コマンド (この例
では [ファイル]> [新規テーブル]コマンド)を実行すると、
イベントが処理されます。

Calling M_FILE_NEW

プロシージャ名を指定した場合、プロシージャを呼び出す
ことによりイベントが処理されます。Calling my_procedure

SetCallback メソッドによって設定された OLE オート
メーションオブジェクトにメソッド呼び出しを行うことに
より、イベントが処理されます。

Calling OLE "methodname"

Windowsのみ。DDEを通して "server|topic"に接続し、実
行メッセージを DDE サーバに送ることにより、イベント
が処理されます。

Calling DDE "server","topic"

最後の 2 つのケースでは、メッセージが MapInfo Pro から送られてきたものであることをサーバ
が探知するために、OLE あるいは DDE に送られた文字列は、"MI:" の 3 文字でスタートします。
文字列の残りには、適切なCommandInfo()関数呼び出しで取得した値をコンマで区切ったリスト
にして格納します。文字列構文の詳細については、『MapBasicユーザーズガイド』を参照してく
ださい。
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例
次の例では Create Menu 文を使用してユーザ定義のメニューを作成してから、そのユーザ定義の
メニューを MapInfo Pro のメニュー バーに追加します。この例は、[ウィンドウ] メニュー (ID 6)
と [ヘルプ] メニュー (ID 7) を削除し、ユーザ定義のメニューを追加し、[ウィンドウ] メニューと
[ヘルプ] メニューをメニュー バーに戻します。このテクニックを使うと、最後の 2 つのメニュー
は常に [ウィンドウ] と [ヘルプ] になります。

Declare Sub Main
Declare Sub addsub
Declare Sub editsub
Declare Sub delsub
Sub Main
Create Menu "DataEntry" As
"Add" Calling addsub,
"Edit" Calling editsub,
"Delete" Calling delsub

Alter Menu Bar Remove ID 6, ID 7
Alter Menu Bar Add "DataEntry", ID 6, ID 7
End Sub

次の例では短縮した [ファイル]メニューを作成します。制御文字 "("を指定すると、[閉じる]、[保
存]、[印刷] オプションは初期状態で使用不可になります。[開く] オプションと [保存] オプション
には、Windows アクセラレータ キー (それぞれ Ctrl+O、Ctrl+S) があります。ここで注意してほ
しいのは、[開く] と [保存] の両方で、Chr$(9) 関数を使ってタブ記号をメニュー アイテム名に挿
入することです。これにより、残りのテキストが右に移動します。

Include "MENU.DEF"

Create Menu "File" As
"New" Calling M_FILE_NEW,
"Open" +Chr$(9)+"Ctrl+O/W^O" Calling M_FILE_OPEN,
"(-",
"(Close" Calling M_FILE_CLOSE,
"(Save" +Chr$(9)+"Ctrl+S /W^S" Calling M_FILE_SAVE,
"(-",
"(Print" Calling M_FILE_PRINT,
"(-",
"Exit" Calling M_FILE_EXIT

MapInfo Pro のショートカット メニューにアクセスできないようにするには、Create Menu(- 文
を使って該当するメニューを再作成し、メニューを区切り用の制御コード "(-"として定義してくだ
さい。次の例では、マップ ウィンドウのショートカットを使用不可にするためにこのテクニック
を使用します。

Create Menu "MapperShortcut" As "(-"
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関連項目

Alter Menu Item 文、Create Menu Bar 文

Create Menu Bar 文

目的
利用可能なメニューを使用して、メニュー バー全体を再構築します。 この文は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文 1

Create Menu Bar As
{ menu_name | ID menu_number }
[ , { menu_name | ID menu_number } ... ]

注 : MapInfoPro 64ビット版では、このコマンドによって [レガシー]タブに新しいメニュー
グループが作成され、各メニューがドロップダウンとして作成されます。また、同じ名前の
メニューがメニュー グループに既に存在する場合は、新しい名前で置き換えられます。

構文 2

Create Menu Bar As Default

注 : MapInfo Pro 64 ビット版では、上記の構文 2 によってメニュー グループ全体が削除さ
れます。

注 : WinSpecificメニューのサポートは終了しました。メニューグループに追加するには、
個別のメニュー名を割り当てる必要があります。

menu_name は、標準 MapInfo Pro メニューの名前、または Create Menu 文で作成したユーザ定
義のメニューの名前です。
menu_number は、標準 MapInfo Pro メニューに関連付けられた番号です (たとえば 1 は [ファイ
ル] メニュー)。
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説明
Create Menu Bar 文は、メニュー バーに表示するメニューとその順序を MapInfo Pro に指示しま
す。この文で 1つ以上の標準メニュー名を省略した場合、表示されるメニューは標準MapInfo Pro
メニューより短くなります。反対に、この文の中に1つ以上のユーザ定義のメニュー (CreateMenu
文によって作成されたメニュー)が含まれる場合、CreateMenuBar文によって作成されたメニュー
バーは標準 MapInfo Pro メニューより長くなります。
メニューは、標準メニューであろうとユーザ定義のメニューであろうと、その名前 (たとえば [ファ
イル])で識別されます。また、MapInfoProの標準メニューはどれもメニュー IDで参照できます。
たとえば、[ファイル] メニューの ID 番号は 1 です。
MapInfo Proメニューの名前と ID番号については、「Alter Menu Item文」を参照してください。
メニュー バーをカスタマイズした後に次の文を発行すると、標準MapInfo Professional メニュー
バーが復元されます。

Create Menu Bar As Default

CreateMenu Bar AsDefault文は、MapInfo Proの標準メニューバーを元に戻します。CreateMenu
Bar As Default 文は、同時に実行されている他の MapBasic アプリケーションによって追加され
たユーザ定義のメニュー項目も削除することに注意してください。したがって、CreateMenuBar
As Default 文を使用するときは、他の MapBasic アプリケーションをうっかり使用不可能にして
しまわないように充分注意することが必要です。

例
次の例では、メニュー バーを短くして、[ファイル]、[編集]、[クエリ] メニューのみを残します。

Create Menu Bar As
"File", "Edit", "Query"

通常、マップ ウィンドウがアクティブなウィンドウである場合、MapInfo Pro メニュー バーに表
示されるのは [マップ] メニューのみです。同様に、ブラウズ ウィンドウがアクティブなウィンド
ウである場合、MapInfo Pro には [ブラウズ] メニューのみが表示されます。次の例ではメニュー
バーを再定義して、画面にウィンドウが表示されていない場合でも [マップ]メニューと [ブラウズ]
メニューが表示されるようにします。ただし、現在のウィンドウがマップ ウィンドウでないとき
は [マップ] メニューのすべての項目が使用不可 (グレイ表示) になり、現在のウィンドウがブラウ
ザ ウィンドウでないときは [ブラウズ] メニューのすべての項目が使用不可になります。

Create Menu Bar As
"File", "Edit", "Query", "Map", "Browse"
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次の例では、DataEntryというユーザ定義のメニューを作成し、メニュー バーを再定義して [ファ
イル]、[編集]、[DataEntry] の各メニューのみがメニュー バーに表示されるようにします。

Declare Sub AddSub
Declare Sub EditSub
Declare Sub DelSub

Create Menu "DataEntry" As
"Add" calling AddSub,
"Edit" calling EditSub,
"Delete" calling DelSub

Create Menu Bar As
"File", "Edit", "DataEntry"

関連項目

Alter Menu Bar 文、Create Menu 文、Menu Bar 文

Create MultiPoint 文

目的
多数のポイントを単一のオブジェクトに結合します。すべてのポイントには同一のシンボルが付き
ます。マルチポイント オブジェクトは単一のレコードとしてブラウザに表示されます。 この文
は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Create Multipoint
[ Into { Window window_id | Variable var_name } ]
[ num_points ]
( x1, y1 ) ( x2, y2 ) [ ... ]
[ Symbol... ]

window_id はウィンドウ識別子です。
var_name は既存のオブジェクト変数の名前です。
num_points は、マルチポイント オブジェクト内のポイントの数です。
x, y はポイントの位置を示します。
Symbol 句は、シンボル スタイルを指定します。
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注 : マルチポイント オブジェクトに含まれるすべてのポイントに対して 1 個のシンボルが
使用されます。

現在、MapInfo Pro では、次の 4 種類の構文を使用してポイントに使うシンボルを定義します。

構文 2 (MapInfo Pro 3.0 シンボル構文)

Symbol ( shape, color, size )

shapeはMapInfo Proの標準のシンボルセットからどの文字を使用するかを指定する 31以上の整
数値です。MapInfo 3.0シンボルとは、MapInfo forWindows 3.0で初めて採用されたシンボルセッ
トであり、MapInfo Proのそれ以降のバージョンにも受け継がれています。不可視のシンボルを作
成するには、31を使ってください。標準のシンボルセットにはシンボル 31～ 67までが含まれま
すが、ユーザは Symbol アプリケーションを使用してシンボル セットをカスタマイズすることが
できます。
color は整数の RGB カラー値です。「RGB() 関数」を参照してください。
size は、1 ～ 48 の整数ポイント サイズです。

構文 3 (True Type フォント構文)

Symbol ( shape, color, size, fontname, fontstyle, rotation )

shape は TrueType フォントからどの文字を使うかを指定する 31 以上の整数値です。不可視のシ
ンボルを作成するには、31 を使ってください。
color は整数の RGB カラー値です。RGB( ) 関数を参照してください。
size は、1 ～ 48 の整数ポイント サイズです。
fontname は TrueType のフォント名を示す文字列です (たとえば "WingDings")。
fontstyle は太字などの属性を制御する整数コードです。
rotation は回転角度を度で表す浮動小数です。

構文 4 (Custom Bitmap ファイル構文)

Symbol ( filename, color, size, customstyle )

filenameは、ビットマップファイル名を表す31文字までの長さの文字列です。このファイルは、
(Reload Symbols文を使用して他のディレクトリを指定しない限り) CUSTSYMBディレクトリに
格納する必要があります。
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color は整数の RGB カラー値です。「RGB() 関数」を参照してください。
size は、1 ～ 48 の整数ポイント サイズです。
customstyleは、色および背景の属性を制御する整数コードです。以下の表を参照してください。

構文 5

Symbol symbol_expr

symbol_expr は、Symbol 変数の名前、またはシンボル値を戻す関数呼び出し (たとえば
MakeSymbol( ) 関数) のいずれかであるシンボル式です。

例

Create Multipoint 7 (0,0) (1,1) (2,2) (3,4) (-1,1) (3,-2) (4,3)

関連項目

Objects Combine 文、Set Combine Version 文

Create Object 文

目的
Buffer、Merge、Intersect、Union、Voronoi、Isogram操作を実行して、1つまたは複数のリージョ
ンを作成します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Create Object As { Buffer | Isogram | Union | Intersect | Merge |
ConvexHull | Voronoi }
From fromtable
[ Into { Table intotable | Variable varname } ]
[ Data column = expression [ , column = expression... ] ]
[ Group By { column | RowID } ]

fromtable は、現在開かれていて、1 つまたは複数のグラフィック オブジェクトを含むテーブルの
名前です。
intotable は、現在開かれていて、新しいオブジェクトを保存するテーブルの名前です。
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varname は新たなオブジェクトを保存するオブジェクト変数の名前です。
column はテーブル内のフィールドの名前です。
expression は、column にデータを格納するための式です。

説明
CreateObject文は、1つまたは複数の既存オブジェクトに地理的演算 (Buffer、Merge、Intersect、
Union、ConvexHull、Voronoi、または Isogram)を行って、1つまたは複数の新しいリージョンオ
ブジェクトを作成します。
Into 句は作成した結果を記憶する場所を指定します。作成結果をテーブルに記憶するには Into
Table を指定します。結果をオブジェクト変数に保存する場合は、Into Variable と指定します。
Into 句を指定しなければ、結果はソース テーブルに保存されます。

注 : Group By句を使用して、データ併合を実行する場合は、結果を変数ではなくテーブル
に保存する必要があります。

As キーワードに続くキーワードは、作成するオブジェクトのタイプを指示します。Buffer と
Isogramについては、「Create Object As Buffer」および「Create Object As Isogram」で説明
します。
Union

Unionを指定して併合操作を行うと、重なり合う領域は除去されます。重なり合う2つのリージョ
ン (どちらも 1つのポリゴンを含む)に Union操作を行うと、併合結果はポリゴンを 1つだけ含む
リージョン オブジェクトになります。
しかし、オブジェクトが他のオブジェクトの中に完全に包含されている場合、この 2 つの操作は
非常に異なった動きをします。この場合、Merge 操作では小さい方のオブジェクトの占める領域
が、大きい方のオブジェクトから除去され、小さいオブジェクトのあった場所は空白になります。
しかし、Union 操作では小さい方のオブジェクト領域は除去されません。
Create Objects As Unionは、Objects Combine文に似ています。ただし、Objects Combine文
は、入力オブジェクトを削除して新しい併合オブジェクトを挿入します。CreateObjectsAsUnion
は新しい併合オブジェクトを挿入しますが、入力オブジェクトは削除しません。ターゲットと複数
のテーブルを使用した併合はObjects Combine文でのみ可能です。カラムを使ってオブジェクト
を併合する機能は、Create Objects As Union で Group By 句を指定して実現できます。
Create Object As Union 文で Group By 句を指定しなければ、テーブル内のすべてのオブジェク
トを併合して 1つのオブジェクトが作成されます。GroupBy句を指定する場合は、テーブル内の
フィールドを指定する必要があります。そのフィールド値にしたがってソース オブジェクトがグ
ループ化され、グループごとに併合オブジェクトが作成されます。
Group By 句を指定すると、MapInfo Pro は同じ値を共有しているすべてのレコードをグループ化
します。そして、操作 (たとえば Merge) を、そのグループに対して実行します。
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また、Data 句を指定すると、MapInfo Pro はデータの統合を実行します。たとえば、Merge また
はUnion操作を実行する場合、Data句を使用して、Sum( )または Avg( )統合関数に基づいたデー
タ値を指定したいと思うこともあるでしょう。
Intersect

Intersect を指定すると、他のオブジェクトとの交差を表すオブジェクトが作成されます (たとえ
ば、2つのリージョンが部分的に重なる場合、両方のオブジェクトが重なる領域が交差リージョン
です)。
組み込み

Mergeを指定すると、ソースオブジェクトの結合領域を表すオブジェクトが生成されます。Merge
操作を行うと、元のオブジェクトに属するすべてのポリゴンが含まれた併合オブジェクトが作成さ
れます。元のオブジェクト同士が重なる場合、Merge操作はその重なりを除去しません。したがっ
て、重なり合う 2つのリージョン (どちらも 1つのポリゴンを含む)にMerge操作を行うと、併合
結果は 2 つの重なり合うポリゴンを含むリージョン オブジェクトになります。この場合、一般に
Merge の代わりに Union を使用してください。
凸包ポリゴン

ConvexHull演算子は複数のポイントの周りに凸包を作成します。凸包ポリゴンはすべてのポイン
トを輪ゴムで束ねるような演算子と考えられます。最小限のポイント数から構成され、その他すべ
てのポイントがポリゴンの上または内部に配置されます。このポリゴンは凸形状であるため、180
度を超える内角はありません。
凸包を構成するポイントは fromtableで指定したテーブルにあるリージョン、折れ線、ポイントの
いずれかのノードです。Create Object As ConvexHull 文に Group By 句がない場合、MapInfo
Pro は凸包ポリゴンを 1 つ作成します。Group By 句でテーブル内のフィールドを指定した場合
は、そのフィールド値にしたがってソース オブジェクトがグループ化され、グループごとに凸包
ポリゴンが 1 つ作成されます。この文に Group By RowID 句が含まれていると、MapInfo Pro は
ソース テーブルのオブジェクトごとに凸包ポリゴンを 1 つ作成します。
Voronoi

Voronoi を指定すると、入力ポイントからボロノイ図を表すリージョンが作成されます。Data 句
を使用して、元の入力ポイントから得られるデータを、そのポイントのボロノイ ポリゴンに割り
当てることができます。

例
下記の例ではParcelsテーブルからのリージョンオブジェクトを併合し、結果として得られるリー
ジョンをZonesテーブルに保管します。CreateObject文にGroupBy句が指定されているので、
Parcel リージョンがグループ化され、グループごとに Merge 操作が実行されます。したがって、
Zones テーブルには、Parcels テーブルの各オブジェクト グループに 1 つずつのリージョン オブ
ジェクトが保存されます。各グループは、zone_id フィールドの値が同じ小包で構成されます。
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Create Object 文を実行することによって、Zones テーブルの parcelcount フィールドはそのゾー
ンを形成するために併合された区分の数を示すようになります。Zones テーブル内の zonevalue
フィールドはそのゾーンを構成する区分の値の和を示すようになります。

Open Table "PARCELS"
Open Table "ZONES"
Create Object As Merge
From PARCELS Into Table ZONES Data
parcelcount=Count(*),zonevalue=Sum(parcelvalue)
Group By zone_id

次の例は、Create Object As 文を使用して、複数オブジェクト凸包ポリゴンを表示します。

Create Object As ConvexHull from state_caps into Table dump_table

関連項目

OverlayNodes() 関数、Set Buffer Version 文、Set Combine Version 文

Create Object As Buffer

目的
ポイント、ラインなどの境界線の周りにポリゴン境界線を作成します。この文は、MapInfoProの
MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Create Object As Buffer
From fromtable
[ Into { Table intotable | Variable varname } ]
[ Width bufferwidth [ Units unitname ]]]
[ Type { Spherical | Cartesian } ] ]
[ Resolution smoothness ]
[ Data column = expression [ , column = expression... ] ]
[ Group By { column | RowID } ]
[ Concurrency { All | Aggressive | Intermediate | Moderate | None } ]

bufferwidth は、バッファ操作で使用する変位を表す数値です。この値が負で、ソース オブジェク
トが閉じたオブジェクトの場合、作成されるバッファはソースオブジェクトより小さくなります。
width が負の値で、ソース オブジェクトが開いたオブジェクト (ライン、折れ線、弧) またはポイ
ントの場合は、width の絶対値を使用して正のバッファが作成されます。
unitname
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smoothness は、2 ～ 100 の整数で、バッファ操作における各円のセグメント数です。

説明
Create Object文で Buffer操作を実行する場合、この文にWidth句と Resolution句を含むことが
できます。Width 句はバッファの幅を指定します。オプションの Units サブ句では、Width 句に
適用する距離単位名 (キロメートルの場合は km)を指定します。Unitsサブ句を指定せずにWidth
句を指定すると、バッファの幅はMapBasicの現在の距離単位を使用して決められます。MapBasic
のデフォルトの距離単位はマイルです。この単位を変更する方法については、「SetDistanceUnits
文」を参照してください。
Type はオブジェクトの周りに作成するバッファの計算方法です。Spherical または Cartesian が
指定できます。ただし、intotableのCoordSysが一般座標の場合は、どちらのオプションを選択し
てもデカルト法で計算され、intotable の CoordSys が緯度/経度の場合は、どちらのオプションを
選択しても球面法で計算されることに注意してください。
オプションの Type サブ句では、バッファを作成するときの距離計算方法を指定します。Type と
して Spherical を指定すると、データが球面投影法により緯度/経度でマッピングされ、幅も球面
距離計算されます。Cartesianを指定すると、データを平面座標に割り当て、平面での距離が計算
されます。Type サブ句を指定せずに Width 句を指定すると、デフォルトの距離計算方法である
Sphericalが使用されます。データが緯度/経度投影法で表されている場合は、Typeサブ句の指定
に関係なく、Spherical を指定した場合と同じ球面距離の計算が実行されます。データが一般投影
法を使用している場合は、Type 句の設定に関係なく、Cartesian が使用されます。
Resolutionキーワードを使用すると、バッファリージョン上のそれぞれの円を構成するセグメン
トの数を指定することができます。デフォルトでは、バッファ オブジェクトの smoothness 値は
12 であるため、12 のセグメントで単純リング形状のバッファ リージョンが構成されます。
smoothness値に大きい値を指定するほど、より滑らかなバッファリージョンを作成することがで
きます。しかしここで注意しなければならないのは、smoothness 値が大きくなるほど Create
Object 文の処理が長くなり、できあがったオブジェクトの占めるディスク領域が大きくなるとい
うことです。
オプションのConcurrency句を使用すると、処理を複数のコアに分散してパフォーマンスを向上
できます。Concurrency を none に設定すると、コンピュータに複数のコアがあっても 1 つのコ
アしか使用されません。この句を使用して、操作をマップに実行するために必要な同時実行のレベ
ルを指定できます。Concurrency に指定できる値は、次のいずれかです。
• All:同時実行。コンピュータに搭載されているすべてのプロセッサで操作が実行されます。これ
は、MapInfo Pro インストール直後のデフォルト設定です。

• Aggressive: 同時実行 (大)。コンピュータに搭載されているプロセッサの 75% で操作が実行さ
れます。

• Intermediate:同時実行 (中)。コンピュータに搭載されているプロセッサの 50%で操作が実行さ
れます。
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• Moderate: 同時実行 (小)。コンピュータに搭載されているプロセッサの 25% で操作が実行され
ます。

• None: 同時実行 (なし)。単一のプロセッサで操作が実行されます。このオプションを選択する
と、処理速度は最も遅くなります。

次に例を示します。

Create Object As Buffer
From zipcodes
Width 1
Units "mi"
Type Spherical
Resolution 12
Into Table zipcodes
Group by Rowid
Concurrency Aggressive
Data...

同時実行の値を 5段階から選んで指定できるだけでなく、使用するコアの数を具体的な値 (8など)
で指定することもできます。指定した数のコアがコンピュータに搭載されていなければ、デフォル
トで、使用可能なすべてのコアが使用されます。ゼロ (0)、負の数値、または同時実行の設定に使
用できる 5 つの値とは異なる無効なテキストを指定した場合は、エラーになります。
次のコマンドを使用すると、エラー メッセージが表示されます。

Create Object As Buffer
From zipcodes
Width 1
Units "mi"
Type Spherical
Resolution 12
Into Table zipcodes
Group by Rowid
Concurrency 0

Create Object As Buffer
From zipcodes
Width 1
Units "mi"
Type Spherical
Resolution 12
Into Table zipcodes
Group by Rowid
Concurrency -5

注 : [バッファ オブジェクト]ダイアログボックスで [各オブジェクトに対し 1バッファ]オ
プションが選択されている場合にのみ、同時実行を設定できます。このオプションを選択せ
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ずに Concurrency 句を指定すると、設定は無視され、エラー メッセージは表示されませ
ん。

Create Object As Buffer文に Group By句が含まれていない場合、MapInfo Proはバッファ リー
ジョンを 1 つ作成します。また、この文に Group By 句が含まれていて、それがテーブル中の 1
フィールドを指定する場合は、MapInfoProはそのフィールドの内容にしたがってソースオブジェ
クトをグループ化します。そして次に、オブジェクトの各グループにバッファ リージョンを 1 つ
ずつ作成します。また、Create Object As Buffer 文に Group By RowID 句が含まれている場合、
MapInfoProはソーステーブル中の各オブジェクトにバッファリージョンを 1つずつ作成します。

例
次の例は、現在選択されているオブジェクトの周囲 1/4 マイルのバッファとなるリージョン オブ
ジェクトを作成します。バッファ オブジェクトはオブジェクト変数 corridor に格納されます。
Update 文または Insert 文を続けて実行することにより、作成したオブジェクトをテーブルにコ
ピーできます。

Dim corridor As Object
Create Object As Buffer
From Selection
Into Variable corridor
Width 0.25 Units "mi"
Resolution 60

関連項目

Set Buffer Version 文

Create Object As Isogram

構文

Create Object As Isogram
From fromtable
[ Into { Table intotable } ]
[ Data column = expression [ , column = expression... ] ]
Connection connection_handle
[ Distance dist1 [[ Brush ... ] [ Pen ... ]]
[ , dist2 [ Brush ... ] [ Pen ... ]]
[ , distN [ Brush ... ] [ Pen ... ] [ ,...]
Units dist_unit ]
[ Time time1 [[ Brush ... ] [ Pen ... ]]
[ , time2 [ Brush ... ] [ Pen ... ]]
[ , timeN [ Brush ... ] [ Pen ... ]] [ ,...]
Units time_unit ]
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connection_handleは、OpenConnection文から返される (使用する接続を参照する)数値式です。
dist1、dist2、distN は、等値線の距離を dist_unit の単位で表す数値式です。
Brush はフィル スタイルを指定する有効な Brush 句です。
Pen はライン スタイルを指定する有効な Pen 句です。
dist_unit は有効な距離単位です (たとえば、"km" はキロメートルを表します)。指定可能な値の一
覧については、「Set Distance Units 文」を参照してください。
time1、time2、timeN は、等値線の時間を time_unit の単位で表す数値です。
time_unit は、有効な時間単位を表す文字列です。有効な値は、"hr"、"min"、および "sec" です。

説明
Create Object 文で等値線の処理を実行する場合、Open Connection 文で開いた接続に対応する
connection_handleを渡す必要があります。目的のサイズの等値線を作成するには、Distance句
または Time 句を指定する必要があります。Distance 句には、1 つまたは複数の距離式を指定で
き、オプションとして、そのそれぞれについてブラシやペンを指定できます。Brush句またはPen
句を指定しなかった場合は、現在のブラシとペンが使用されます。Distance 句に指定する距離式
(dist1 ～ disN) の数に関係なく、距離単位を表す Units 文字列は一種類しか指定できません。
時間に基づくリージョンを作成するには、Time句を指定します。オプションで、Brush句および
Pen 句を指定することもできます。Brush 句または Pen 句を指定しなかった場合は、現在のブラ
シとペンが使用されます。Time 句に指定する時間式 (time1 ～ timeN) の数に関係なく、時間単位
を表す Units文字列は一種類しか指定できません。指定できる値の最大数は 50です。指定した値
ごとに、特定の時間または特定の距離に基づいて、独立したバンド (帯状の領域)が作成されます。
指定した値が多いほど、作成に時間がかかります。式には多くの要素が含まれますが、一般に、
Set Connection Isogram 文で MajorRoadsOnly を指定すると、道路網全体を使用した場合と比
べて、結果が返される際の応答速度が速くなります。MapBasic で指定できる最大距離は、
MajorRoadsOnly Offの場合は 35マイル、MajorRoadsOnly Onの場合は 280マイルです。同様
に、最大時間は、MajorRoadsOnly Offの場合は 0.5時間、MajorRoadsOnly Onの場合は 4時間
です。
関連項目

Buffer( )関数、ConvexHull( )関数、Objects Combine文、Objects Erase文、Objects Intersect
文、Open Connection 文
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Create Pline 文

目的
折れ線オブジェクトを生成します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行で
きます。

構文

Create Pline
[ Into { Window window_id | Variable var_name } ]
[ Multiple num_sections ]
num_points ( x1, y1 ) ( x2, y2 ) [ ... ]
[ Pen... ]
[ Smooth ] [ Priority n ] [ Name framename ]

window_id はウィンドウ識別子です。
var_name は既存のオブジェクト変数の名前です。
num_points は折れ線のノード数を指定します。
num_sections は、複数の線分で構成される折れ線に何本の線分を含めるかを指定します。
それぞれの x, y の組は折れ線のノードを定義します。
Pen 句はライン スタイルを指定します。
nは、レイアウトウィンドウにあるオブジェクト (フレーム)のZオーダー値を指定する整数です。
framename は、レイアウト ウィンドウのこの項目の名前を表す文字列です。

説明
CreatePline文は折れ線オブジェクトを作成します。折れ線を作成する場合、オブジェクトのノー
ドをいくつにするかは実行時までわからないという場合、オブジェクトを 2 段階に分けて作成し
てください。まず、Create Pline を用いて、ノードを持たないオブジェクトを作成します。続い
て Alter Object 文を使って折れ線オブジェクトに細部を加えます。
オプションの Into Variable 句を文に含めると、作成されるオブジェクトは指定したオブジェクト
変数に格納されます。Into 句で Window 識別子を指定した場合、オブジェクトはウィンドウ内の
適切な場所 (たとえばマップ ウィンドウの編集可能レイヤ)に配置されます。Into句を省略する場
合、MapInfo Proはオブジェクトを最前面のウィンドウに配置しようと試みます。オブジェクトを
最前面のウィンドウに配置することができない場合、オブジェクトは作成されません。
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xと yは MapBasicが現在使用している座標系で指定します。デフォルトでは MapBasicは経度、
緯度の座標系を用いています。レイアウト ウィンドウ上に作成されたオブジェクトは用紙単位で
指定されます。用紙単位の詳細については、「SetPaperUnits文」を参照してください。MapBasic
のデフォルトでは用紙単位はインチです。他の用紙単位を使用するには、Set Layout 文を使用し
ます。オブジェクトをレイアウトウィンドウ上に作成する必要がある場合は、先にSetCoordSys
Layout 文を発行してください。
オプションの Pen 句はライン スタイルを指定するものです。Pen 句が指定されていない場合、
Create Pline 文は現行のライン スタイル (MapInfo Pro の [ライン スタイル] ダイアログ ボックス
に表示されるスタイル)を用います。Smoothは、滑らかな曲線で結ばれた 1本の線に見えるよう
にラインを曲線化します。
クローン文の作成時やワークスペースの保存時に、フレームの優先順位は 1 で始まる固有の値に
正規化されます。Priority 句を使って、新しく作成したオブジェクト フレームのレイアウト ウィ
ンドウにおける Z オーダーを割り当てます。
Name 句は、レイアウト ウィンドウ内のフレームに名前を割り当てます。割り当てられた名前は
ワークスペース (WOR) ファイルに書き込まれ、ワークスペースのバージョンが 1500 に更新され
ます。
単一セクションの折れ線オブジェクトには 134,217,724 個までのノードを設定できます。複数の
線分で構成される折れ線における線分最大数は 24,403,223 です。
関連項目

Alter Object 文、Insert 文、Pen 句、Set CoordSys 文、Update 文

CreatePoint() 関数

目的
ポイントを表すオブジェクトを返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウか
ら呼び出すことができます。

構文

CreatePoint( x, y )

x は x 座標 (たとえば緯度) を表す浮動小数値です。
y は y 座標 (たとえば経度) を表す浮動小数値です。
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戻り値
オブジェクト

説明
CreatePoint() 関数はポイントを表すオブジェクト値を返します。
パラメータ xと yは MapBasicが現在使用している座標系で指定します。デフォルトで MapBasic
は経度、緯度の座標系を使用しますが、Set CoordSys文を使用してMapBasicの使用する座標系
を変更することができます。MapBasicの座標系はどのマップウィンドウの座標系からも独立した
ものであることに注意してください。
ポイントオブジェクトは現在選択されているシンボルスタイルを用います。特定のシンボルスタ
イルを使用してポイントオブジェクトを作成するには、CreatePoint()を呼び出す前に、Set Style
文を発行します。または CreatePoint() を呼び出す代わりに、オプションの Symbol 句を持つ
Create Point 文を発行することもできます。
CreatePoint()関数で作成したポイントオブジェクトは、オブジェクト変数に代入したり、(Update
文を用いて) テーブルの既存のレコードに格納したり、(Insert 文を用いて) テーブルに新しいレ
コードを挿入することができます。

注 : オブジェクトをレイアウト ウィンドウ上に作成する必要がある場合は、先に Set
CoordSys 文を発行してください。

例
下記の例はSitesテーブルに新しい列を挿入するために Insert文を使用しています。CreatePoint()
関数は Insert文の中で用いられ、新しいレコードに対応する図形オブジェクトを指定しています。

Open Table "sites"
Insert Into sites (obj)
Values ( CreatePoint(-72.5, 42.4) )

以下の例は、SitesテーブルがXcoordとYcoordのフィールドを持ち、そのフィールドがデータの
位置の緯度および経度を示していると仮定したものです。Update 文が CreatePoint() 関数を使っ
て、テーブルの各レコードにポイントオブジェクトを作成しています。Update操作の後にはSites
テーブルの各レコードに、ポイント オブジェクトが割り振られることになります。各ポイント オ
ブジェクトは Xcoord と Ycoord フィールドで指定された位置に配置されることになります。

Open Table "sites"
Update sites
Set obj = CreatePoint(xcoord, ycoord)
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上記の例では Xcoord と Ycoord フィールドは実際の経度、緯度値を含んでいるものと仮定してい
ます。
関連項目

Create Point 文、Insert 文、Update 文

Create Point 文

目的
ポイント オブジェクトを作成します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行
できます。

構文

Create Point
[ Into { Window window_id | Variable var_name } ]
( x, y )
[ Symbol... ] [ Priority n ] [ Name framename ]

window_id はウィンドウ識別子です。
var_name は既存のオブジェクト変数の名前です。
x, y はポイントの位置を示します。
Symbol 句は、シンボル スタイルを指定します。
nは、レイアウトウィンドウにあるオブジェクト (フレーム)のZオーダー値を指定する整数です。
framename は、レイアウト ウィンドウのこの項目の名前を表す文字列です。

説明
Create Point 文はポイント オブジェクトを作成します。
オプションの Into Variable 句を文に含めると、作成されるオブジェクトは指定したオブジェクト
変数に格納されます。Into 句で Window 識別子を指定した場合、オブジェクトはウィンドウ内の
適切な場所 (たとえばマップ ウィンドウの編集可能レイヤ)に配置されます。Into句がない場合、
MapBasicはオブジェクトを最前面のウィンドウに配置しようとします。最前面のウィンドウに配
置できなかった場合 (たとえば最前面のウィンドウがグラファーであった場合) 、オブジェクトは
作成されません。
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パラメータ xと yは MapBasicが現在使用している座標系で指定します。デフォルトで MapBasic
は経度、緯度の座標系を使用しますが、Set CoordSys文を使用してMapBasicの使用する座標系
を変更することができます。MapBasicの座標系はどのマップウィンドウの座標系からも独立した
ものであることに注意してください。ただし、レイアウト ウィンドウ上に作成されたオブジェク
トは用紙単位で指定されます。この場合の各 x 座標はページの左端からの距離を表し、各 y 座標
はページの上端からの距離を表します。用紙単位の詳細については、「Set Paper Units文」を参
照してください。デフォルトではインチを用紙単位として使用します。他の用紙単位を使用するに
は、Set Paper Units 文を使用します。

注 : オブジェクトをレイアウト ウィンドウ上に作成する必要がある場合は、先に Set
CoordSys Layout 文を発行してください。

オプションの Symbol 句はシンボル スタイルを指定するものです。詳細については、「Symbol
句」を参照してください。Symbol 句が指定されていない場合、Create Point 文は現行のシンボ
ル スタイル ([シンボル スタイル] ダイアログ ボックスに表示されるスタイル) を使用します。
クローン文の作成時やワークスペースの保存時に、フレームの優先順位は 1 で始まる固有の値に
正規化されます。Priority 句を使って、新しく作成したオブジェクト フレームのレイアウト ウィ
ンドウにおける Z オーダーを割り当てます。
Name 句は、レイアウト ウィンドウ内のフレームに名前を割り当てます。割り当てられた名前は
ワークスペース (WOR) ファイルに書き込まれ、ワークスペースのバージョンが 1500 に更新され
ます。
関連項目

CreatePoint() 関数、Insert 文、Symbol 句、Update 文

Create PrismMap 文

目的
プリズム マップを作成します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できま
す。

構文

Create PrismMap
[ From Window window_ID | MapString mapper_creation_string ]
{ layer_id | layer_name }
With expr
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[ Camera [Pitch angle | Roll angle | Yaw angle | Elevation angle] |
[ Position ( x, y, z ) | FocalPoint ( x, y, z ) ] |
[ Orientation(vu_1, vu_2, vu_3, vpn_1, vpn_2, vpn_3,
clip_near, clip_far) ]

]
[ Light Color lightcolor ]
[ Scale grid_scale ]
[ Background backgroundcolor ]

window_id はリージョン レイヤが含まれるマップ ウィンドウのウィンドウ識別子です。リージョ
ン レイヤが含まれていない場合、エラー メッセージが表示されます。
mapper_creation_string はプリズム マップにマップ テクスチャを作成するコマンド文字列を指定
します。
layer_id は、マップ レイヤのレイヤ識別子です (1 以上)。
layer_name は、マップ レイヤの名前です。
expr はテーブル内の各レコードを評価するための式です。
Camera で、カメラの位置と方向を指定します。
angle は角度の度数です。ダイアログで指定する水平角度は 0 度から 360 度の範囲で、グリッド
の中心を軸にマップを回転します。ダイアログで指定する垂直角度は 0 度から 90 度の範囲で、
マップ上で開始点から直接上方への回転を測定します。
Pitch はカメラ原点を中心に x 軸方向の回転を調整します。
Roll はカメラ原点を中心に z 軸方向の回転を調整します。
Yaw はカメラ原点を中心に y 軸方向の回転を調整します。
Elevation はカメラ焦点を中心に x 軸方向の回転を調整します。
Position はカメラや光源の位置を示します。
FocalPointはカメラや光源の焦点を示します。
Orientation はカメラの高さ (vu_1、vu_2、vu_3)、方向 (vpn_1、vpn_2、vpn_3)、クリップ範囲
(clip_near、clip_far) (ビューの一貫性を保つために特に使用) を指定します。
grid_scaleは、グリッドを z方向に拡大する値です。1より大きい値は z方向のトポロジーを強調
し、1 より小さい値は z 方向のトポロジーを縮小します。
backgroundcolor は背景の色を設定します。色は RGB() 関数を使用して指定します。

説明
Create PrismMap 文はプリズム マップ ウィンドウを作成します。このプリズム マップは、1 個
の表示で単一のオブジェクトの複数の変数を関連させる方法です。たとえば、リージョンに関連付
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けられた色は主題図色分けの結果を表し、オブジェクトの押し出された高さは別の値を表すことが
できます。Create PrismMap 文は、MapInfo Pro の [プリズム マップ] コマンドに相当します。
次のセッションまでの間、MapInfo Pro は、Create PrismMap 文をワークスペース ファイルに保
管してプリズムマップの設定を保存します。したがって、Create PrismMap文の例を見るには、
マップを作成して [マップ]タブの [主題図の追加]を選択し、ワークスペース (たとえばPRISM.WOR)
を保存した後で、MapBasicのテキスト編集ウィンドウでワークスペースを調べます。その後で、
Create PrismMap 文を MapBasic プログラムにコピーできます。同様に、[主題図の追加] を選択
する前にMapBasicウィンドウを開くことによって、Create PrismMap文の例を見ることができ
ます。
Create PrismMap 文ごとに、expr 式句を指定する必要があります。MapInfo Pro は、プリズム処
理対象のテーブル内のオブジェクトごとにこの式を評価します。Create PrismMap 文の後に、
MapInfo Professional は行の expr 値に基づいて各オブジェクトの表示スタイルを選択します。こ
の式には一般に、色分けされるテーブルの 1 つまたは複数の列の名称が含まれています。
オプションの window_id 句は、どのマップ レイヤをプリズム マップに使うかを指定します。
window_id 句を指定しないと、一番手前のマップ ウィンドウが使用されます。マップ ウィンドウ
にレイヤが 1 個しかない場合でも、Create PrismMap 文は使用するレイヤを指定する必要があり
ます。レイヤは番号 (layer_id) で識別することができます。一番上のマップ レイヤの layer_id が
1、次のレイヤの layer_idが 2という具合です。値の代わりに、Create PrismMap文では名前 (た
とえば world) でマップ レイヤを指定することもできます。

例

Open Table "STATES.TAB" Interactive
Map From STATES
Create PrismMap From Window FrontWindow() STATES With Pop_1980 Background

RGB(192,192,192)

関連項目

Set PrismMap 文、PrismMapInfo() 関数

Create Query 文

目的
指定されたブラウザ ウィンドウの現在の内容を表すクエリ テーブルを生成します。 この文は、
MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。
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構文

Create Query
From Window window_id
Into query_name

window_id はブラウザ ウィンドウを特定する整数のウィンドウ ID 番号です。
query_name は生成するクエリ テーブルの名前です。

エラー コード
query_name と同じ名前のテーブルが既に開いていて、そのテーブルがクエリ テーブルではない
場合、ERR_TABLE_ALREADY_OPENエラーが生成されます。

説明
並べ替え、あるいはフィルタの条件をブラウザ ウィンドウに適用した後で、フィルタ結果に対し
て別の操作を実行したい場合があります。Create Query 文を使用すると、ブラウザの現在の内容
を表すクエリ テーブルを生成できます。生成されたクエリは、フィルタの条件を満たすレコード
のセットを表します。そのクエリを、他の MapBasic 文 (Update 文、Commit Table 文、および
Map 文など) で使用することができます。

例

Browse * From World
Set Browse Filter Where (Continent = "North America" Or Continent =
"South
America")
Create Query From Window Frontwindow() into Americas
Map From Americas

関連項目

Set Browse 文、Select 文
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Create Ranges 文

目的
関連する主題図範囲を計算し、配列にその範囲を格納します。配列は Shade 文に使用されます。
この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Create Ranges
From table
With expr
[ Use { "Equal Ranges" | "Equal Count" | "Natural Break" | "StdDev" }
]
[ Quantile Using q_expr ]
[ Number num_ranges ]
[ Round rounding_factor ]
Into Variable array_variable

table は主題に沿って色分けするテーブルの名前です。
expr はテーブル内の各レコードを評価するための式です。
q_expr は変位を実行するための式です。
num_ranges は範囲の数を指定します (デフォルトでは 4)。
rounding_factor は範囲ブレーク値を丸める係数です (たとえば 10 なら値は直近の 10 の倍数に丸
められます)。
array_variable は範囲を格納する浮動小数配列変数です。

説明
Create Ranges 文は、Shade 文 (主題図レイヤを生成する) で使用する範囲値セットを計算しま
す。主題図の詳細については、MapInfo Pro のマニュアルを参照してください。
オプションのUse句はデータを複数の範囲に分割する方法を指定します。Equal Rangesを指定す
ると、各範囲は等分されます (たとえば 0-25、25-50、50-75、75-100)。Equal Count を指定する
と、各範囲はほぼ同数のレコードを持つように構成されます。Natural Break を指定すると、範囲
はデータ値セットが自然に区切られる所で分割されます。StdDevを指定すると、データ値の平均
値が中央範囲となり、中央範囲の上下の範囲は平均値の上下の標準偏差になります。MapInfo Pro
では、母標準偏差 (N - 1) が使用されます。
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Into Variable 句は範囲情報を保持する浮動小数の配列変数名を指定します。配列の大きさを事前
に設定する必要はありません。MapInfo Pro は必要に応じ自動的に配列を拡大し、範囲情報のス
ペースを確保します。MapInfo Proは各範囲ごとに上下の値をそれぞれ計算するため、配列の最終
の大きさは範囲数の 2 倍となります。
Create Ranges文の後に Shade文を呼び出して主題図を生成し、Shade文のオプションの From
Variable句を使用して範囲の配列を読み取ります。Shade文は通常 Create Ranges文と同じテー
ブル名とフィールド式を指定します。

変位範囲
オプションの Quantile Using 句があると Use 句は無視され、q_expr に従って範囲の限度値が定
義されます。
変位範囲は例を参照してください。以下の文は購買力指数 (BPI)値の範囲を作成し、州人口統計を
使用して変位を計算して範囲限度値を設定します。

Create Ranges From states
With BPI_1990 Quantile Using Pop_1990
Number 5
Into Variable f_ranges

Number 5 句により、この例では 5 つの範囲セットを作成します。
With BPI_1990 句により、BPI 最高値を持つ州が最も高い範囲 (最濃色) に、BPI 最低値を持つ
州が最も低い範囲 (最淡色) に配置されます。
Quantile Using Pop_1990 句により、中間範囲の範囲限度値は州の人口 (Pop_1990) を考慮
に入れて計算されます。Quantile Using句は Pop_1990フィールドを指定するので、MapInfo Pro
はそのテーブルの合計人口 (アメリカ合衆国では約 2 億 5000 万人) を計算します。MapInfo Pro
は、その合計値を範囲の数 (この例では 5 つの範囲) で分割し、5000 万人という結果を算出しま
す。次に、各範囲が人口が約 5000万人 (ただし 5000万を超えない)となるように、範囲を定義し
ようとします。
MapInfo Proは、BPIの順番、すなわち、低い BPI値を持つ州から順に州テーブルのレコードを検
索します。そして、もう 1つのレコードが累積の人口と合致するか 5000万人を超えるまで、範囲
にレコードを割り当てます。この時点で MapInfo Pro は、最初の範囲が "いっぱい" になったと解
釈し、次の範囲にレコードを割り当てます。2番目の範囲がいっぱいになるなど、レコードを追加
して累積合計が 1 億以上になるまで MapInfo Pro はレコードを配置します。

例

Include "mapbasic.def"

Dim range_limits() As Float, brush_styles() As Brush
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Dim col_name As Alias

Open Table "states" Interactive

Create Styles
From Brush(2, CYAN, 0) 'style for LOW range
To Brush (2, BLUE, 0) 'style for HIGH range
Vary Color By "RGB"
Number 5
Into Variable brush_styles
' Store a column name in the Alias variable:
col_name = "Pop_1990"

Create Ranges From states
With col_name
Use "Natural Break"
Number 5
Into Variable range_limits

Map From states

Shade states
With col_name
Ranges
From Variable range_limits
Style Variable brush_styles

' Show the theme legend window:
Open Window Legend

関連項目

Create Styles 文、Set Shade 文、Shade 文

Create Rect 文

目的
長方形オブジェクトを作成します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行で
きます。

構文

Create Rect
[ Into { Window window_id | Variable var_name } ]
( x1, y1 ) ( x2, y2 )
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[ Pen ... ]
[ Brush ... ] [ Priority n ] [ Name framename ]

window_id はウィンドウ識別子です。
var_name は既存のオブジェクト変数の名前です。
x1, y1 は長方形の開始する角を指定します。
x2, y2 は長方形の反対側の角を指定します。
Pen はライン スタイルを指定する有効な Pen 句です。
Brush はフィル スタイルを指定する有効な Brush 句です。
nは、レイアウトウィンドウにあるオブジェクト (フレーム)のZオーダー値を指定する整数です。
framename は、レイアウト ウィンドウのこの項目の名前を表す文字列です。

説明
Create Rect 文にオプションの Into Variable 句を含めると、作成されるオブジェクトは指定した
オブジェクト変数に格納されます。Into句でWindow識別子を指定した場合、オブジェクトはウィ
ンドウ内の適切な場所 (たとえばマップ ウィンドウの編集可能レイヤ)に配置されます。Into句が
ない場合、MapBasicはオブジェクトを最前面のウィンドウに配置しようとします。最前面のウィ
ンドウに配置できなかった場合 (たとえば最前面のウィンドウがグラファーであった場合) 、オブ
ジェクトは作成されません。
パラメータ xと yは MapBasicが現在使用している座標系で指定します。デフォルトで MapBasic
は経度、緯度の座標系を使用しますが、Set CoordSys文を使用してMapBasicの使用する座標系
を変更することができます。MapBasicの座標系はどのマップウィンドウの座標系からも独立した
ものであることに注意してください。ただし、レイアウト ウィンドウ上に作成されたオブジェク
トは用紙単位で指定されます。この場合の各 x 座標はページの左端からの距離を表し、各 y 座標
はページの上端からの距離を表します。用紙単位の詳細については、「Set Paper Units文」を参
照してください。デフォルトではインチを用紙単位として使用します。他の用紙単位を使用するに
は、Set Paper Units 文を呼び出します。

注 : オブジェクトをレイアウト ウィンドウ上に作成する必要がある場合は、先に Set
CoordSys Layout 文を発行してください。

オプションの Pen句はラインスタイルを指定するものです。詳細については、「Pen句」を参照
してください。Pen 句が指定されていない場合、Create Rect 文は現行のライン スタイル ([ライ
ン スタイル] ダイアログ ボックスに表示されるスタイル) を使用します。同様に、オプションの
Brush 句はフィル スタイルを指定するものです。詳細については、「Brush 句」を参照してくだ
さい。
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クローン文の作成時やワークスペースの保存時に、フレームの優先順位は 1 で始まる固有の値に
正規化されます。Priority 句を使って、新しく作成したオブジェクト フレームのレイアウト ウィ
ンドウにおける Z オーダーを割り当てます。
Name 句は、レイアウト ウィンドウ内のフレームに名前を割り当てます。割り当てられた名前は
ワークスペース (WOR) ファイルに書き込まれ、ワークスペースのバージョンが 1500 に更新され
ます。
関連項目

Brush 句、Create RoundRect 文、Insert 文、Pen 句、Update 文

Create Redistricter 文

目的
領域編成セッションを開始します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行で
きます。

構文

Create Redistricter source_table By district_column
With
[ Layer <layer_number> ]
[ Count ]
[ , Brush ] [ , Symbol ] [ , Pen ]
[ , { Sum | Percent } ( expr ) ] [ , { Sum | Percent } ( expr ) ... ]

[ Percentage From expr ]
[ Percentage from { column | row } ]
[ Order { "MRU" | "Alpha" | "Unordered" } ]

source_table は、領域の中にグループ化されるオブジェクトが含まれるテーブルの名前です。
district_columnはフィールドの名前です。最初の領域セットはこのフィールドの元の内容から作ら
れます。そして、オブジェクトが異なる領域に割り付けられるごとに、MapInfo Pro はそのオブ
ジェクトの新しい名前をこのフィールドに記憶します。
layer_numberは、現在のマップウィンドウにおけるレイヤ番号 (たとえば、最前面レイヤは 1)で
す。マップ ウィンドウ内のレイヤ数を調べるには、MapperInfo() 関数を呼び出します。
Count キーワードは領域ブラウザが領域ごとのオブジェクトの数を示すことを指定します。
Brush キーワードは領域ブラウザがそれぞれの領域のフィル スタイルを示すことを指定します。
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Symbol キーワードは領域ブラウザがそれぞれの領域のシンボル スタイルを示すことを指定しま
す。
Pen キーワードは領域ブラウザがそれぞれの領域のライン スタイルを示すことを指定します。
expr は数値フィールドの式です。
Percentage From 句は行モードの計算を指定します。
Order句は領域ブラウザ中のレコードの順番 (アルファベット順、順不同、または最近使用された
順) を指定します。デフォルトは MRU (最新使用された順) です。

説明
Create Redistricter文はセッションの領域編成を開始します。この文は、MapInfo Proの [ホーム]
タブにある [領域編成]コマンドに相当します。領域編成の詳細については、MapInfo Proのマニュ
アルを参照してください。
領域セットを制御するには、Set Redistricter文を使用してください。また、領域編成セッション
を終了するには Close Window 文を使用して、領域ブラウザ ウィンドウを閉じます。
この文に Brushキーワードを使用すると、領域ブラウザに各領域のフィルスタイルのサンプルが
含まれます。ここで注意してほしいのは、これは完全な Brush 句ではなく、Brushキーワードの
みを指定することです。同様に、Symbol キーワードと Pen キーワードも単独のキーワードであ
り、完全な Symbol 句や Pen 句ではありません。領域ブラウザにブラシ、シンボル、またはペン
のスタイルが含まれている場合、領域ブラウザに表示されているスタイルのサンプルをクリックし
て領域のスタイルを変更できます。
Percentage From句は行モードのパーセンテージ計算を指定します。Percentage From句を指定
しなければ、フィールド モードの計算が使用されます。
関連項目

Set Redistricter 文

Create Region 文

目的
リージョン オブジェクトを作成します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発
行できます。
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構文

Create Region
[ Into { Window window_id | Variable var_name } ]
num_polygons
[ num_points1 ( x1, y1 ) ( x2, y2 ) [ ... ] ]
[ num_points2 ( x1, y1 ) ( x2, y2 ) [ ... ] ... ]
[ Pen ... ]
[ Brush ... ]
[ Center ( center_x, center_y ) ]
[ Priority n ] [ Name framename ]

window_id はウィンドウ識別子です。
var_name は既存のオブジェクト変数の名前です。
num_polygons は、リージョンに含めるポリゴンの数をゼロ以上の値で指定します。
num_points1 はリージョン内の最初のポリゴンのノード数を指定します。
num_points2 はリージョン内の 2 番目のポリゴンのノード数を指定します。
以下同様です。x, y ペアで、ポリゴンの 1 つのノードを指定します。
Pen はライン スタイルを指定する有効な Pen 句です。
Brush はフィル スタイルを指定する有効な Brush 句です。
center_x はオブジェクトの重心の x 座標です。
center_y はオブジェクトの重心の y 座標です。
nは、レイアウトウィンドウにあるオブジェクト (フレーム)のZオーダー値を指定する整数です。
framename は、レイアウト ウィンドウのこの項目の名前を表す文字列です。

説明
Create Region 文はリージョン オブジェクトを作成します。
num_polygons パラメータによって、リージョン オブジェクトを構成するポリゴンの数を指定し
ます。num_polygons パラメータに 0 を指定すると、オブジェクトは空のリージョン (ポリゴンを
持たないリージョン)として作成されます。その後でAlter Object文を使って、リージョンの細部
を指定することができます。
アプリケーションによってはリージョン オブジェクトを 2 つの段階を経て作成する必要がある場
合があります。まず Create Region を使って、ポリゴンを持たないオブジェクトを作成し、次に
Alter Object文を使って、リージョンオブジェクトの細部を指定します。アプリケーションでリー
ジョン オブジェクトを作る必要があるが、ノードがいくつであるか、ポリゴンをいくつ持つよう
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になるのか実行時までわからないような場合、Alter Object 文を使ってノードを動的に加えていく
必要があります。詳細については、「Alter Object 文」を参照してください。
オプションの Into Variable 句を文に含めると、作成されるオブジェクトは指定したオブジェクト
変数に格納されます。Into 句で Window 識別子を指定した場合、オブジェクトはウィンドウ内の
適切な場所 (たとえばマップ ウィンドウの編集可能レイヤ)に配置されます。Into句がない場合、
MapBasicはオブジェクトを最前面のウィンドウに配置しようとします。最前面のウィンドウに配
置できなかった場合 (たとえば最前面のウィンドウがグラファーであった場合) 、オブジェクトは
作成されません。
パラメータ xと yは MapBasicが現在使用している座標系で指定します。デフォルトで MapBasic
は経度、緯度の座標系を使用しますが、Set CoordSys文を使用してMapBasicの使用する座標系
を変更することができます。MapBasicの座標系はどのマップウィンドウの座標系からも独立した
ものであることに注意してください。ただし、レイアウト ウィンドウ上に作成されたオブジェク
トは用紙単位で指定されます。この場合の各 x 座標はページの左端からの距離を表し、各 y 座標
はページの上端からの距離を表します。用紙単位の詳細については、「Set Paper Units文」を参
照してください。デフォルトではインチを用紙単位として使用します。他の用紙単位を使用するに
は、Set Paper Units 文を呼び出します。

注 : オブジェクトをレイアウト ウィンドウ上に作成する必要がある場合は、先に Set
CoordSys Layout 文を発行してください。

オプションの Pen句はオブジェクトの外郭のラインスタイルを指定するものです。詳細について
は、「Pen 句」を参照してください。Pen 句が指定されていない場合、Create Region 文は現行
のラインスタイル ([ライン スタイル]ダイアログボックスに表示されるスタイル)を使用します。
同様に、オプションのBrush句はフィルスタイルを指定するものです。詳細については、「Brush
句」を参照してください。
クローン文の作成時やワークスペースの保存時に、フレームの優先順位は 1 で始まる固有の値に
正規化されます。Priority 句を使って、新しく作成したオブジェクト フレームのレイアウト ウィ
ンドウにおける Z オーダーを割り当てます。
Name 句は、レイアウト ウィンドウ内のフレームに名前を割り当てます。割り当てられた名前は
ワークスペース (WOR) ファイルに書き込まれ、ワークスペースのバージョンが 1500 に更新され
ます。
単一ポリゴンリージョンは最大134,217,724個のノードを持つことができます。リージョン (複数
ポリゴンリージョンまたはコレクション)ごとに最大で20,648,881個のポリゴンを作成できます。

例

Dim obj_region As Object
Dim x(100), y(100) As Float
Dim i, node_count As Integer
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' If you store a set of coordinates in the
' x() and y() arrays, the following statements
' will create a region object that has a node
' at each x,y location:

' First, create an empty region object
Create Region Into Variable obj_region 0

' Now add nodes to populate the object:
For i = 1 to node_count
Alter Object obj_region Node Add ( x(i), y(i) )
Next

' Now store the object in the Sites table:
Insert Into Sites (Object) Values (obj_region)

関連項目

Alter Object 文、Brush 句、Insert 文、Pen 句、Update 文

Create RoundRect 文

目的
面取り長方形オブジェクトを作成します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから
発行できます。

構文

Create RoundRect
[ Into { Window window_id | Variable var_name } ]
( x1, y1 ) ( x2, y2 ) rounding
[ Pen ... ]
[ Brush ... ] [ Priority n ] [ Name framename ]

window_id はウィンドウ識別子です。
var_name は既存のオブジェクト変数の名前です。
x1, y1 は面取長方形の 1 つの角を指定します。
x2, y2 は長方形の反対側の角を指定します。
rounding は、面取長方形の角を埋める円の直径を座標単位 (たとえばレイアウト ウィンドウの場
合はインチ、マップ ウィンドウの場合は度) で指定する浮動小数値です。
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Pen はライン スタイルを指定する有効な Pen 句です。
Brush はフィル スタイルを指定する有効な Brush 句です。
nは、レイアウトウィンドウにあるオブジェクト (フレーム)のZオーダー値を指定する整数です。
framename は、レイアウト ウィンドウのこの項目の名前を表す文字列です。

説明
Create RoundRect 文は面取長方形オブジェクト (角に丸みをつけた長方形) を作成します。
パラメータ xと yは MapBasicが現在使用している座標系で指定します。デフォルトで MapBasic
は経度、緯度の座標系を使用しますが、Set CoordSys文を使用してMapBasicの使用する座標系
を変更することができます。MapBasicの座標系はどのマップウィンドウの座標系からも独立した
ものであることに注意してください。ただし、レイアウト ウィンドウ上に作成されたオブジェク
トは用紙単位で指定されます。この場合の各 x 座標はページの左端からの距離を表し、各 y 座標
はページの上端からの距離を表します。用紙単位の詳細については、「Set Paper Units文」を参
照してください。デフォルトではインチを用紙単位として使用します。他の用紙単位を使用するに
は、Set Paper Units 文を呼び出します。

注 : オブジェクトをレイアウト ウィンドウ上に作成する必要がある場合は、先に Set
CoordSys Layout 文を発行してください。

オプションの Pen句はオブジェクトの外郭のラインスタイルを指定するものです。詳細について
は、「Pen 句」を参照してください。Pen 句が指定されていない場合、Create RoundRect 文は
現行のラインスタイル ([ライン スタイル]ダイアログボックスに表示されるスタイル)を使用しま
す。同様に、オプションの Brush 句はフィル スタイルを指定するものです。詳細については、
「Brush 句」を参照してください。
クローン文の作成時やワークスペースの保存時に、フレームの優先順位は 1 で始まる固有の値に
正規化されます。Priority 句を使って、新しく作成したオブジェクト フレームのレイアウト ウィ
ンドウにおける Z オーダーを割り当てます。
Name 句は、レイアウト ウィンドウ内のフレームに名前を割り当てます。割り当てられた名前は
ワークスペース (WOR) ファイルに書き込まれ、ワークスペースのバージョンが 1500 に更新され
ます。
関連項目

Brush 句、Create Rect 文、Insert 文、Pen 句、Update 文
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Create Styles 文

目的
Pen、Brush、または Symbol などのスタイル値を求め、配列にスタイルを保管します。 この文
は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Create Styles
From { Pen ... | Brush ... | Symbol ... }
To { Pen ... | Brush ... | Symbol ... }
Vary { Color By { "RGB" | "HSV" } | Background By { "RGB" | "HSV" } |
Size By { "Log" | "Sqrt" | "Constant" }}
[ Number num_styles ]
[ Inflect At range_number With { Pen ... | Brush ... | Symbol ...} ]
Into Variable array_variable

num_stylesは作成する作図スタイルの数 (たとえばフィル スタイルの数)です。デフォルトでは 4
です。
range_number は SmallInt の範囲の数です。変化属性はこの範囲の後に配置されます。
array_variable はペン、ブラシ、またはシンボルの範囲を保管する配列変数です。
Pen はライン スタイルを指定する有効な Pen 句です。
Brush はフィル スタイルを指定する有効な Brush 句です。
Symbol はポイント スタイルを指定する有効な Symbol 句です。

説明
Create Styles文はペン、ブラシ、シンボルのスタイルセットを定義し、そのスタイルを配列変数
に保管します。この配列はこの後 Shade文 (主題図レイヤを生成する)で使用できます。主題図の
詳細については、MapInfo Pro のマニュアルを参照してください。
From 句はペン、ブラシ、またはシンボル スタイルを指定します。スタイルの配列を後で主題図
で使用する場合、From 句は "低い" 範囲に割り当てられるスタイルです。To 句は、主題図の "高
い" 範囲に割り当てられるスタイルを指定します。
Create Styles 文は From スタイルと To スタイルの間の補間するスタイル セットを指定します。
たとえば、From スタイルで深い濃い青を示す Brush 句、To スタイルで薄い青を示す Brush 句を
指定できます。MapInfo Pro は薄い青から濃い青までのブラシ スタイル セットを作成します。
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オプションの Number句は必要な作図スタイルの合計数を指定します。この数には To句と From
句で指定する 2つのスタイルも含まれます。通常、この数は後続の Shade 文で指定する範囲数に
対応します。
Vary 句はスタイル間の属性の分散方法を指定します。前景色を分散するには Color サブ句を使用
します。背景色を分散するには Background サブ句を使用します。いずれの場合も、範囲の両端
の色の RGBまたは HSVコンポーネントを補間することにより色を分散できます。シンボル スタ
イルの配列を生成する場合、Size サブ句を使用してシンボルのポイント サイズを変更できます。
同様に、ペン スタイルを生成する場合、Size サブ句を使用して幅を変更できます。
オプションの Inflect At句は、Fromスタイルと Toスタイルの間の変化属性を指定します。Inflect
At句を指定すると、MapInfo Proは 2つのスタイルセット (Fromスタイルと Inflectスタイル間を
補間するスタイル セットおよび Inflect スタイルと To スタイルを補間するスタイル セット) を生
成します。たとえば、変化スタイルを使用して、利益と損失の主題図を生成し、利益があるマップ
リージョンを緑の陰影で表現し、損失があるリージョンを赤の陰影で表現できます。変化は色属性
に変化をつける場合にだけ使用できます。
Into Variable 句はスタイルを保持する配列変数名を指定します。配列の大きさを事前に設定する
必要はありません。MapInfoProは必要に応じ自動的に配列を拡大し、スタイルセットを格納する
領域を確保します。array_variable (ペン、ブラシ、またはシンボル) は From 句と To 句で指定す
るスタイル タイプと一致していなければなりません。

例
以下の例は Create Styles 文の構文を示したものです。

Dim brush_styles() As Brush

Create Styles
From Brush(2, CYAN, 0) 'style for LOW range
To Brush (2, BLUE, 0) 'style for HIGH range
Vary Color By "RGB"
Number 5
Into Variable brush_styles

この Create Styles文は 5つのブラシスタイルを定義し、それらを b_ranges配列に保管します。
後続の Shade 文は b_ranges配列からブラシ スタイルを読み取る主題図を生成できます。Create
Ranges 文の例を参照してください。
関連項目

Create Ranges 文、Set Shade 文、Shade 文
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Create Table 文

目的
新規テーブルを作成します。この文は、MapInfo ProのMapBasicウィンドウから発行できます。

構文

Create Table table_name
[ ( column columntype [ , ... ] ) | Using from_table ]
[ File filespec ]
[ {
Type { NATIVE [ Charset char_set ] [ Version version_pro ] [ Hide ] |

NATIVEX [ Charset char_set ] [ Locale locale ] [ Hide ] } |
Type DBF [ CharSet char_set ] [ Version version_pro ] |
Type { Access | ODBC }
Database database_filespec [ Version version_msaccess ]
Table db_table_name [ Password pwd ] [ CharSet char_set ]
[ Version version_pro ] |
Type TILESERVER
TileType { LevelRowColumn | QuadKey }
URL url
[ AttributionText "attributiontext" ] [ Font font_clause ]
[ StartTileNum { 0 | 1 } ]
[ Minlevel min_level ]
MaxLevel max_level
[ Origin { "SW" | "NW" } ]
Height tile_height [Width tile_width]
[ ReadTimeout read_time_out ]
[ RequestTimeout request_time_out]
CoordSys coordsys
Type TILESERVER
TileType { WMTS }
URL url
Layer layer
TileMatrixSet tileMatrixSet
Style style
Format imageFormat
[ Override Coordinate Order { On | Off } ]
[ ReadTimeout read_time_out]
[ RequestTimeout request_time_out]
[ CoordSys coordsys ]
[ PassThrough "name1" "Value1", "name2" "Value2", ... ]

} ]
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table_name は、MapInfo Pro に表示されるテーブル名です。
columnは、作成するフィールドの名前です。フィールド名は、31文字までで、英字、数字、アン
ダースコア ( _ ) を使用できます。フィールド名を数字で開始してはいけません。
columntype は、フィールドに関連付けられたデータ タイプです。各 columntype は次のように定
義されています。

Char( width ) | Float | Integer | SmallInt |
Decimal( width, decplaces ) | Date | DateTime | Time | Logical

Decimal widthは 1から 20の値、Decimal decplacesは 0から 16の値を指定します。decplaces
にはゼロ (0)または widthから 2を引いた値を指定します。widthが 10であれば、decplacesには
最大で 8 を指定できます。
from_tableは、現在開いているテーブルで、新規テーブルに入れるフィールドが入っているテーブ
ルです。from_tableは基本テーブルで、フィールドデータが入っている必要があります。検索テー
ブルとラスタ テーブルは使用できません。使用すると、エラーが発生します。新規テーブルの
フィールド構造は、このテーブルと同じになります。
filespec は .TAB、.MAP、および .ID の各種ファイル (Access の場合は .AIDファイルも) 作成する
場所を指定します。File 句を省略した場合、使用中のディレクトリにファイルを作成します。
version_pro は、100 (MapInfo Pro の各バージョンから読み込めるテーブルを作成する場合) また
は 300 (MapInfoPro 3.0形式の場合)です。Accessテーブル作成の場合には該当しません。Access
テーブルのバージョンは、DAO によって処理されます。
Type DBF:

char_set は文字セットの名前です。文字セットの詳細については、「CharSet 句」を参照してく
ださい。
Type { Access | ODBC }:

database_filespecは、有効なAccessデータベースを定義する文字列です。指定されたデータベー
スが存在しない場合、MapInfo ProはAccessファイル (.MDBまたは .ACCDB)を新規作成します。
version_msaccessは、新しいデータベースで使用するMicrosoft Jetデータベース形式のバージョ
ンを指定します。指定できる値は、4.0 (Access 2000の場合)または 3.0 (Access 95/97の場合)で
す。省略するとデフォルトのバージョン2019が使用されます。テーブルを作成したデータベース
が既に存在する場合、指定したデータベース バージョンは無視されます。
db_table_name は、テーブル名を示す文字列で、Access にそのテーブル名が表示されます。
pwd は、データベース レベルのパスワードです。データベースがパスワードで保護されている場
合に指定します。
char_set は文字セットの名前です。文字セットの詳細については、「CharSet 句」を参照してく
ださい。
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Type TILESERVER:

urlはタイルサーバにあるタイルを要求する完全修飾のURL (http://<server>または https://<server>)
です。URL に次の置換タグが含まれていない場合、Create Table は失敗します。
• tile_type が QuadKey の場合は {QUADKEY}を URL に含める必要があります。
• tile_typeが LevelRowColumnの場合は、実行時に置換される {LEVEL}、{ROW}、および {COL}
タグを URL に含める必要があります。サーバは {ROW} タグと {COL} タグを異なるやり方でサ
ポートします。これらのタグは、行とフィールド (X, Y)に対して逆にしなければならないことも
あります。

• tile_type が WMTS の場合、URL には {TileMatrix} タグ、{TileRow} タグ、および {TileCol} タグ
を含める必要があります。

attributiontextは、タイルサーバにあるタイルを表示するとき、マップウィンドウにテキストとし
て表示される属性テキストです。このテキストは引用符 ("...") で囲む必要があります。
font_clause は、オプションで、属性テキストのフォント スタイルを指定します。これは Font 式
で、たとえば MakeFont( fontname, style, size, fgcolor, bgcolor ) のように指定します。

Font ("Verdana", 1, 24, 0, 255)
Font MakeFont("Verdana", 1, 24, 0, 255)

詳細については、「Font 句」または「MakeFont() 関数」を参照してください。
min_level はタイル サーバの最小レベルです。これは 0 または正の値で max_level よりも小さく
なければなりません。デフォルトでは、0 に設定されています。
max_levelはタイルサーバがサポートする最大レベルです。これは正の値でなければなりません。
tile_height は、タイル サーバにある特定のタイルの高さ (ピクセル単位) です。これは正の値でな
ければなりません。
tile_widthは、タイルサーバにある特定のタイルの幅 (ピクセル単位)です。指定する場合、これは
正の値でなければなりません。省略した場合は高さが幅として使用されます。
layer は、表示する WMTS レイヤの識別子です。
tileMatrixSet は、WMTS レイヤ内のタイル マトリクス セットの識別子です。
styleは、WMTSレイヤによってサポートされるスタイルの中から選択される、レイヤのスタイル
です。
imageFormat は、WMTS レイヤによってサポートされるイメージ形式の中から選択される、タイ
ルのイメージ形式です。
read_time_outは、タイルの読み込みがタイムアウトするまでの秒数 (デフォルトは 300)です。こ
れは正の値でなければなりません。
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request_time_out はタイルの要求がタイムアウトするまでの秒数 (デフォルトは 100) です。これ
は正の値でなければなりません。
coordsys はタイル サーバのデフォルトの座標系です。MapInfo Pro はタイル サーバのイメージを
再投影できないので、マップを再投影してこの座標系を使用します。タイル サーバ レイヤを含む
マップについては、その座標系を変更できません。座標系の境界は最初のタイル (最小レベルで 1
タイル)の境界も指定します。これによって MapInfo Proは他のレベルのタイルの範囲を計算しま
す。
オプションのHideキーワードは、テーブルリストのユーザインターフェイスに表示されないテー
ブルを作成する場合に使用します。TableInfo()の TAB_INFO_ISHIDDEN属性は、Trueを返し
ます。

説明
Create Table 文は、最大 250 フィールドの空のテーブルを新規作成します。ODBC を指定する
と、新規テーブルが DBMS サーバ上に作成されます。
Using 句を使用すると、カラムを使ってオブジェクトを併合する機能の一環として新規テーブル
を作成できます。from_tableは基本テーブルで、フィールドデータが入っている必要があります。
検索テーブルとラスタ テーブルは使用できません。使用すると、エラーが発生します。新規テー
ブルのフィールド構造は、このテーブルと同じになります。
オプションの File 句は、新規テーブルの作成先を指定します。File 句を指定しなければ、テーブ
ルが現在のディレクトリ (フォルダ) に作成されます。
オプションの Type 句は、テーブルのデータ形式を指定します。デフォルトのタイプは NATIVE
ですが、DBFも指定できます。NATIVE形式の方が DBF形式よりもディスク容量が少なくて済み
ますが、DBF 形式にすると、任意の dBASE 互換のデータベース マネージャで読み込み可能な基
本ファイルが作成されます。また、CreateTable文でODBCTypeを指定することにより、DBMS
サーバ上に新規テーブルを作成できます。NATIVEX句は、MapInfo拡張 TABファイルを指定しま
す。このファイルは、UTF-8 や UTF-16 などの Unicode 文字セットをサポートしています。
Locale 句は NATIVEX 句と組み合わせて設定して、作成するインデックスのロケールを指定しま
す。ロケールは、テーブル内での項目の並べ替えに影響します。この句には、"en-US"などの文字
列値を指定します。値を指定しないと、デフォルトでシステムのロケールが使用されます。この句
は、文字セット (charset)が UTF-8または UTF-16である NativeX (MapInfo拡張 TAB)テーブルに
のみ適用されます。
CharSet句は、文字セットを指定します。char_setパラメータには、"WindowsLatin1"などの文字
列定数を指定する必要があります。CharSet 句を指定しなければ、実行時のハードウェア プラッ
トフォームに応じたデフォルトの文字セットが使用されます。詳細については、「CharSet 句」
を参照してください。
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フィールドタイプを SmallIntにすると、値が 2バイトで保存されます。したがって、保存できる
値は -32,767～+32,767になります。フィールドタイプを Integerにすると、値が 4バイトで保存
されます。したがって、保存できる値は -2,147,483,647～+2,147,483,647 になります。
TileType句は、このテーブルが使用するタイルサーバの種類 (QuadKey、LevelRowColumn、ま
たはWMTS)を指定します。これはタイルサーバがタイルを取得する方法を表します。これはサー
バがサポートおよび使用するものに基づいて設定する必要があります。
QuadKey –四分木アルゴリズムを使用するサーバは世界を 256ピクセル x 256ピクセルの正方形
に分割します。各タイルは 0～ 3個の文字から成る一意の文字列 (QuadKey)によって参照されま
す。これによってタイルを配置する位置とズーム レベルが表されます。
LevelRowColumn – サーバは世界を正方形に分割します。この場合、各タイル識別子は、タイル
のズーム レベル、行番号、およびフィールド番号が含まれるリストです。タイル識別子の形式は
サーバによって異なることもあるので、サーバによっては {ROW}タグと {COL}タグが逆に見える
こともあります。
WMTS - OGC が Web Map Tile Service に対して定める標準規格を実装するサーバ。
StartTileNum 句はオプションです。これは先頭タイルの番号 (0 または 1) です。デフォルトの先
頭タイル番号は 0 です。
Origin句は、TileServerタイプのテーブルのオプションです。この句を指定する場合は、"NW"ま
たは "SW" のいずれかを含める必要があります。"SW" は基点を南西に設定します。この場合、
TileServer テーブルは、左下隅から上方へ向けて配置されます。"NW" はタイルの基点を北西に設
定します。この場合、タイルは左上隅から配置されます。値が含まれていない場合、デフォルトで
"NW" が使用されます。
Override Coordinate Orderは、WMTSサーバ上のタイルマトリクスセットに対して座標順序が
正しくない場合に適用される、オプションの句です。
PassThroughは、WMTS サーバに送信される一連の名前/値のペアを指定するオプションの句で
す。追加の次元など、サーバによってサポートされるカスタムパラメータに対して使用できます。
複数の名前/値のペアを、この句の中に記述できます。
Version 句はテーブルのフォーマットを管理します。Version 100 を指定すると、MapInfo Pro
は各バージョンのMapInfo Proから読み込めるテーブルを作成します。Version 300を指定する
と、MapInfo Proはバージョン 3.0で使用する形式でテーブルを作成します。ノード数が 8,000を
超えるリージョン オブジェクトと折れ線オブジェクト、および複数セグメントを持つ折れ線オブ
ジェクトは、バージョン 300 にする必要があることに注意してください。Version 句を指定しな
ければ、テーブルはバージョン 300 形式で作成されます。

タイル サーバ テーブル作成時のメッセージ
サーバからタイルを取り出すときエラーが発生した場合は (マップ ウィンドウにタイル サーバ レ
イヤを描画しているとき発生することがある)、次の事項を確認してください。
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• タイル サーバの URL が正しいか。
• タイル サーバが現在利用可能か。
• サーバが要求に応答する時間が所定のタイム アウト値を超えていないか。
• タイル サーバに関する不適切な認証がセキュア サーバ上にないか、またはプロキシ サーバを介
してアクセスしていないか。

タイル サーバ テーブルの読み込み中にエラーが発生した場合は、次の条件を確認してください。
• 構成ファイルに必須のプロパティが指定されているか。
• 構成ファイルが失われていないか。
タイルサーバの構成ファイル (XMLファイル)の作成中にエラーが発生した場合は、所定のパスで
構成ファイルを作成できることを確認してください。

例
次の例は、基点を南西に設定した TMS タイル サーバ テーブルの作成方法を示しています。

Dim sPath As String
sPath="D:\MapInfo\Tables\TMS.tab"
Create Table PathToTableName$(sPath)
File sPath
Type TILESERVER
TileType "LevelRowColumn"
URL "http://INSERT_TILE_SERVER_NAME/{LEVEL}/{ROW}/{COL}.png"
AttributionText "required attribution text" Font

("Arial",256,10,0,16777215)
MinLevel 0
MaxLevel 15
Height 256
CoordSys Earth Projection 20, 109, 7, 5.387638889, 52.156160556,

0.9999079, 155000, 463000 Bounds (-285401.92, 22598.08) (595401.92,
903401.92)

Origin "SW"

次の例は、3つのフィールドを持つTownsというテーブルを作成します。3つのフィールドとは、
townname という文字フィールド、population という整数フィールド、median_income という固
定小数フィールドです。ファイルは、サブディレクトリの C:\MAPINFO\DATA 内に作成します。
オプションの Type句で指定されているので、テーブルは dBASEファイルとして作成されます。

Create Table Towns
( townname Char(30),
population SmallInt,
median_income Decimal(9,2) )
File "C:\MAPINFO\TEMP\TOWNS"
Type DBF
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次の例では、test という名前のネイティブ MapInfo テーブル (TAB ファイル) を "WindowsGreek"
文字セットで作成します。

Create Table "test" (Field1 Char(10)) file "test.TAB" TYPE NATIVE Charset
"WindowsGreek"

次の例では、MapInfo 拡張テーブル (TAB ファイル) を UTF-16 文字セットと米国英語ロケール
("en-US") で作成します。

Create Table "pangramsNativeX_utf_16" (fid LargeInt,language
Char(254),textval Char(254),number_of_utf16_chars
LargeInt,number_of_utf8_chars LargeInt) file "pangramsNativeX_utf-16.TAB"
TYPE NATIVEX Charset "UTF-16" Locale "en-US"

タイル サーバの例
以下の例は、各種のタイル サーバのためにタイル サーバ テーブルを作成する方法を示していま
す。これらの例で、テーブル名とファイル名はユーザによって決定されます。属性テキストは、
サーバのプロバイダが法的に必要とする特性です。
次の例は、MapInfo Developer タイル サーバを使用するタイル サーバ テーブルの作成方法を示
しています。

Create Table MIDev_TileServer
File "MIDev_TileServer"
Type TILESERVER
TileType "LevelRowColumn"
URL
"http://INSERT_SERVER_NAME_HERE/MapTilingService/MapName/{LEVEL}/{ROW}
:{COL}/tile.gif"
AttributionText "required attribution text"
Font("Verdena",255,16,0,255)
StartTileNum 1
MaxLevel 20
Height 256
CoordSys Earth Projection 10, 157, 7, 0 Bounds(-20037508.34,-
20037508.34) (20037508.34,20037508.34)

次の例は、MapXtreme.NETタイルサーバを使用するタイルサーバテーブルの作成方法を示して
います。

Create Table MXT_TileServer
File "MXT_TileServer"
Type TILESERVER
TileType "LevelRowColumn"
URL
"http://INSERT_SERVER_NAME_HERE/TileServer/MapName/{LEVEL}/{ROW};{COL}
/tile.png"
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AttributionText "required attribution text"
Font("Calibri",255,16,0,255)
MaxLevel 20
Height 256
RequestTimeout 90
ReadTimeout 60
CoordSys Earth Projection 10, 157, 7, 0 Bounds(-20037508.34,-
20037508.34) (20037508.34,20037508.34)

次の例は、OpenStreetMap タイル サーバを使用するタイル サーバ テーブルの作成方法を示して
います。

Create Table OSM_TileServer
File "OSM_TileServer"
Type TILESERVER
TileType "LevelRowColumn"
URL
"http://INSERT_OPEN_STREET_MAP_SERVER_NAME_HERE/{LEVEL}/{ROW}/{COL}.pn

g"
AttributionText "required attribution text" Font("Arial",255,16,0,255)

MinLevel 0
MaxLevel 15
Height 256
CoordSys Earth Projection 10, 157, 7, 0 Bounds(-20037508.34,-
20037508.34) (20037508.34,20037508.34)

次の例は、WMTS タイル サーバを使用するタイル サーバ テーブルの作成方法を示しています。

Create Table WMTS_TileServer
File "WMTS_TileServer"
Type TILESERVER
TileType "WMTS"
URL "http://ENTER_CAPABILITIES_URL_HERE"
Layer "layer_id"
TileMatrixSet "tileMatrixSet_id"
Style "style_name"
Format "image/png"
RequestTimeout 90
ReadTimeout 60
CoordSys Earth Projection 10, 157, 7, 0 Bounds(-20037508.34,-
20037508.34) (20037508.34,20037508.34)

関連項目

Alter Table 文、Create Index 文、Create Map 文、Drop Table 文, Export 文、Import 文、Open
Table 文
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CreateText() 関数

目的
指定されたマップ ウィンドウ用に作成されたテキスト オブジェクトを返します。 この関数は、
MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

CreateText( window_id, x, y, text, angle, anchor, offset )

window_id はマップ ウィンドウを表す整数のウィンドウ識別子です。
x, y は浮動小数点値で、テキストの x/y 座標を表します。
text は文字列で、テキスト オブジェクトを構成するテキストを表します。
angle は浮動小数点の値で、回転角度を表します (水平方向のテキストの場合は 0)。
anchor は 0 から 8 の整数値で、基準点からみてどの位置にテキストを置くかを決定します。下記
のコードのいずれかを指定します。コードは MAPBASIC.DEF に定義されています。

LAYER_INFO_LBL_POS_CC (0)
LAYER_INFO_LBL_POS_TL (1)
LAYER_INFO_LBL_POS_TC (2)
LAYER_INFO_LBL_POS_TR (3)
LAYER_INFO_LBL_POS_CL (4)
LAYER_INFO_LBL_POS_CR (5)
LAYER_INFO_LBL_POS_BL (6)
LAYER_INFO_LBL_POS_BC (7)
LAYER_INFO_LBL_POS_BR (8)

2文字の接尾語は、ラベルの方向を示します (T =上、B =下、C =中央、R =右、L =左)。たとえ
ば、テキストを下部の、基準点の右側に置くには、定義コード LAYER_INFO_LBL_POS_BRを指
定するか、値 8 を指定します。
offset は 0 から 200 の整数で、基準点からテキストまでのオフセット距離 (ポイント単位) を表し
ます。offset は、anchor が 0 の場合 (中央にある場合) は無視されます。

戻り値
オブジェクト
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説明
CreateText() 関数は、テキスト オブジェクトを表すオブジェクト値を返します。
テキストオブジェクトは使用中のフォントスタイルを使用します。テキストオブジェクトを特定
のフォント スタイルで作成したい場合は、CreateText() を呼び出す前に Set Style 文を発行して
ください。
テキストの作成時、その高さは使用中のフォントに左右されます。しかし、テキスト作成後は、高
さはマップ ウィンドウのズームで決まります。拡大なら、テキストは大きくなります。
戻されたオブジェクトは、オブジェクト変数に代入したり、テーブルの既存レコードに (Update
文によって) 格納したり、テーブルに新規レコードとして (Insert 文によって) 挿入したりできま
す。

例
下記の例は、テキストオブジェクトを作成してマップのシステムレイヤに挿入します (変数 i_map_id
はマップ ウィンドウの ID を含む整数)。

Insert Into Cosmetic1 (Obj)
Values ( CreateText(i_map_id, -80, 42.4, "Sales Map", 0,0,0) )

関連項目

AutoLabel 文、Create Text 文、 Font 句、Insert 文、Update 文

Create Text 文

目的
マップウィンドウ、レイアウトウィンドウ、または従来のレイアウトウィンドウのタイトルなど
のテキスト オブジェクトを作成します。レイアウト ウィンドウでは、一部の句はサポートされま
せん。詳細については、「説明」を参照してください。この文は、MapInfo ProのMapBasicウィ
ンドウから発行できます。

構文

Create Text
[ Into { Window window_id | Variable var_name } ]
text_string
( x1, y1 ) ( x2, y2 )
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[ Font... ]
[ Label Line { Simple | Arrow } ( label_x, label_y ) Pen (pen_expr) ]

[ Spacing { 1.0 | 1.5 | 2.0 } ]
[ Justify { Left | Center | Right } ]
[ Angle text_angle ]
[ Pen .... ] [ Brush ... ] [ Priority n ] [ Name framename ]

window_id は整数のウィンドウ識別子です。
var_name は既存のオブジェクト変数の名前です。
text_string は、テキスト オブジェクトを構成する文字列 (最大 2047 文字) です。複数行に折り返
すテキスト オブジェクトを作成するには、Chr$(10) 関数呼び出しを文字列に挿入します。
x1, y1 は浮動小数点数で、テキストを表示する長方形領域の 1 つの角の位置を示す座標です。
x2, y2 はテキストを表示する長方形領域の反対側の角の位置を示す座標です。この座標はマップ
ウィンドウでのテキストの作成時には必要ですが、レイアウト デザイン ウィンドウではオプショ
ンです。
Font句はテキストのスタイルを指定します。テキストオブジェクトをマップウィンドウに作成す
る場合テキストのポイント数は無視されます。詳細については後述します。
label_x, label_y はテキスト オブジェクトの引出し線のアンカー ポイントを指定します。
Pen は、レイアウト ウィンドウではなく従来のレイアウト ウィンドウに作成する引き出し線の
Pen 句設定を指定します。
text_angle はテキスト オブジェクトの回転角度を指定する浮動小数値です。
nは、レイアウトウィンドウにあるオブジェクト (フレーム)のZオーダー値を指定する整数です。
クローン文の作成時やワークスペースの保存時に、フレームの優先順位は 1 で始まる固有の値に
正規化されます。
framenameは、レイアウトデザイン時にこのテキストフレームの名前を表す文字列です。レイア
ウトウィンドウ内のフレームに割り当てられた名前は、WORファイルに書き込まれます。Name
句が WOR ファイルに書き込まれると、ワークスペースのバージョンが 1500 に更新されます。

説明
一部の句はレイアウト ウィンドウに使用できません。Label Line 句は無視されます。Pen 句は、
レイアウト ウィンドウの従来のレイアウトに新しい引出し線スタイルを保持するためにだけ使用
できます。
window_idパラメータで、情報を取得するウィンドウを指定します。ウィンドウ識別子を取得する
には、ウィンドウを開いた直後に FrontWindow() 関数を呼び出すか、またはウィンドウ作成後の
任意の時点で WindowID() 関数を呼び出します。
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パラメータ xと yは MapBasicが現在使用している座標系で指定します。デフォルトで MapBasic
は経度、緯度の座標系を使用しますが、Set CoordSys文を使用してMapBasicの使用する座標系
を変更することができます。オブジェクトをレイアウト (レイアウトウィンドウまたは従来のレイ
アウト ウィンドウ) 上に作成する必要がある場合は、先に Set CoordSys Layout 文を発行してく
ださい。
x1、y1、x2、y2パラメータは長方形の領域を定義します。マップウィンドウにテキストを作成す
る場合、テキストを表示する長方形の領域を設定し、テキストの高さをその領域の高さによって決
めます。このため、Font句で指定したテキストのポイント数は無視されます。レイアウトデザイ
ンでは、(x2, y2) 座標はオプションです。この座標を含めない場合、作成したテキスト フレーム
は、適用中のフォントに基づいてテキスト範囲に合うようにサイズが調整されます。(x2, y2)座標
を含める場合は、両方の座標で指定されたサイズに基づいて、テキスト フレームのサイズが調整
されます。フレームのサイズが小さすぎる場合はテキストは折り返され、指定したフレームのサイ
ズがテキスト文字列のサイズよりも大きい場合は、余白が生じます。
Brushは有効なBrush句です。ソリッドブラシだけを使用できます。ソリッド以外の値を入力し
てもエラーになりませんが、種類として常にソリッドが強制的に使用されます。この句はフレーム
に背景色を使うときだけ使用されます。
Penは有効な Pen句です。この句は、オン (ソリッド)またはオフ (中抜き)と、フレームの境界線
の色を設定するように設計されています。

例
ユーザが従来のレイアウト ウィンドウで引出し線を作成すると、Create Text Label Line Pen句が
呼び出され、ワークスペースのバージョンが 950 に変更されます。

!Workspace
!Version 950
!Charset WindowsLatin1
Open Table "Data\Introductory_Data\World\WORLD" As WORLD Interactive
Map From WORLD
Position (0.0520833,0.0520833) Units "in"
Width 6.625 Units "in" Height 4.34375 Units "in"

Set Window FrontWindow()
Set Map
CoordSys Earth Projection 1, 104
Center (35.204159,-25.3575215)
Zoom 18063.92971 Units "mi"
Preserve Zoom Display Zoom
Distance Units "mi" Area Units "sq mi" XY Units "degree"

Set Map
Layer 1
Display Graphic
Global Pen (1,2,0) Brush (2,16777215,16777215) Symbol (35,0,12)
Line (1,2,0) Font ("Arial",0,9,0)
Label Line None Position Center Font ("Arial",0,9,0) Pen (1,2,0)
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関連項目

FrontWindow( ) 関数、AutoLabel 文、CreateText( ) 関数、 Font 句、Insert 文、Update 文、
WindowID( ) 関数

CurDate() 関数

目的
現在の日付を返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことが
できます。

構文

CurDate()

戻り値
日付

説明
Curdate()関数は、現在の日付を表す日付値を返します。形式はYYYYMMDDです。ここで、YYYY
は年、MM は 01 (1 月) から 12 (12 月) までの月、DD は 01 から 31 までの日です。
この値をローカルシステムの日付形式に変換する場合は、FormatDate$() 関数または Str$() 関数
を使用します。

例

Dim d_today As Date
d_today = CurDate()

関連項目

日付と時間に関する関数、CurDateTime()関数、CurTime() function、Day()関数、Format$()関
数、Month() 関数、StringToDate() 関数、Timer() 関数、Weekday() 関数、Year() 関数
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CurDateTime() 関数

目的
現在の日付と時刻を返します。この関数の後、GetDate()関数やGetTime()関数を使用して、Date
および Timeの値にアクセスできます。この関数は、MapInfo ProのMapBasicウィンドウから呼
び出すことができます。

構文

CurDateTime()

戻り値
DateTime

例
この例を MapBasic ウィンドウにコピーして、この関数の使い方を参照してください。

dim X as datetime
X = CurDateTime()
Print X

関連項目

Day() 関数、Format$() 関数、Month() 関数、StringToDate() 関数、Timer() 関数、Weekday() 関
数、Year() 関数、CurDate() 関数

CurrentBorderPen() 関数

目的
現在使用している境界ペン スタイルを返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィン
ドウから呼び出すことができます。
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構文

CurrentBorderPen()

戻り値
Pen

説明
CurrentBorderPen()関数は、現在の境界ペンスタイルを戻します。ユーザがリージョンオブジェ
クトを描くと、その境界には現在のスタイルが割り当てられます。MapBasic プログラムにおい
て、CreateRegion文などの文でオブジェクトを作成する場合、Pen句がなければ、そのオブジェ
クトは現在の BorderPen スタイルを使用します。
戻り値は、Pen 変数に代入することや、Set Map 文のようにペン設定をパラメータとして使う文
のパラメータとして使用することができます。
ペン スタイルから特定の属性 (たとえば色)を取り出すには、StyleAttr() 関数を呼び出します。ペ
ン設定の詳細については、「Pen 句」を参照してください。

例

Dim p_user_pen As Pen p_user_pen = CurrentBorderPen()

関連項目

CurrentPen() 関数、Pen 句、Set Style 文、StyleAttr() 関数

CurrentBrush() 関数

目的
現在使用しているブラシ (フィル) スタイルを返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

CurrentBrush()
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戻り値
Brush

説明
CurrentBrush() 関数は現在のブラシ スタイルを返します。これは [リージョン スタイル] ダイア
ログ ボックスで表示されるフィル スタイルと同じです。MapInfo Pro は、ユーザによって描かれ
た塗りつぶされたオブジェクト (楕円、長方形、面取り長方形、またはリージョン) に現在のブラ
シ値を割り当てます。MapBasicプログラムで、Create Region文などの文を用いて塗りつぶされ
たオブジェクトを作成する場合で、文に Brush 句がない場合、そのオブジェクトには現在のブラ
シ スタイルが割り当てられます。
CurrentBrush() 関数の戻り値は、Brush 変数に代入することや、Brush 設定をパラメータとして
使用する文 (Set Map 文や Shade 文など) のパラメータとして使用することができます。
特定のブラシ属性 (色など) を取得するには、StyleAttr() 関数を呼び出します。
ブラシ設定の詳細については、「Brush 句」を参照してください。

例

Dim b_current_fill As Brush
b_current_fill = CurrentBrush()

関連項目

Brush 句、MakeBrush() 関数、Set Style 文、StyleAttr() 関数

CurrentFont() 関数

目的
マップ ウィンドウとレイアウト ウィンドウで現在使われているフォント スタイルを返します。
この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

CurrentFont()
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戻り値
フォント

説明
CurrentFont() 関数は現在のフォント スタイルを返します。これはマップ ウィンドウやレイアウ
トウィンドウがアクティブなウィンドウであるときに、[テキスト スタイル]ダイアログボックス
に表示されるテキスト スタイルに相当します。MapInfo Pro では、ユーザがテキスト オブジェク
トを描画すると、現在のフォント値が割り当てられます。MapBasic プログラムで、Create Text
文を用いてテキストオブジェクトを作成する場合、文にFont句がなければ、そのオブジェクトに
は現在のフォント値が割り当てられます。
CurrentFont() 関数の戻り値は、Font 変数に代入することや、Font 設定をパラメータとして使用
する文 (Set Legend 文など) のパラメータとして使用することができます。
フォント スタイルから特定の属性 (たとえば色) を取り出すには、StyleAttr() 関数を呼び出しま
す。
フォント設定の詳細については、「Font 句」を参照してください。

例

Dim f_user_text As Font
f_user_text = CurrentFont()

関連項目

Font 句、MakeFont() 関数、Set Style 文、StyleAttr() 関数

CurrentLinePen() 関数

目的
現在使用されているペン (ライン) スタイルを返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

CurrentLinePen()
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戻り値
Pen

説明
CurrentLinePen()関数は現在のペン スタイルを返します。MapInfo Pro でユーザがラインまたは
折れ線オブジェクトを描画すると、現在のスタイルが割り当てられます。MapBasicプログラムで
Create Line文などの文を使用してオブジェクトを作成すると、Pen句が指定されなければ、現在
のペン スタイルが使用されます。戻り値は、Pen 変数に代入することや、Set Map 文のようにペ
ン設定をパラメータとして使う文のパラメータとして使用することができます。
ペン スタイルから特定の属性 (たとえば色)を取り出すには、StyleAttr() 関数を呼び出します。ペ
ン設定の詳細については、「Pen 句」を参照してください。

例

Dim p_user_pen As Pen p_user_pen = CurrentPen()

関連項目

CurrentBorderPen() 関数、Pen 句、Set Style 文、StyleAttr() 関数

CurrentPen() 関数

目的
現在使用されているペン (ライン) スタイルを返し、境界ペンをライン ペンと同じスタイルに設定
します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

CurrentPen()

戻り値
Pen
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説明
CurrentPen() 関数は現在のペン スタイルを返します。MapInfo Pro でユーザがラインまたは折れ
線オブジェクトを描画すると、現在のスタイルが割り当てられます。MapBasicプログラムでCreate
Line 文などの文を使用してオブジェクトを作成すると、Pen 句が指定されなければ、現在のペン
スタイルが使用されます。境界ペンをリセットせずに現在のライン ペンを使用するには、
CurrentLinePen() 関数を使用します。
戻り値は、Pen 変数に代入することや、Set Map 文のようにペン設定をパラメータとして使う文
のパラメータとして使用することができます。
ペン スタイルから特定の属性 (たとえば色)を取り出すには、StyleAttr() 関数を呼び出します。ペ
ン設定の詳細については、「Pen 句」を参照してください。

例

Dim p_user_pen As Pen
p_user_pen = CurrentPen()

関連項目

MakePen() 関数、Pen 句、Set Style 文、StyleAttr() 関数

CurrentSymbol() 関数

目的
現在使用しているシンボル スタイルを返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィン
ドウから呼び出すことができます。

構文

CurrentSymbol()

戻り値
シンボル
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説明
CurrentSymbol()関数は現在のシンボルスタイルを返します。これは [シンボル スタイル]ダイア
ログ ボックスに表示されるスタイルです。MapInfo Pro はユーザによって描かれるポイント オブ
ジェクトのすべてに、現在のシンボルスタイルを割り当てます。MapBasicプログラムで、Create
Point 文を用いてポイント オブジェクトを作成する場合、文に Symbol 句がなければ、そのオブ
ジェクトには現在のシンボル値が割り当てられます。
CurrentSymbol()関数の戻り値は、Symbol 変数に代入することや、Symbol 句をパラメータとし
て使用する文 (Set Map 文や Shade 文など) のパラメータとして使用することができます。
シンボル スタイルから特定の属性 (たとえば色) を取り出すには、StyleAttr() 関数を呼び出しま
す。シンボル設定の詳細については、「Symbol 句」を参照してください。

例

Dim sym_user_symbol As Symbol
sym_user_symbol = CurrentSymbol()

関連項目

MakeSymbol() 関数、Set Style 文、StyleAttr() 関数、Symbol 句

CurTime() 関数

目的
現在の時刻を時間、分、秒、およびミリ秒で返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

CurTime()

戻り値
時間
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例
この例を MapBasic ウィンドウにコピーして、この関数の使い方を参照してください。

dim Y as time
Y = CurTime()
Print Y

関連項目

日付と時間に関する関数、Day() 関数、Format$() 関数、Month() 関数、StringToDate() 関数、
Timer() 関数、Weekday() 関数、Year() 関数、CurDate() 関数、CurDateTime() 関数

DateWindow() 関数

目的
2000年対応日付ウィンドウの現在の設定を 0から 99までの整数値で取り出します。2000年対応
日付ウィンドウがオフの場合、-1 が返されます。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィン
ドウから呼び出すことができます。

構文

DateWindow( context )

context は 2 バイト整数値です。DATE_WIN_CURPROG (2) または DATE_WIN_SESSION (1) の
いずれかを取ります。

説明
どちらの定数が渡されたかにより、異なった処理をします。context が DATE_WIN_SESSION (1)
であれば、現在のセッション設定が取り出されます。context が DATE_WIN_CURPROG (2) であ
れば、現在のMapBasicプログラムの設定が取り出されます。プログラムが実行されていない場合
は、セッション設定が取り出されます。

例
次の例では、Date1 = 19990120、Date2 = 20141203、MyYear = 2014 を設定しています。

DIM Date1, Date2 as Date
DIM MyYear As Integer
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Set Format Date "US"
Set Date Window 75
Date1 = StringToDate("1/20/99")
Date2 = StringToDate("12/3/14")
MyYear = Year("12/30/14")

関連項目

Set Date Window() 文

Day() 関数

目的
Date式の日付 (1～31)を返します。 この関数は、MapInfo Proの MapBasicウィンドウから呼び
出すことができます。

構文

Day( date_expr )

date_expr は Date 式です。

戻り値
1 から31の 2 バイト整数

説明
Day() 関数は、指定された日付の日の部分を表す 1 ～ 31 の整数値を返します。たとえば、指定さ
れた日付が 12/17/13 である場合、Day() 関数は値 17 を返します。

例

Dim day_var As SmallInt, date_var As Date
date_var = StringToDate("05/23/2014")
day_var = Day(date_var)

関連項目

351MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



CurDate() 関数、Day() 関数、Minute() 関数、Month() 関数、Second() 関数、Timer() 関数、
Weekday() 関数、Year() 関数

DDEExecute 文

目的
オープン DDE チャネルを通じてコマンドを発行します。

構文

DDEExecute channel, command

channel は DDEInitiate( ) によって返された整数のチャネルの番号です。
command は DDE サーバが実行するコマンドを表す文字列です。

説明
DDEExecute 文は DDE 通信のサーバ アプリケーションにコマンド文字列を送ります。
channel パラメータには DDEInitiate() 関数呼び出しによってオープンされたチャネル番号を指定
します。
command パラメータ文字列には、DDE サーバ (受動的アプリケーション) が実行することができ
るコマンドを指定しなければなりません。DDEサーバアプリケーションの種類によって指定する
コマンド文字列は異なります。特定のアプリケーションのためのコマンド形式については、そのア
プリケーションのマニュアルを参照してください。

エラー コード
ERR_CMD_NOT_SUPPORTED (642)エラーはWindows上で実行されていない場合に生成されま
す。
ERR_NO_RESPONSE_FROM_APP (697) エラーはサーバ アプリケーションが応答しない場合に
生成されます。

例
MapBasicを通じて、Microsoft Excelをサーバ アプリケーションとする DDEチャネルをオープン
することができます。通信で System トピックを指定する場合、DDEExecute 文を使ってコマン
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ド文字列をExcelに送ることができます。コマンド文字列がExcelのマクロ関数に相当していて、
コマンド文字列が角かっこに納められている場合、Excelはそのコマンドを実行できます。下記の
例ではワークシート TRIAL.XLS をオープンするよう Excel に指示します。

Dim i_chan As Integer
i_chan = DDEInitiate("Excel", "System")
DDEExecute i_chan, "[OPEN(""C:\DATA\TRIAL.XLS"")]"

関連項目

DDEInitiate() 関数、DDEPoke 文、DDERequest$() 関数

DDEInitiate() 関数

目的
新しい DDE 通信を開始し、対応するチャネル番号を戻します。

構文

DDEInitiate( appl_name, topic_name )

appl_name はアプリケーションの名前を表す文字列です (例: "MapInfo")。
topic_name はトピックの名前を表す文字列です (例: "System")。

戻り値
整数

説明
DDEInitiate()関数は DDE (Dynamic Data Exchange)通信を開始し、その通信のチャネルを識別す
る番号を返します。
DDE 通信により、2 つの Microsoft Windows のアプリケーション間で情報を交換できます。DDE
通信が開始されていれば、MapBasic プログラムは DDERequest$() 関数呼び出し (もう一方のア
プリケーションから情報を読み込む) および DDEPoke 文 (情報をもう一方のアプリケーションに
書き込む)を発行することができます。DDE通信の目的が果たされ、必要がなくなったら、MapBasic
プログラムは DDETerminate 文または DDETerminate All 文で通信を終わらせます。

353MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



注 : DDE通信は Microsoft Windows固有の関数です。したがって、Windows以外のプラッ
トフォームで実行しているプログラムがDDE関連の関数呼び出しを行った場合、MapBasic
はエラーを発生させます。アプリケーションの現在のハードウェア プラットフォームを実
行時に判別するには、SystemInfo() 関数を呼び出します。

appl_nameパラメータはWindowsアプリケーションを表します。たとえば、Microsoft Excelとの
通信を開始するには、appl_name パラメータに "Excel" を指定してください。DDE 通信を開始す
る前に、appl_name パラメータで指定したアプリケーションが既に実行されていなければなりま
せん。MapBasic の Run Program 文により、他の Windows アプリケーションを実行することが
できます。必ずしもすべての Windows アプリケーションが DDE 通信をサポートしているとは限
りません。アプリケーションが DDE 通信をサポートしているかどうかについては、そのアプリ
ケーションのマニュアルを参照してください。
topic_name パラメータは通信のトピックを識別する文字列です。各アプリケーションに、それぞ
れ有効なトピック名のセットがあります。特定のアプリケーションがサポートするトピックのリス
トについては、そのアプリケーションのマニュアルを参照してください。ほとんどのアプリケー
ションでは、使用中のファイルの名前はトピック名として有効です。したがって、たとえばExcel
がワークシート ファイル ORDERS.XLSを使っている場合、次の MapBasic 文を発行すると、

Dim i_chan As Integer
i_chan = DDEInitiate("Excel", "C:\ORDERS.XLS")

Excel ワークシートと DDE 通信を開始することができます。
多くのアプリケーションが、System という特別なトピックをサポートします。System トピック
を用いて通信を開始した場合、DDERequest$() 関数を使って、アプリケーションが有効なトピッ
ク名と認める文字列のリスト (現在使用中のファイルのリストなど) を得ることができます。何の
トピックが利用可能であるかがわかったら、特定のドキュメントともう 1つの DDE通信を開始す
ることができます。下記の例を参照してください。
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次の表は、DDEInitiate()関数で使用できるアプリケーションとトピック名の例を示したものです。

通信の性質DDEInitiate() 呼び出し

DDERequest$( ) 関数呼び出しは、現在 Excel が使用中の
ワークシート名リストなど、Excelの システム情報を戻し
ます。DDEExecute 文で、Excel に実行させるコマンドを
送ることができます。

DDEInitiate("Excel", "System")

wksが、使用中の Excelドキュメントの名前である場合、
これに続く DDEPoke文により、ワークシートに値を格納
することができ、DDERequest$() 関数呼び出しにより、
ワークシートから情報を読み込むことができます。

DDEInitiate("Excel", wks)

DDERequest$()関数呼び出しにより、MapInfoProが使用
中の MapBasic アプリケーションのリストなど、システム
情報を取得できます。

DDEInitiate("MapInfo", "System")

mbx が、使用中のMapBasicアプリケーションの名前であ
る場合、DDEPoke 文により、指定アプリケーションのグ
ローバル変数に値を割り当てることができ、
DDERequest$() 関数呼び出しにより、グローバル変数の
現在の値を読み込むことができます。

DDEInitiate("MapInfo" mbx)

MapBasicプログラムがDDEInitiate()関数呼び出しを発行するとき、MapBasicプログラムはDDE
通信の "クライアント"となります。もう一方のWindowsアプリケーションは "サーバ"です。1つ
の通信の中では、クライアントが常に能動側であり、サーバはクライアントがとったアクションに
反応するだけです。MapBasicプログラムは同時に複数の通信を続けることができます。制限はメ
モリおよびシステム資源のみです。MapBasic アプリケーションは、ある 1 つの通信では
(DDEInitiate() などの文を発行することによって) クライアントとして働き、他の通信では
(RemoteMsgHandlerプロシージャを定義することによって)サーバとして動作することができま
す。

エラー コード
ERR_CMD_NOT_SUPPORTED (642)エラーはWindows上で実行されていない場合に生成されま
す。
ERR_INVALID_CHANNEL (696)エラーは指定されたチャネル番号が無効である場合に生成されま
す。
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例
次の例では、Microsoft Excel バージョン 4 以降との間で DDE 通信の開始を試みます。目的は、
Excel が現在使用しているワークシートの最初のセルに、"Hello from MapInfo!" という簡単なテキ
スト メッセージを格納することです。 ただしこれは、そのセルが空の場合にのみ行います。最初
のセルが空でない場合は内容を上書きしません。

Dim chan_num, tab_marker As Integer
Dim topiclist, topicname, cell As String

chan_num = DDEInitiate("EXCEL", "System")
If chan_num = 0 Then
Note "Excel is not responding to DDE conversation."
End Program
End If

' Get a list of Excel's valid topics
topiclist = DDERequest$(chan_num, "topics")

' If Excel 4 is running, topiclist might look like:
' ": Sheet1 System"
' (if spreadsheet is still "unnamed"),or like:
' ": C:Orders.XLS Sheet1 System"
'
' If Excel 5 is running, topiclist might look like:
' "[Book1]Sheet1 [Book2]Sheet2 ..."
'
' Next, extract just the first topic (for example,"Sheet1")
' by extracting the text between the 1st & 2nd tabs;
' or, in the case of Excel 5, by extracting the text
' that appears before the first tab.

If Left$(topiclist, 1) = ":" Then
' ...then it's Excel 4.
tab_marker = InStr(3, topiclist, Chr$(9) )
If tab_marker = 0 Then
Note "No Excel documents in use! Stopping."
End Program
End If
topicname = Mid$(topiclist, 3, tab_marker - 3)
Else
' ... assume it's Excel 5.
tab_marker = Instr(1, topiclist, Chr$(9) )
topicname = Left$( topiclist, tab_marker - 1)
End If

' open a channel to the specific document
' (e.g., "Sheet1")
DDETerminate chan_num
chan_num = DDEInitiate("Excel", topicname)
If chan_num = 0 Then
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Note "Problem communicating with " + topicname End Program
End If

' Let's examine the 1st cell in Excel.
' If cell is blank, put a message in the cell.
' If cell isn't blank, don't alter it -
' just display cell contents in a MapBasic NOTE.
' Note that a "Blank cell" gets returned as a
' carriage-return line-feed sequence:
' Chr$(13) + Chr$(10).
cell = DDERequest$( chan_num, "R1C1" )
If cell <> Chr$(13) + Chr$(10) Then
Note
"Message not sent; cell already contains:" + cell
Else
DDEPoke chan_num, "R1C1", "Hello from MapInfo!"
Note "Message sent to Excel,"+topicname+ ",R1C1."
End If
DDETerminateAll

注 : この例ではすべての起こり得る障害に対処していません。たとえば、Excel でワーク
シートではなくチャート ("Chart1" など) を編集しているかもしれません。その場合、セル
R1C1 を参照することはできません。

関連項目

DDEExecute文、DDEPoke文,、DDERequest$( )関数、DDETerminate文、DDETerminate All
文

DDEPoke 文

目的
データ値を DDE サーバ アプリケーションの項目に送ります。

構文

DDEPoke channel, itemname, data

channel は DDEInitiate() 関数によって返された整数のチャネルの番号です。
itemname は項目の名前を表す文字列値です。
data は itemname パラメータで指定した項目に送る文字列です。
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説明
DDEPoke 文は指定 DDE 項目に data 文字列を格納します。
channel パラメータには DDEInitiate() 関数によってオープンされたチャネル番号を指定します。
itemnameパラメータには、channel パラメータに適した項目を指定しなければなりません。DDE
アプリケーションによって、サポートする項目名が異なります。特定のWindowsアプリケーショ
ンがどの項目名をサポートしているかについては、そのアプリケーションのマニュアルを参照して
ください。
Excel との DDE 通信においては、R1C1 (第 1 行、第 1 列) という形式の文字列は項目名として有
効です。他の MapBasicアプリケーションとの DDE通信においては、アプリケーションのグロー
バル変数名は項目名として有効です。

エラー コード
ERR_CMD_NOT_SUPPORTED (642)エラーはWindows上で実行されていない場合に生成されま
す。
ERR_INVALID_CHANNEL (696)エラーは指定されたチャネル番号が無効である場合に生成されま
す。

例
次の例では、Excel が既に実行されている場合に、Excel ワークシートの最初のセルに簡単なメッ
セージ (Hello from MapInfo!) を格納します。

Dim i_chan_num As Integer
i_chan_num = DDEInitiate("EXCEL", "Sheet1")
DDEPoke i_chan_num, "R1C1", "Hello from MapInfo!"

次の例では、使用中の MapBasic アプリケーションがもう 1 つ ("Dispatch.mbx") あり、Dispatch
アプリケーションには Address というグローバル変数があると仮定しています。この例では、
DDEPoke を使って、文字列式を Address グローバル変数に書き込みます。

i_chan_num = DDEInitiate("MapInfo","C:\DISPATCH.MBX")
DDEPoke i_chan_num, "Address", "23 Main St."

関連項目

DDEExecute 文、DDEInitiate() 関数、DDERequest$() 関数
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DDERequest$() 関数

目的
DDE 通信から得られたデータ値を戻します。

構文

DDERequest$( channel, itemname )

channel は DDEInitiate() 関数によって返された整数のチャネルの番号です。
itemname はサーバ アプリケーションの項目名を示す文字列です。

戻り値
String

説明
DDERequest$() 関数は DDE 通信で得た情報の文字列を戻します。リクエストが不成功の場合、
DDERequest$() 関数は Null 文字列 ("") を戻します。
channel パラメータには DDEInitiate() 関数によってオープンされたチャネル番号を指定します。
itemnameパラメータには、channel パラメータに適した項目を指定しなければなりません。DDE
アプリケーションによって、サポートする項目名が異なります。特定のWindowsアプリケーショ
ンがどの項目名をサポートしているかについては、そのアプリケーションのマニュアルを参照して
ください。
次の表は、Microsoft Excelをサーバとした DDE通信を実行するときに使用できるトピックと項目
の組み合わせの一部を示しています。

DDERequest$() で使用する項目名トピック名

"Systems" では、"System" トピックで受理される項目名のリストが返されます。
"Topics" では、Excel で受理される DDE トピック名のリストが戻り、開いている
ワークシートすべての名前も含まれています。
"Formats" では、Excel で受理されるクリップボード フォーマットのリスト (たと
えば "TEXT BITMAP ..".) が返されます。

“System”
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DDERequest$() で使用する項目名トピック名

R1C1 (第 1 行、第 1 列) 形式の文字列により、そのセルの内容が返されます。wks (使用されているワークシート
名)

注 : DDERequest$()関数を使用して、あるMapBasicアプリケーションから別のMapBasic
アプリケーションのグローバル変数の現在の値を調べることができます。次の表は、MapInfo
Pro をサーバとした DDE 通信を実行するときに使用できるトピックと項目の組み合わせを
示しています。

DDERequest$() で使用する項目名トピック名

"Systems" では、"System" トピックで受理される項目名のリストが返されます。
"Topics"では、MapInfo Proで受理されるDDEトピック名のリストが返されます。
これには、現在使用中のすべてのMapBasicアプリケーションの名前が含まれてい
ます。
"Formats"では、MapInfo Proで受理されるクリップボード フォーマットのリスト
("TEXT") が返されます。
"Version" では、MapInfo のバージョン番号を 100 倍した値が返されます。

“System”

"{items}"では指定したMapBasicアプリケーションで使用されているグローバル変
数名のリストが返されます。グローバル変数名を指定すると、DDERequest$() は
変数値を返します。

mbx (使用する .MBX 名)

エラー コード
ERR_CMD_NOT_SUPPORTED (642)エラーはWindows上で実行されていない場合に生成されま
す。
ERR_INVALID_CHANNEL (696)エラーは指定されたチャネル番号が無効である場合に生成されま
す。
ERR_CANT_INITIATE_LINK (698)エラーは MapBasicが指定トピックにリンクできない場合に生
成されます。
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例
次の例では、DDERequest$() 関数を使用して、Excel ワークシートの最初のセルの現在の内容を
取得します。この例は、既に Excel が実行されている場合のみ有効です。

Dim i_chan_num As Integer
Dim s_cell As String
i_chan_num = DDEInitiate("EXCEL", "Sheet1")
s_cell = DDERequest$(i_chan_num, "R1C1")

次の例では、使用中の MapBasic アプリケーションがもう 1 つ ("Dispatch.mbx") あり、Dispatch
アプリケーションには Address というグローバル変数があると仮定しています。この例では、
DDERequest$() を使用して、Address グローバル変数の現在の値を取得します。

Dim i_chan_num As Integer, s_addr_copy As String
i_chan_num = DDEInitiate("MapInfo","C:\DISPATCH.MBX")
s_addr_copy = DDERequest$(i_chan_num, "Address")

関連項目

DDEInitiate() 関数

DDETerminate 文

目的
DDE 通信をクローズします。

構文

DDETerminate channel

channel は DDEInitiate() 関数によって返された整数のチャネルの番号です。

説明
DDETerminate 文は channel パラメータで指定した DDE チャネルをクローズします。
channel パラメータには、通信を開始した DDEInitiate() 関数呼び出しが戻したチャネル番号を指
定する必要があります。DDE 通信の目的が果たされ、必要がなくなったら、MapBasic プログラ
ムは DDETerminate 文または DDETerminate All 文で通信を終わらせます。
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注 : MapBasic アプリケーションは複数が同時に動作している場合があり、各アプリケー
ションが独自に DDE チャネルをオープンすることができます。しかし、MapBasic アプリ
ケーションがクローズできるのは、自分自身がオープンした DDEチャネルのみです。他の
MapBasic アプリケーションがオープンした DDE チャネルをクローズすることはできませ
ん。

エラー コード
ERR_CMD_NOT_SUPPORTED (642)エラーはWindows上で実行されていない場合に生成されま
す。
ERR_INVALID_CHANNEL (696)エラーは指定されたチャネル番号が無効である場合に生成されま
す。

例

DDETerminate i_chan_num

関連項目

DDEInitiate() 関数、DDETerminate All 文

DDETerminateAll 文

目的
同じ MapBasic プログラムがオープンしたすべての DDE 通信をクローズします。

構文

DDETerminateAll

説明
DDETerminateAll文は、同じMapBasicアプリケーションがオープンしたすべてのオープン DDE
通信をクローズします。MapBasicアプリケーションは複数が同時に動作している場合があり、各
アプリケーションが独自に DDE チャネルをオープンすることができます。しかし、MapBasic ア
プリケーションがクローズできるのは、自分自身がオープンした DDE チャネルのみです。他の
MapBasic アプリケーションがオープンした DDE チャネルをクローズすることはできません。
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DDE 通信の目的が果たされ、必要がなくなったら、MapBasic プログラムは DDETerminate 文ま
たは DDETerminateAll 文で通信を終わらせます。

エラー コード
ERR_CMD_NOT_SUPPORTED (642)エラーはWindows上で実行されていない場合に生成されま
す。
関連項目

DDEInitiate() 関数、DDETerminate 文

Declare Function 文

目的
関数の名前およびパラメータ リストを定義します。

制限事項
MapBasic ウィンドウからこの文を発行することはできません。
外部関数へのアクセス (構文 2 を使用) はプラットフォーム依存です。DLL ファイルにアクセスで
きるのは Windows 上で動作しているアプリケーションだけです。

構文 1

Declare Function fname
( [ [ ByVal ] parameter [ , parameter... ] As var_type ]
[ , [ ByVal ] parameter [ , parameter... ] As var_type... ] )
As return_type

fname は関数名です。
parameter は関数のパラメータの名前です。
var_type は Integer などの変数タイプです。配列やカスタム Type も使用可能です。
return_type は標準スカラー変数タイプです。配列やカスタム Type は使用不可能です。
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構文 2 (Windows の DLL に含まれている外部ルーチン)

Declare Function fname
Lib "file_name" [WideChars] [ Alias "function_alias" ]
( [ [ ByVal ] parameter [ , parameter... ] As var_type ]
[ , [ ByVal ] parameter [ , parameter... ] As var_type... ] )
As return_type

fname は関数が呼び出される名前です。
file_name は Windows の DLL ファイルの名前です。
WideCharsはフラグです。これが指定されている場合は、文字列パラメータと外部Windows DLL
関数から返される文字列をワイド文字列として処理する必要があります。指定されていない場合、
文字列パラメータと戻り値の文字列は、現在のシステム文字セットにおけるMultiByte文字列とし
て処理されます。
function_alias は外部関数の元の名前です。
parameter は関数のパラメータの名前です。
var_type はデータ タイプです。Windows DLL では標準変数タイプまたはカスタム Type となりま
す。
return_type は標準スカラー変数タイプです。

説明
Declare Function 文はユーザ定義の MapBasic 関数または外部関数を事前宣言します。
MapBasic プログラムでは、Function...End Function 文を使用して、カスタム関数を作成できま
す。この方法で定義する関数の前には必ず Declare Function文を指定する必要があります。カス
タム関数の作成の詳細については、「Function...End Function 文」を参照してください。
関数に渡されるパラメータはオプションの Byval キーワードを指定しないと参照で渡されます。
パラメータの参照渡しと値渡しの違いについては、『MapBasicユーザーズガイド』を参照してく
ださい。

外部関数の呼び出し
構文 2 (上記) を使用して、Declare Function 文で外部関数を定義することができます。外部関数
は別の言語 (Cや Pascalなど)で書かれた関数で、別のファイルに保管されています。外部関数を
宣言すると、プログラムは通常の MapBasic 関数と同様に外部関数を呼び出すことができます。
DeclareFunction文で外部関数を宣言する場合、外部関数が格納されているファイル名を file_name
パラメータに指定しなければなりません。外部ファイルは実行時に存在していなければなりませ
ん。
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すべての外部関数は明示的に割り当てられた名前を持っています。通常、Declare Function 文の
fname パラメータには、外部ファイルの明示ルーチン名と同じ名前を指定します。また、もう 1
つの方法として、Declare Function 文に Alias 句を指定することにより、自分の選択した名前で
外部関数を呼び出すこともできます。Alias句を使用すると、外部関数の明示名が MapBasicの標
準関数名と競合する場合に、明示名の代わりに使う別の名前を指定できます。
Declare Function 文に WideChars 句が含まれている場合、文字列パラメータと外部 Windows
DLL 関数から返される文字列はすべて、ワイド文字列として処理されます。WideChars 句を含め
る場合は、パラメータに対してワイド文字列形式のみを使用します。
Declare Function文に Alias句が含まれている場合、function_aliasパラメータは外部関数の元の
名前と一致していなければならず、fnameパラメータはMapBasicがルーチンを呼び出す名前を示
します。

Windows DLL パラメータの制約
DLLにはユーザ定義の変数タイプをパラメータとして渡すことができます。Type文のオプション
のAlign[n]キーワードによって、ターゲットDLLの "構造体パッキング"に合ったユーザ定義のタ
イプを定義することができます。ユーザ定義の変数タイプの詳細については、「Type 文」を参照
してください。詳細については、『MapBasic ユーザーズ ガイド』を参照してください。

例
次の例は、ある数の立方根 (3 乗してその数字になる値) を戻すカスタム関数 CubeRoot を定義し
ます。

Declare Sub Main
Declare Function CubeRoot(ByVal x As Float) As Float
Sub Main
Note Str$( CubeRoot(23) )
End Sub
Function CubeRoot(ByVal x As Float) As Float
CubeRoot = x ^ (1 / 3)
End Function

関連項目

Declare Sub 文、Function...End Function 文
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Declare Method 文

目的
MapBasic アプリケーションが関数を呼び出せるように、.NET アセンブリのメソッド/関数の名前
と引数リストを定義します。

制限事項
MapBasic ウィンドウからこの文を発行することはできません。

構文

Declare Method fname Class "class_name" Lib "assembly_name"
[ Alias function_alias ]
( [ [ ByVal ] parameter [ , parameter... ] As var_type ]
[ , [ ByVal ] parameter [ , parameter... ] As var_type... ] )
[ As return_type ]

fname は関数が呼び出される名前です。オプションの Alias 句を省略する場合、fname は実際の
.NET メソッド/関数名と同じにする必要があります。このオプションは、最大 31 文字です。
class_name は、呼び出す関数を提供する .NET クラスの名前で、クラスの名前空間を含みます
(System.Windows.Forms.MessageBoxなど)。
assembly_nameは、.NETアセンブリファイルの名前です (filename.dllなど)。アセンブリが
GACから読み込まれる場合、assembly_nameには、完全修飾アセンブリ名を指定する必要があり
ます。
function_aliasは、.NETメソッド/関数の元の名前 (.NETアセンブリに定義されている名前)です。
注意: Alias 句は、メソッドを元の名前以外の名前で呼び出したい場合にだけ指定します。
parameter は関数のパラメータの名前です。
var_type は、MapBasic データ タイプです (Integer など)。
return_typeは、標準のMapBasicスカラー変数タイプです (Integerなど)。As句を省略した場合、
MapBasic プログラムはメソッドを (Call 文を用いて) Sub として呼び出すことができます。
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説明
Declare Method 文を使用すると、MapBasic プログラムが .NET アセンブリからメソッド (関数ま
たはプロシージャ)を呼び出すことができます。.NETアセンブリは、C#や VB.NETなどさまざま
な言語で作成できます。MapBasicからの .NET呼び出しの詳細については、『MapBasicユーザー
ズ ガイド』を参照してください。
MapBasic プログラムは、static として宣言された .NET メソッドまたは関数だけを呼び出すこと
ができます。(VB.NET ではそのような関数を "共有関数" と呼び、C# では "静的メソッド" と呼び
ます。)

実行時、assembly_nameに完全修飾アセンブリ名が指定されており、そのアセンブリがグローバ
ル アセンブリ キャッシュ (GAC) に登録されている場合、MapInfo Pro は GAC からアセンブリを
読み込みます。それ以外の場合は、.MBXファイルと同じディレクトリからアセンブリが読み込ま
れます (assembly_nameが "filename.dll"というようなファイル名の場合)。したがって、アセンブ
リは GAC に登録しておくことができますが、それは必須ではありません。

例
静的メソッドを提供する C# クラスの単純な例を次に示します。

namespace MyProduct
{
class MyWrapper
{
public static int ShowMessage(string s)
{
System.Windows.Forms.MessageBox.Show(s);
return 0;
}
}
}

VB.NET では、クラス定義は次のようになります。

Namespace MyProduct
Public Class MyWrapper
Public Shared Function ShowMessage(ByVal s As String) As Integer

System.Windows.Forms.MessageBox.Show(s)
Return 0

End Function
End Class

End Namespace
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MapBasic プログラムは、次のような構文でメソッドを呼び出すことができます。

Declare Method ShowMessage
Class "MyProduct.MyWrapper"
Lib "MyAssembly.DLL" (ByVal str As String) As Integer
. . .
Dim retval As Integer
retval = ShowMessage("Here I am")

次の例は、GACに登録されたアセンブリ内のメソッドを宣言する方法を示しています。GACから
アセンブリをロードする時には、Lib句でアセンブリの完全修飾名を指定する必要があることに注
意してください。アセンブリの完全修飾名を指定するには、Microsoftから Visual Studioの一部と
して提供されている gacutil ユーティリティなど、各種のユーティリティを利用できます。

' Declare a method from the System.Windows.Forms.dll assembly:
Declare Method Show
Class "System.Windows.Forms.MessageBox"
Lib "System.Windows.Forms, Version=2.0.0.0, Culture=neutral,

PublicKeyToken=b77a5c561934e089"
(ByVal str As String, ByVal caption As String)

' Declare a method from the mscorlib.dll assembly:
Declare Method Move
Class "System.IO.File"
Lib "mscorlib, Version=2.0.0.0, Culture=neutral,

PublicKeyToken=b77a5c561934e089"
(ByVal sourceFileName As String, ByVal destFileName As String)

' Display a .NET MessageBox dialog box with both a message and a caption:

Call Show("Table update is complete.", "Tool name")
' Call the .NET Move method to move a file
Call Move("C:\work\pending\entries.txt", "C:\work\finished\entries.txt")

Declare Sub 文

目的
サブ プロシージャの名前およびパラメータ リストを識別します。

制限事項
MapBasic ウィンドウからこの文を発行することはできません。
外部関数へのアクセス (構文 2 を使用) はプラットフォーム依存です。DLL ファイルにアクセスで
きるのは Windows 上で動作しているアプリケーションだけです。
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構文 1

Declare Sub sub_proc
[ ( [ ByVal ] parameter [ , parameter... ] As var_type [ , ... ] ) ]

sub_proc はサブ プロシージャの名前です。
parameter はサブ プロシージャ パラメータの名前です。
var_type は標準データ タイプまたはカスタム Type です。

構文 2 (Windows の DLL に含まれている外部ルーチン)

Declare Sub sub_proc Lib "file_name" [WideChars] [ Alias "sub_alias" ]

[ ( [ ByVal ] parameter [ , parameter... ] As var_type [ , ... ] ) ]

sub_proc は外部ルーチンが呼び出される名前です。
file_name は DLL 名を表す文字列です。
WideCharsはフラグです。これが指定されている場合は、外部WindowsDLLルーチンへの文字列
パラメータをワイド文字列として処理する必要があります。指定されていない場合、文字列パラ
メータは、現在のシステム文字セットにおける MultiByte 文字列として処理されます。
sub_alias は外部ルーチンの元の名前です。
parameter はサブ プロシージャ パラメータの名前です。
var_type はデータ タイプです。Windows DLL では標準変数タイプまたはカスタム Type となりま
す。

説明
Declare Sub 文はサブ プロシージャの名前とパラメータ リストを確立します。通常、各 Declare
Sub 文は、同じプログラムに後で登場する実際のサブ プロシージャに対応しています。
MapBasicプログラムでは、Sub...End Sub文を使用してプロシージャを作成できます。この方法
で定義するプロシージャの前には必ず Declare Sub 文を指定する必要があります。プロシージャ
作成の詳細については、「Sub...End Sub 文」を参照してください。
プロシージャに渡されるパラメータはオプションの ByVal キーワードを指定しない限り参照で渡
されます。
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外部ルーチンの呼び出し
構文 2 (上記) を使用して、Declare Sub 文で外部ルーチンを定義することができます。外部ルー
チンは別の言語 (Cや Pascalなど)で書かれたルーチンで、別のファイルに保管されています。一
度外部ルーチンを宣言すると、プログラムは通常のMapBasicプロシージャと同様に外部ルーチン
を呼び出すことができます。
Declare Sub 文で外部ルーチンを宣言する場合、そのルーチンが格納されているファイル名を
file_nameパラメータに指定しなければなりません。ファイルは実行時に存在していなければなり
ません。
すべての外部ルーチンは明示的に割り当てられた名前を持っています。通常、Declare Sub 文の
sub_procパラメータには、外部ファイルの明示ルーチン名と同じ名前を指定します。また、Declare
Sub 文に Alias 句を入れることにより、自分の選択した名前で外部ルーチンを呼び出すこともで
きます。Alias句を使用すると、外部ルーチンの明示名が MapBasicの標準関数名と競合する場合
に、明示名の代わりに使う別の名前を指定できます。
Declare Sub文にWideChars句が含まれている場合、外部ルーチンへの文字列パラメータはすべ
て、ワイド文字列として処理されます。WideChars 句を含める場合は、パラメータに対してワイ
ド文字列形式のみを使用します。
Declare Sub 文に Alias 句が含まれている場合、sub_alias パラメータは外部ルーチンの元の名前
と一致していなければならず、sub_proc パラメータは MapBasic がルーチンを呼び出す名前を示
します。DLLにはユーザ定義の変数タイプをパラメータとして渡すことができます。Type文のオ
プションのAlign[n]キーワードによって、ターゲットDLLの "構造体パッキング"に合ったユーザ
定義のタイプを定義することができます。ユーザ定義の変数タイプの詳細については、「Type
文」を参照してください。

例

Declare Sub Main
Declare Sub Cube(ByVal original As Float, cubed As Float)

Sub Main
Dim x, result As Float
Call Cube(2, result)
' result now contains the value: 8 (2 x 2 x 2)
x = 1
Call Cube(x + 2, result)
' result now contains the value: 27 (3 x 3 x 3)
End Sub
Sub Cube (ByVal original As Float, cubed As Float)
'
' Cube the "original" parameter value, and store
' the result in the "cubed" parameter.
'
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cubed = original ^ 3
End Sub

関連項目

Call 文、Sub...End Sub 文

Define 文

目的
定数値を持つカスタム キーワードを定義します。

制限事項
MapBasic ウィンドウから Define 文を発行することはできません。

構文

Define identifier definition

identifier は最長 31 文字の識別子です。先頭は英文字または下線 (_) です。
definition は、identifier が出現するごとに MapBasic が置き換える文字です。

説明
Define文は新しい識別子 identifierを定義します。MapBasicは、Define文以降の identifierすべて
について、identifierを definitionに置き換えます。Define文の例については、標準のMapBasic定
義ファイル MAPBASIC.DEF を参照してください。
Define 文で定義された識別子は大文字、小文字を区別しません。Define 文でキーワード FOO を
定義した場合、プログラムはFooや fooも同じ識別子とみなします。Define文を使用してMapBasic
のキーワード (たとえば Setや Create)を再定義することはできません。予約済みキーワードのリ
ストについては、「Dim 文」を参照してください。
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例
アプリケーションで、数学値π (約 3.141593) を使用する必要があるとします。その場合、次の定
義を使うことができます。

Define PI 3.141593

この定義の後では、値 3.141593 が必要なときには単に PI と入力すれば済みます。
Define 文の definition は引用符を含むことができます。たとえば、次の Define は引用符を含む定
義を持つキーワードを生成します。

Define FILE_NAME "World.tab"

次の Define 文は、標準定義ファイル MAPBASIC.DEF からの抜粋です。この Define 文により、
メッセージ ウィンドウを簡単にクリアできます。

Define CLS Print Chr$(12)

DeformatNumber$() 関数

目的
数字を表す文字列のフォーマット化を削除します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィ
ンドウから呼び出すことができます。

構文

DeformatNumber$ ( numeric_string )

numeric_string は、数値を表す文字列 (たとえば "12,345,678") です。

戻り値
String

説明
数値を表す文字列を返します。numeric_string引数にコンマ桁区切り記号が含まれる場合も、戻り
値には桁区切り記号は含まれません。また、戻り値は小数点記号として常にピリオドを使います。
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ユーザのコンピュータが別の文字を小数点記号として使用するように設定されている場合でも同じ
です。

例
次の例は、Val()関数を呼び出して文字列の数値を取得します。この例は、Val()関数を呼び出す前
に DeformatNumber$()関数を呼び出して、文字列からコンマ桁区切り記号を削除します(Val()関
数に渡す文字列は、コンマ桁区切り記号を含むことはできません)。

Dim s_number As String
Dim f_value As Float

s_number = "1,222,333.4"
s_number = DeformatNumber$(s_number)

' the variable s_number now contains the
' string: "1222333.4"

f_value = Val(s_number)

Print f_value

関連項目

FormatNumber$() 関数、Val() 関数

Delete 文

目的
1 つのテーブルから、1 つまたは複数の図形オブジェクトを削除します。あるいは、1 つまたは複
数の行全体を削除します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Delete [ Object ] From table
[ Where [ Rowid = id_number ] | expr ]
[ DropIndex ( Auto | On | Off ) ]

table は、開いているテーブルの名前です。
id_number は 1 つの行の番号です (1 以上の整数値)。
expr はフィールドまたは行に割り当てる式です。
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説明
Delete文は、開いているテーブルから図形オブジェクトまたはレコード全体を削除します。Delete
文はデフォルトで次のように機能します。
• テーブルのすべてのオブジェクトを削除します。しかし、この文にオプションのObjectキーワー
ドを指定した場合は、MapBasic はレコード自体を削除せず、そのテーブルに付属する図形オブ
ジェクトのみを削除します。

• テーブルのすべてのレコードに影響します。しかし、文にオプションの Where Rowid = = ... 句
を指定した場合は、指定行のみが Delete 文の影響を受けます。

• テーブルのすべてのレコードに影響します。しかし、文にオプションのWhere expr...句を指定
した場合は、選択行のみが Delete 文の影響を受けます。

Delete Object From 文と Drop Map 文の間には重要な相違があることに注意してください。
Delete Object From 文はテーブル内のオブジェクトまたはレコードだけに影響を与え、テー
ブル定義自体には影響しません。しかし、Drop Map文はテーブル定義自体を修正するので、新し
い図形オブジェクトをテーブルに付けることはできません。
DropIndex 句を On に指定すると、トランザクション インデックスは操作の実行中は更新が中断
され、操作の完了後に再作成されます。これでパフォーマンスが顕著に向上することがあります
が、常に向上するわけではありません。パフォーマンスを最大にするには、この句をAutoに設定
することを推奨します。この設定にすると、MapInfo Proがインデックスの更新中断と再作成を行
うかどうかを決定します。操作によって1000行またはそれを超える大きさのテーブルが削除また
は更新される場合、または行の総数の 0.1 %を超える割合で行が更新される場合、MapInfo Proは
インデックスの更新を中断し、後で再作成します。DropIndex 句を Off に設定すると、操作はト
ランザクション インデックスの更新中断と再作成を行わずに実行されます。
Delete文ではWHERE句で式を指定することもできます。文のWHERE句に式が含まれている場
合は、その式に一致する行のみが影響を受けます。

Delete Object From clients Where Status = 0

RowId を WHERE 句の式として使用する場合は、次のようにします。

"4 > RowId OR 2 < RowId" instead of "RowId > 4 OR RowId < 2"

例
次の Delete 文はテーブルからすべてのレコードを削除します。この操作が終わった時点で、テー
ブルはまだありますが、完全に空になり、作成直後と同じ状態になります。

Open Table "clients"
Delete From clients
Table clients
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次の Delete 文はテーブルの第 10 行から図形オブジェクトのみを削除します。

Open Table "clients"
Delete Object From clients Where Rowid = 10
Table clients

次の Delete 文は status = 0 (非アクティブ) であるオブジェクトのみを削除します。

Open Table "clients"
Delete Object From clients Where Status = 0
Table clients

関連項目

Drop Map 文、Insert 文

Dialog 文

目的
カスタム ダイアログ ボックスを表示します。

制限事項
MapBasic ウィンドウから Dialog 文を発行することはできません。

構文

Dialog
[ Title title ]
[ Width w ] [ Height h ] [ Position x, y ]
[ Calling handler ]
Control control_clause
[ Control control_clause... ]

title はダイアログ ボックスのタイトル バーに表示される文字列式です。
h にはダイアログ ボックスの高さをダイアログ ボックス単位 (ダイアログ ボックス単位 8 の高さ
は 1 文字の高さに等しい) で指定します。
w にはダイアログ ボックスの幅をダイアログ ボックス単位 (ダイアログ ボックス単位 4 の幅は 1
文字の幅に等しい) で指定します。
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x, yにはダイアログボックスの最初の位置をピクセルで指定し、MapInfo Proの作業エリアの左上
隅からの距離を示します。Position句を省略すると、ダイアログボックスは中心に配置されます。
handlerはユーザにダイアログボックスを使用させる前に呼び出されるプロシージャ名です。この
プロシージャは通常 Alter Control 文を発行します。
各 control_clause には、以下のコントロール タイプのいずれか 1 つを指定できます。
• Button
• OKButton
• CancelButton
• EditText
• StaticText
• PopupMenu
• CheckBox
• MultiListBox
• GroupBox
• RadioGroup
• PenPickerm
• BrushPicker
• FontPicker
• SymbolPicker
• ListBox

詳細については、各コントロール タイプの項を参照してください (たとえば、Checkbox コント
ロールについては Control CheckBox 句、Picker コントロールについては Control
PenPicker/BrushPicker/SymbolPicker/FontPicker 句を参照してください)。
各 control_clause には、以下のコントロール タイプのいずれか 1 つを指定できます。
• Button / OKButton / CancelButton
• CheckBox
• GroupBox
• RadioGroup
• EditText
• StaticText
• PenPicker / BrushPicker / SymbolPicker / FontPicker
• ListBox / MultiListBox
• PopupMenu

説明
Dialog文はダイアログボックスを生成し、画面に表示します。ユーザはこのダイアログボックス
と対話できます。ダイアログ ボックスはモーダルです。つまりユーザは、[OK] または [キャンセ
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ル]をクリックするなどしてダイアログ ボックスを終了させない限り、MapInfo Proの他の操作を
行うことはできません。カスタム ダイアログ ボックスの基本については、『MapBasic ユーザー
ズ ガイド』を参照してください。
ダイアログ ボックス上に表示されるものは、すべて "コントロール" と呼ばれます。各ダイアログ
ボックスには最低 1つのコントロール (OKButtonコントロールなど)が含まれていなければなりま
せん。個々のコントロール句については別の項でそれぞれ個別に説明します (たとえば、Checkbox
コントロールについては、「Control CheckBox 句」を参照してください)。一般的に、すべての
ダイアログボックスには OKButtonコントロールと CancelButtonコントロールのいずれかまたは
両方が含まれており、ユーザはこれを使用してダイアログ ボックスを終了することができます。
Dialog文を使用して、カスタムダイアログボックスを作成することができます。標準ダイアログ
ボックス ([開く]ダイアログボックスなど)を表示する場合は、Ask( )関数、Note文、ProgressBar
文、FileOpenDlg( ) 関数、FileSaveAsDlg( ) 関数、GetSeamlessSheet( ) 関数のいずれかを使用
してください。
MapBasicのダイアログボックスの考え方の基本については、『MapBasicユーザーズガイド』を
参照してください。

ダイアログ ボックスおよびダイアログ ボックス コントロールの大きさと位置
Dialog文では、大きさと位置はダイアログボックス単位を使って指定します。ダイアログボック
ス単位 4の幅は 1文字の幅に等しく、ダイアログ ボックス単位 8の高さは 1文字の高さに等しく
なります。したがって、ダイアログ ボックス コントロールが高さ 40、幅 40の場合、そのコント
ロールは約 10 文字の幅で約 5 文字の高さとなります。コントロールの位置はダイアログ ボック
スの左上隅を基準に示されます。コントロールをダイアログボックスの左上隅に配置するには、x
座標 0 と y 座標 0 を使用します。
Position 句、Height 句、および Width 句はすべてオプションです。これらの句を省略すると、
MapBasicはコントロールをダイアログボックスのデフォルト位置に配置し、以降のコントロール
句はダイアログ ボックス内で順次下に表示されます。

ダイアログ ボックスの終了
MapBasic プログラムで Dialog 文を発行した後、ユーザがダイアログ ボックスの操作を終了する
のは、次の 4 つのいずれかを行った場合です。
• OKButton コントロールをクリックする (ダイアログ ボックスにこのコントロールがある場合)
• CancelButton コントロールをクリックする (ダイアログ ボックスにこのコントロールがある場
合)

• Dialog Remove 文を発行するハンドラを持つコントロールをクリックする
• その他の方法でダイアログ ボックスを終了する (たとえば CancelButton のあるダイアログ ボッ
クスで Esc キーを押すなど)
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ユーザが[OK]または [キャンセル]をクリックした後でダイアログボックスが画面に残るようにす
るには、ハンドラプロシージャを OKButtonまたは CancelButtonコントロールに割り当て、その
ハンドラから Dialog Preserve 文を発行させます。

ユーザからの入力の読み込み
ユーザが [OK] と [キャンセル] のどちらをクリックしてダイアログ ボックスを終了したかを確認
するには、Dialog文の終了後にCommandInfo()関数を呼び出します。ユーザが [OK]をクリック
した場合、次の関数呼び出しで TRUE が戻ります。

CommandInfo(CMD_INFO_DLG_OK)

ユーザが入力した値を読み込む方法は 2つあります。1つは Dialog文に Into句を含める方法、も
う 1 つはハンドラ プロシージャから ReadControlValue() 関数を呼び出す方法です。
コントロールで Into句を指定した場合、ユーザがOKButtonをクリックすると、MapInfo Proはコ
ントロールの最終値をプログラム変数に格納します。

注 : MapInfoProはユーザが [OK]をクリックした場合のみ変数を更新します。また、MapInfo
Pro はダイアログ ボックスの終了後にのみ変数を更新します。

ハンドラプロシージャからコントロールの値を読み取るには、ReadControlValue()関数を呼び出
します。

コントロールのホットキーの指定
MapInfo で MapBasic アプリケーションを実行する場合、ダイアログ ボックスの各種コントロー
ルにホットキーを割り当てることができます。ホットキーにより、ユーザはマウスをクリックせず
にキー シーケンスを押してダイアログ ボックス コントロールを選択できます。
コントロールのホットキーを指定するには、そのコントロールのタイトルにアンパサンド (&)を入
れます。Title 句の中で、ホットキーとして使用する文字の直前にアンパサンドを入れます。たと
えば、次の Button 句では、ユーザが Alt+R キーを押して選択できるボタンを定義します。

Control Button
Title "&Reset"

Title句の中でアンパサンドを指定しても、実際のダイアログ ボックス上ではアンパサンドは表示
されません。アンパサンドをコントロール上に表示したい場合 (たとえば、ボタン上に Find &
Replace と表示したい場合)、Title 句に 2 つのアンパサンドを続けて入れます。

Title "Find && Replace"

378MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



EditTextコントロールの直前またはすぐ上に StaticTextコントロールを配置し、その StaticTextコ
ントロールの定義でホットキーを指定した場合、ユーザはそのホットキーを押すことで EditText
コントロールにジャンプできます。

タブ順序の指定
ユーザは Tab キーを押すことにより、ダイアログ ボックスのコントロールのフォーカスを動かす
ことができます。フォーカスはダイアログ ボックスのタブ順序に従ってコントロールからコント
ロールへと移動します。
タブ順序は Dialog 文の Control 句の順序により決まります。たとえば、3 番目のコントロールに
フォーカスがあるときに Tab キーを押すと、フォーカスは 4 番目のコントロールに移動します。
タブ順序を変更したい場合には、Control 句の順序を変えます。

例
次の例では、EditText コントロールを使用した簡単なダイアログ ボックスを生成します。この例
では、Control句でオプションのPosition句を指定しません。したがって、MapBasicは各コント
ロールをデフォルトの位置に配置します。

Dialog
Title "Search"
Control StaticText
Title "Enter string to find:"
Control EditText
Value gs_searchfor 'this is a Global String variable
Into gs_searchfor
Control OKButton
Control CancelButton
If CommandInfo(CMD_INFO_DLG_OK) Then
' ...then the user clicked OK, and the variable
' gs_searchfor contains the text the user entered.
End If

次のプログラムは、MapBasic のすべてのコントロール タイプの構文を示した例です。

Include "mapbasic.def"
Declare Sub reset_sub `resets dialog to default settings
Declare Sub ok_sub ' notes values when user clicks OK.
Declare Sub Main
Sub Main
Dim s_title As String 'the title of the map
Dim l_showlegend As Logical 'TRUE means include legend
Dim i_details As SmallInt '1 = full details; 2 = partial
Dim i_quarter As SmallInt '1=1st qrtr, etc.
Dim i_scope As SmallInt '1=Town;2=County; etc.
Dim sym_variable As Symbol
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Dialog
Title "Map Franchise Locations"

Control StaticText
Title "Enter Map Title:"
Position 5, 10

Control EditText
Value "New Franchises, FY 95"
Into s_title
ID 1
Position 65, 8 Width 90
Control GroupBox
Title "Level of Detail"
Position 5, 30 Width 70 Height 40

Control RadioGroup
Title "&Full Details;&Partial Details"
Value 2
Into i_details
ID 2
Position 12, 42 Width 60

Control StaticText
Title "Show Franchises As:" Position 95, 30
Control SymbolPicker
Position 95, 45
Into sym_variable
ID 3

Control StaticText
Title "Show Results For:"
Position 5, 80
Control ListBox
Title "First Qrtr;2nd Qrtr;3rd Qrtr;4th Qrtr"
Value 4
Into i_quarter
ID 4
Position 5, 90 Width 65 Height 35
Control StaticText
Title "Include Map Layers:"
Position 95, 80
Control MultiListBox
Title "Streets;Highways;Towns;Counties;States"
Value 3
ID 5
Position 95, 90 Width 65 Height 35
Control StaticText
Title "Scope of Map:"
Position 5, 130
Control PopupMenu
Title "Town;County;Territory;Entire State"
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Value 2
Into i_scope
ID 6
Position 5, 140
Control CheckBox
Title "Include &Legend"
Into l_showlegend
ID 7
Position 95, 140
Control Button
Title "&Reset"
Calling reset_sub
Position 10, 165
Control OKButton
Position 65, 165
Calling ok_sub

Control CancelButton
Position 120, 165
If CommandInfo(CMD_INFO_DLG_OK) Then
' ... then the user clicked OK.
Else
' ... then the user clicked Cancel.
End If
End Sub
Sub reset_sub
' here, you could use Alter Control statements
' to reset the controls to their original state.
End Sub
Sub ok_sub
' Here, place code to handle user clicking OK
End Sub

上記のプログラムは次のダイアログ ボックスを作成します。
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関連項目

Alter Control文、Ask( ) 関数、Dialog Preserve文、Dialog Remove文、FileOpenDlg( ) 関数、
FileSaveAsDlg( ) 関数、Note 文、ReadControlValue( ) 関数

Dialog Preserve 文

目的
ユーザが [OK] または [キャンセル] をクリックした後で、カスタム ダイアログ ボックスを再度ア
クティブにします。

構文

Dialog Preserve

制限事項
この文はダイアログボックスの OKButtonコントロールまたは CancelButtonコントロールのハン
ドラとして動作するサブ プロシージャからのみ発行できます。MapBasic ウィンドウからこの文
を発行することはできません。
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説明
Dialog Preserve 文を使用すると、Dialog 文によって生成したカスタム ダイアログ ボックスの
OKButton コントロールまたは CancelButton コントロールをクリックした後でも、ユーザはその
ダイアログ ボックスを引き続き使用することができます。
Dialog Preserve 文を使用すると、ユーザが [OK] または [キャンセル] を押した操作に対する "確
認"が可能となります。たとえば、ユーザが [キャンセル]をクリックした場合に、「変更内容を破
棄してよいですか?」のような質問のダイアログボックスを表示したいことがあります。ユーザが
この確認ダイアログ ボックスで [いいえ] をクリックした場合、アプリケーションは元のダイアロ
グ ボックスを再度アクティブにする必要があります。この処理は、CancelButtonコントロールの
ハンドラ プロシージャから Dialog Preserve 文を発行することによって実現できます。

例
次のコードは、CancelButton コントロールのハンドラとして使用できるプロシージャの例です。

Sub confirm_cancel
If Ask("Do you really want to lose your changes?",
"Yes", "No") = FALSE Then
Dialog Preserve
End If
End Sub

関連項目

Alter Control 文, Dialog 文, Dialog Remove 文, ReadControlValue( ) 関数

Dialog Remove 文

目的
画面からカスタム ダイアログを消去します。

構文

Dialog Remove
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制限事項
この文はダイアログ ボックスのコントロールのハンドラとして動作するサブ プロシージャからの
み発行できます。MapBasic ウィンドウからこの文を発行することはできません。

説明
Dialog Remove 文は、最後に発行した Dialog 文によって生成されたダイアログ ボックスを消去
します。ダイアログ ボックスは、ユーザが OKButton コントロールまたは CancelButton コント
ロールをクリックした後、自動的に消去されます。ダイアログ ボックス コントロールのハンドラ
ルーチンの中で Dialog Remove 文を使うことにより、ユーザが [OK] または [キャンセル] をク
リックしていない段階でダイアログボックスを消去することができます。たとえば、ListBoxコン
トロールが配置されたダイアログ ボックスで、ユーザがリストの項目をダブルクリックしたらダ
イアログ ボックスを消したいというような場合に便利です。

注 : Dialog Removeでは、ハンドラのサブプロシージャから処理が戻った後でダイアログ
ボックスを消去するように合図が送られます。呼び出した時点で直ちに消去されるわけでは
ありません。

例
次のプロシージャは、サンプルプログラム NVIEWS.MBからの抜粋で、Named Viewsダイアログ
のListBoxコントロールを処理している部分です。ユーザがリスト項目をシングルクリックした場
合、このハンドラ プロシージャはダイアログ ボックスの様々なボタンを使用可能とします。ユー
ザがリスト項目をダブルクリックした場合、このハンドラはDialog Remove文を使用してダイア
ログ ボックスを消去します。

注 : MapInfo Pro は、クリック イベントとダブルクリック イベントの両方に対してこのハ
ンドラ プロシージャを呼び出します。

Sub listbox_handler
Dim i As SmallInt
Alter Control 2 Enable
Alter Control 3 Enable
If CommandInfo(CMD_INFO_DLG_DBL) = TRUE Then
'
' ... then the user double-clicked.
'
i = ReadControlValue(1)
Dialog Remove
Call go_to_view(i)
End If
End Sub
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関連項目

Alter Control 文、Dialog 文、Dialog Preserve 文、ReadControlValue( ) 関数

Dim 文

目的
1 つまたは複数の変数を定義します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行
できます。

制限事項
MapBasicウィンドウから Dim文を発行する場合は、1つの Dim文につき変数 1つだけ定義する
ことができます。一方、コンパイルされるプログラム内で Dim 文を使用する場合は、複数の変数
を定義することができます。MapBasic ウィンドウを使って配列変数を定義することはできませ
ん。

構文

Dim var_name [ , var_name ... ] As var_type
[ , var_name [ , var_name ... ] As var_type ... ]

var_name は定義する変数の名前です。
var_type は標準またはカスタム変数タイプです。

説明
Dim 文では 1 つまたは複数の変数を宣言します。次の表は、Dim 文で宣言できる変数のタイプを
まとめたものです。

表 4 : Dim 文の位置および変数の有効範囲

説明変数タイプ

-32768 以上 32767 以下の整数。2 バイトで格納されます。SmallInt

-2,147,483,648 以上 +2,147,483,647 以下の整数。4 バイトで格納されます。Integer
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説明変数タイプ

浮動小数点値。8 バイトの IEEE フォーマットで格納されます。Float

可変長文字列。最長 32767 バイトです。String

固定長文字列 (lengthは文字列をバイト数で指定します。最大32767です)。固
定長文字列では桁数をそろえるため末尾に空白が補充されます。

String * length

TRUE または FALSE。1 バイトで格納されます。ゼロが FALSE、非ゼロが
TRUE です。

Logical

日付Date

DateTimeDateTime

時間Time

図形オブジェクト (ポイント、リージョン、ライン、折れ線、弧、長方形、面
取り長方形、楕円、テキスト、フレーム)。

Object

フィールド名Alias

ペン (ライン) スタイル設定Pen

ブラシ (フィル) スタイル設定Brush

フォント (文字) スタイル設定Font

シンボル (ポイントマーカ) スタイル設定Symbol

ポインタまたはハンドルを表すプラットフォーム固有のタイプです。MapInfo
Proの 32ビット版と 64ビット版の両方で使用できるアプリケーションを作成
できます。MapInfo Pro の 64 ビット版では、このタイプを LargeInt のように
扱い、MapInfo Pro の 32 ビット版では Integer のように扱います。

IntPtr

.NETオブジェクトへの参照を表します。.NET参照タイプを保持し、それに対
してメソッド/プロパティを呼び出すことができます。4バイトで格納される単
純な整数値です。

This
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説明変数タイプ

.NETオブジェクトへの参照を表します。.NET参照タイプを保持し、.NETコー
ドでメソッドに渡すことができます。4 バイトで格納される単純な整数値で
す。

RefPtr

変数を定義する Dim文は、その変数を使用する文より前に指定する必要があります。Dim文は通
常、プロシージャまたは関数の先頭に記述します。
Dim 文が Sub...End Sub 文または Function...End Function 文の構造内にある場合は、その文で
定義する変数の有効範囲は "ローカル"となります。ローカル変数は、その Dim文が記述されてい
るプロシージャまたは関数内からしかアクセスできません。
Dim 文がプロシージャまたは関数定義の中にない場合は、その文で定義する変数の有効範囲はモ
ジュール レベルとなります。モジュール レベル変数は、プログラム モジュール内 (.MB プログラ
ム ファイル内など) の任意のプロシージャおよび関数からアクセスできます。
"グローバル"変数 (プロジェクトを構成する任意のモジュールの任意のプロシージャおよび関数か
らアクセスできる変数) を宣言するには、Global 文を使用します。

複数の変数及び変数タイプの宣言
1 つの Dim 文で、複数の変数をコンマで区切って宣言できます。また、類似した変数をまとめ、
変数タイプの後にコンマを入れてそれぞれのグループを区切ることにより、1 つの Dim 文で異な
るタイプの変数を定義することもできます。たとえば次の通りです。

Dim jointer, i_min, i_max As Integer, s_name As String

配列変数
MapBasicは 1次元の配列変数をサポートします。配列変数を定義するには変数名の直後に "()"を
付加します。最初の配列サイズを指定するには、括弧の中に整数定数式を記述します。
次の例では、浮動小数の変数 10個の配列を宣言し、その配列の最初の要素に値を割り当てます。

Dim f_stats(10) As Float
f_stats(1) = 17.23

括弧の中の数字は "添字"と呼ばれます。配列の最初の要素は添字 1を取ります (上記の例にある通
りです)。
配列のサイズを変更するには、ReDim 文を使用します。配列の現在のサイズを判断するには、
UBound()関数を使用します。Dim文で最初の配列サイズを指定していない場合は、配列には最初
は要素が 1 つも含まれていません。そのような場合は、ReDim 文で配列の大きさを変更しない限
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り、配列にデータを格納できません。MapBasic の配列では、最大 32,767 個の要素を格納するこ
とができます。

文字列変数
文字列変数は最大 32キロバイトの長さの文字列を保持することができます。ただし、単純な代入
文に指定できる文字列定数の長さには制限があります。次の例では、文字列変数に対する単純な代
入を実行して、文字列変数に定数文字列式を代入しています。

Dim status As String
status = "This is a string constant ... "

この形式の代入では、等号の右側の定数文字列式の長さは最大 256 文字となります。
MapBasic では、他の BASIC 言語と同様に、固定長文字列変数の末尾に空白が補充されます。た
とえば、10 バイトの文字列変数を定義し、次にその変数に 5 文字の文字列を代入すると、割り当
てられた領域すべてが埋まるよう、変数の末尾に5つの空白が補充されます。(この機能を使うと、
列が一直線に並ぶようにテキスト出力をフォーマットするのが簡単になります。)

一方、可変長文字列変数では、このように空白が補充されることはありません。この違いは文字列
の比較に影響を及ぼす可能性があります。固定長文字列変数と可変長文字列変数を比較するときに
は注意が必要です。次の例では、If...Then 文は、2 つの文字列が等しくないと判断します。

Dim s_var_len As String
Dim s_fixed_len As String * 10
s_var_len = "testing"
s_fixed_len = "testing"
If s_var_len = s_fixed_len Then
Note "strings are equal" ' this won't happen
Else
Note "strings are NOT equal" ' this WILL happen
End If

.NET 固有の変数
This - .NET オブジェクトへの参照を表します。.NET 参照タイプを保持し、それに対してメソッ
ド/プロパティを呼び出すことができます。4 バイトで格納される単純な整数値です。
例
.NETクラス ClassShowにインスタンス メソッド Show()がある場合、.NETでは次のように記述
します。

namespace ClassShow
{
public class ClassShow
{
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public void Show(){}
}
}
ClassShow obj = new ClassShow();
obj.Show();

MapBasic では次のようになります。

‘ Declaration of ClassShow constructor
Declare Method New_ClassShow Class "ClassShow.ClassShow" Lib
"ClassShow.dll" Alias Ctor_CreateInstance() as This
‘Declaration of ClassShow Show method
Declare Method Show Class "ClassShow.ClassShow " Lib "ClassShow.dll"
Alias Show(ByVal classShowInstance as This)
Dim obj as This
obj = New_ClassShow()
Call Show(obj)
‘Assigning NULL_PTR to C# reference type will destroy and allow GC to
collect them.
obj = NULL_PTR

obj を最初のパラメータとして Show() に渡すのは、obj.Show() の呼び出しと似ていますが、最初
のパラメータが This タイプであることを確認してください。
RefPtr - .NETオブジェクトへの参照を表します。.NET参照タイプを保持し、.NETコードでメソッ
ドに渡すことができます。4 バイトで格納される単純な整数値です。 この参照オブジェクトを使
用した後、MapBasic開発者はNULL_PTRをオブジェクトに割り当てる必要があります。
Refptrは Thisに似ていますが、オブジェクトでクラスインスタンスメソッドを呼び出すことはで
きません。

変数名の制約
変数名、テーブル名、またはフィールド名としてMapBasicキーワードを使用することはできませ
ん。予約語に対する制限は、テーブルを Oracle、PostGIS、SQL Server などの DBMS にアップ
ロードするときにも適用されます。これらのシステムでは、テーブル名やフィールド名への使用が
制限される予約語があります。コマンド構文で使用される可能性がある単語をテーブル名やフィー
ルド名に使用することは避けてください。If、Then、Select、Open、Close、Countなどの名前で
変数を宣言しないでください。
変数名では大文字小文字は区別されません。したがって、たとえば Dim文で abcという変数を定
義した場合、プログラム中では abc、ABC、Abc のいずれも同じ変数を指すことになります。
各変数名は最長 31文字までで、英字、数字、および下線 ( _ )が使用できます。また、変数名には
$、%、&、!、#、および @ の各記号も含めることができますが、これらの記号は変数名の末尾で
しか使用できません。変数名の先頭に数字を使用することはできません。
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Open、Close、Set、Do など、MapBasic の数多くの言語キーワードは予約語であり、変数名と
して使うことはできません。たとえば、Setという名前の変数を定義した場合、プログラムをコン
パイルするときにエラーが起こります。次の表は、変数名として使うことのできない MapBasic
キーワードをまとめたものです。

BrowseAlterAdd

DDECreateCloseCall

DDETerminateAllDDETerminateDDEPokeDDEExecute

DimDialogDeleteDeclare

ElseIfElseDropDo

ExitEventErrorEnd

ForFindFetchExport

GotoGlobalGetFunction

InsertImportIfGraph

NoteMenuMapLayout

PackOpenOnErrorObjects

PutProgressBarPrintWinPrint

RemoveReloadRegisterReDim

RunRollbackResumeRename

SetSelectSeekSave

SubStopStatusBarShade

WhileUpdateType
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BASIC 言語の種類によっては、前述の記号のいずれかを変数名の末尾に付けることで、変数タイ
プを示すことができます。たとえば、ドル記号が付いた変数 (Lastname$ など) を文字列変数とみ
なす BASIC 言語もあります。しかし、MapBasic では、Dim 文を使用してすべての変数タイプを
明示的に宣言する必要があります。

変数の初期値
MapBasicでは、数値変数は定義時に 0に初期化されます。可変長文字列変数は空の文字列に初期
化され、固定長文字列はすべて空白に初期化されます。
オブジェクト変数およびスタイル変数は自動的に初期化されません。これらの変数を参照するとき
はその前に初期化しておく必要があります。

例

' Below is a custom Type definition, which creates
' a new data type known as Person
Type Person
Name As String
Age As Integer
Phone As String
End Type

' The next Dim statement creates a Person variable
Dim customer As Person

' This Dim creates an array of Person variables:
Dim users(10) As Person

' this Dim statement defines an integer variable
' "counter", and an integer array "counters" :
Dim counter, counters(10) As Integer

' the next statement assigns the "Name" element
' of the first member of the "users" array
users(1).Name = "Chris"

関連項目

Global 文、ReDim 文、Type 文、UBound() 関数
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Distance() 関数

目的
2 点間の距離を戻します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すこと
ができます。

構文

Distance ( x1, y1, x2, y2, unit_name )

x1 と x2 は x 座標です (たとえば経度など)。
y1 と y2 は y 座標です (たとえば緯度など)。
unit_name は、距離単位の名前を表す文字列です (たとえば "km" など)。

戻り値
浮動小数

説明
Distance() 関数は、指定された 2 点間の距離を計算します。
この関数は、unit_nameパラメータで指定した単位の距離を返します。たとえば、距離をマイル単
位で取得するにはunit_nameパラメータに "mi"を指定します。使用可能な単位の詳細については、
「Set Distance Units 文」を参照してください。
x 座標と y 座標の各パラメータは MapBasic の現在の座標系で指定する必要があります。MapInfo
Pro のデフォルトは緯度/経度座標系です。MapBasic の座標系を再設定するには、Set CoordSys
文を使用します。
現在の座標系が地球座標系である場合、Distance() 関数は 2 点間の大圏距離を戻します。大圏距
離は、地球表面の 2 点を結ぶ最も短い距離です。(大圏とは、地球の中心点を中心とする地球表面
上の円であり、大圏距離は大圏上に沿った 2 点間の距離です。)

ほとんどの場合、MapInfo Proは平面計算または球面計算を行います。普通、座標系が一般図でな
い場合は球面計算を行い、一般図の場合は平面計算を行います。
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例

Dim dist, start_x, start_y, end_x, end_y As Float
Open Table "cities"
Fetch First From cities
start_x = CentroidX(cities.obj)
start_y = CentroidY(cities.obj)
Fetch Next From cities
end_x = CentroidX(cities.obj)
end_y = CentroidY(cities.obj)
dist = Distance(start_x,start_y,end_x,end_y,"mi")

関連項目

Area() 関数、ObjectLen() 関数、Set CoordSys 文、Set Distance Units 文

Do Case...End Case 文

目的
式の値に基づいて、どの文のグループを実行するかを決定します。

制限事項
MapBasic ウィンドウから Do Case 文を発行することはできません。

構文

Do Case do_expr
Case case_expr [ , case_expr ]
statement_list
[ Case ... ]
[ Case Else
statement_list ]

End Case

do_expr は式です。
case_expr は do_expr が取り得る値を示す式です。
statement_list は適切な条件の場合に実行する文のグループです。
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説明
Do Case 文は、If...Then 文と同様に、ある条件をチェックした結果に従ってどの文を実行するか
を決定します。MapBasicのDoCase文は、BASIC言語のSelectCase文に相当します。(MapBasic
では、Select 文との名前の衝突を回避するために、文の名前が変更されました。)

DoCase文を実行する際、MapBasicはまず、最初のCase case_expr句をチェックします。Case
case_expr 句のいずれかの式が do_expr 式の値に等しい場合、そのケースに合致していると判断
されます。それに従って、MapBasic はその Case の statement_list に記述されている文を実行し
ます。そして、End Case 文の次の文へジャンプします。
最初の Case case_expr 句の式の中に、do_expr 式に等しいものが 1 つもない場合、MapBasic は
次の Case case_expr 句を調べ、一致するものを探します。以下同様に、MapBasic は各 Case
case_expr句を順番にチェックしていき、一致するケースが見つかるか、またはケースがすべて終
わるまで続けます。
MapBasicは、1つの Do Case文の中で複数の statement_listを実行することはありません。一致
する Caseが見つかると、MapBasicはその Caseの statement_listを実行した後、End Caseの次
の文へ直ちにジャンプします。
case_expr式の中に、do_expr式に等しいものが 1つもない場合には、ケースが 1つも一致しない
ので、どの statement_list も実行されません。ただし、Do Case 文に Case Else 句が記述されて
いる場合、Case case_expr 句の中に合致するものがなかったときには、MapBasic は Case Else
句の statement_list を実行します。
次の Do Case 文を見てください。

Do Case expr1
Case expr2
statement_list1

Case expr3, expr4
statement_list2

Case Else
statement_list3

End Case

これは、次の If...Then 文と同じ意味です。

If expr1 = expr2 Then
statement_list1
ElseIf expr1 = expr3 Or expr1 = expr4 Then
statement_list2
Else
statement_list3
End If
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例
次の例では、現在の日付に応じて、"FirstQuarter"、"SecondQuarter"などの文字列を用意します。

Dim cur_month As Integer, msg As String
cur_month = Month( CurDate() )
Do Case cur_month
Case 1, 2, 3
msg = "First Quarter"
Case 4, 5, 6
msg = "Second Quarter"
Case 7, 8, 9
msg = "Third Quarter"
Case Else
msg = "Fourth Quarter"

End Case

関連項目

If...Then 文

Do...Loop 文

目的
ループを定義します。このループは制御条件が TRUE (または FALSE)になるまで実行されます。

制限事項
MapBasic ウィンドウから Do Loop 文を発行することはできません。

構文 1

Do
statement_list
Loop [ { Until | While } condition ]

構文 2

Do [ { Until | While } condition ]
statement_list
Loop
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statement_list はゼロ回以上実行する文のグループです。
condition はループがいつ終わるかを制御する条件です。

説明
Do...Loop文はループを制御します。一般的に、Do...Loopは While 条件が TRUE である限り
statement_listの文の実行を繰り返します (あるいは、Until条件が TRUEになるまで statement_list
の実行を繰り返します)。
Do...Loopにオプションの Until /While 句がない場合、ループは無限に繰り返されます。その場
合は、ループを停止または終了させるために、Goto 文や Exit Do 文などのフロー制御文が必要で
す。Exit Do 文は、Do...Loopを (そのループに Until /While 句があるかどうかにかかわらず) 即
座に停止し、Loop 句に続く最初の文からプログラム実行を再開します。
前述のように、オプションの Until /While句は、Doキーワードと Loopキーワードのどちらかの
後に入れることができます。statement_list を実行する前と後のどちらで条件のチェックが行われ
るかは、Until /While句の位置によって決まります。この点は、1回目のループ処理において特に
重要です。次の構文例を見てください。

Do
statement_list
Loop While condition

この場合は、まず statement_list が実行された後で condition がチェックされます。condition が
TRUE の場合、MapBasic は引き続き statement_list を実行し、condition が FALSE になるまで繰
り返します。したがって、この構文の Do...Loopは、statement_listを少なくとも 1度は実行しま
す。
一方、次の構文の Do...Loopは、condition が TRUE の場合のみ statement_list を実行します。

Do While condition
statement_list
Loop

例
次の例では、Do...Loop文を使って、テーブルの最初の 10 件のレコードを読み込みます。

Dim sum As Float, counter As Integer
Open Table "world"
Fetch First From world
counter = 1
Do
sum = sum + world.population
Fetch Next From world
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counter = counter + 1
Loop While counter <= 10

関連項目

Exit Do 文、For...Next 文

DotDensityThemeInfo() 関数

目的
マップ内の特定のドット密度主題図レイヤに関する情報を返します。この関数は、MapInfoProの
MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

DotDensityThemeInfo ( map_window_id, thematic_layer_id, attribute )

map_window_id は、マップ ウィンドウの識別子です。
thematic_layer_id は、マップ内のドット密度主題図レイヤを指定する SmallInt です。
attribute は、返される情報の属性を示す SmallInt コードです。以下の表を参照してくださ
い。

戻り値
attribute パラメータに応じて異なる情報が返されます。

説明
attribute パラメータは、以下の表に示す値のいずれかです。

DotDensityThemeInfo() の戻り値ID属性 (attribute) コード

Float 型。ドット密度主題図上の各ドットに関連する数値を表し
ます。

1DOTDENSITYTHEME_INFO_CONCE

Logical 型 (T または F)。ドットが四角ならば T です。丸ならば
F です。

2DOTDENSITYTHEME_INFO_SQUARE
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DotDensityThemeInfo() の戻り値ID属性 (attribute) コード

Integer 型。ドット密度主題図上の各ドットのサイズ (ピクセル
単位) を表します。

3DOTDENSITYTHEME_INFO_SIZE

Integer 型。ドット密度主題図上のドットの色の RGB 値を表し
ます。

4DOTDENSITYTHEME_INFO_COLOR

Drop Index 文

目的
テーブルからインデックスを削除します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから
発行できます。

構文

Drop Index table( column )

table は、開いているテーブルの名前です。
column はそのテーブル内のフィールドの名前です。

説明
Drop Index 文は、開いているテーブルから既存のインデックスを削除します。インデックスを削
除すると、そのテーブルが使用するディスク領域が減ります。(後でそのインデックスを再作成す
るには、Create Index 文を発行してください。)

注 : 保存されていない編集内容がテーブルにある場合、MapInfo Proはインデックスを削除
できません。編集内容を保存するには、Commit Table 文を使用してください。

Drop Index文は直ちに有効になります。保存操作を実行する必要はありません。[テーブルの復帰]
または [元に戻す]コマンドを選択してDrop Index文の処理結果を元に戻すことはできません。同
様に、MapBasic の Rollback 文でも Drop Index 文の処理結果を元に戻すことはできません。
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例
次の例は World テーブルの Name フィールドからインデックスを削除します。

Open Table "world"
Drop Index world(name)

関連項目

Create Index 文

Drop Map 文

目的
テーブルからすべての図形オブジェクトを削除します。リンク テーブルには使用できません。 こ
の文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Drop Map table

table は、開いているテーブルの名前です。

説明
Drop Map 文は開いているテーブルからすべての図形オブジェクト (ポイント、ライン、リージョ
ン、弧など)を削除し、図形オブジェクトがテーブルに含まれないようにテーブル定義を修正しま
す。

注 : Drop Map 文は直ちに有効になります。保存操作を実行する必要はありません。[テー
ブルの復帰]または [元に戻す]コマンドを選択して Drop Map文の処理結果を元に戻すこと
はできません。同様に、MapBasic の Rollback 文でも Drop Map 文の処理結果を元に戻す
ことはできません。したがって、Drop Map 文の使用には細心の注意が必要です。

DropMapの実行後は、テーブルをマップウィンドウで表示することはできません。DropMap文
を実行すると、そのテーブルにオブジェクトが含まれないようにテーブル定義が修正されるからで
す(その後で Create Map 文を使用すると、テーブルに再び図形オブジェクトを含めることができ
るようになります。ただし、DropMap文の実行により破棄された図形オブジェクトはCreateMap
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文では復元されません)。Drop Map 文を実行しても、そのテーブルのレコード数には影響しませ
ん。Drop Map を行った後でも、テーブルをブラウズすることができます。
テーブルから図形オブジェクトをすべて削除し、かつ同じテーブルに新しい図形オブジェクトを含
めたい場合には、Drop Map でなく Delete Object を使用してください。
Drop Map 文はリンク テーブルには使用できません。

例

Open Table "clients"
Drop Map clients

関連項目

Create Map 文、Create Table 文、Delete 文

Drop Table 文

目的
テーブルを完全に削除します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できま
す。

構文

Drop Table table

table は、開いているテーブルの名前です。

説明
Drop Table 文では、指定したテーブルがコンピュータのディスクから完全に抹消されます。テー
ブルは既に開かれている必要があります。
テーブルが既存のデータベースまたはスプレッドシートファイルに基づくものである場合、Drop
Table文では、それらオリジナルのファイルと、それをテーブルとして使用するための構成ファイ
ルの両方が削除されるという点に注意してください。すなわち、DropTableの実行により、MapInfo
Pro の外部で使われているファイルが削除される場合があります。
DropTable文は直ちに有効になります。保存操作を実行する必要はありません。[テーブルの復帰]
または [元に戻す]コマンドを選択してDrop Table文の処理結果を元に戻すことはできません。同
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様に、MapBasicのRollback文でもDropTable文の処理結果を元に戻すことはできません。Drop
Table 文の使用には細心の注意が必要です。

注 : MapInfo のテーブル操作では、Query1 などの一時テーブルに結果が格納されるものが
数多くあります (たとえば Select など)。一時テーブルは MapInfo Pro を終了するとき自動
的に削除されるので、DropTable文を使用して一時テーブルを削除する必要はありません。

Drop Table 文は、GeoPackage テーブルを削除するためにも使用できます。GeoPackage テーブ
ルを削除すると、*.tabファイルと関連付けられているすべてのコンポーネントファイルが削除さ
れます。GeoPackage にテーブルが 1 つしかない場合、この文を使用すると、そのテーブルと関
連ファイルが削除されるだけで、GeoPackage ファイルは削除されません。
Drop Table文を使用して、実際には "ビュー"であるテーブルを削除することはできません。たと
えば、StreetInfo テーブル (SF_STRTS など) は、実際には、他の 2 つのテーブル (SF_STRT1 お
よび SF_STRT2) を結合して生成されたビューです。したがって、Drop Table 文で SF_STRTS
テーブルを削除することはできません。

例

Open Table "clients"
Drop Table clients

関連項目

Create Table 文、Delete 文、Kill 文

End MapInfo 文

目的
この文は MapInfo Pro を終了します。

構文

End MapInfo [ Interactive ]

説明
End MapInfo 文は、MapInfo Pro を終了します。

401MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



アプリケーションでは EndHandler という特別なプロシージャを定義することができます。
EndHandler は、MapInfo Pro が終了するときに自動的に実行されます。したがって、アプリケー
ションがEndMapInfo文を発行すると、MapInfo Proは、インアクティブのEndHandlerプロシー
ジャを自動的に実行してから終了します。詳細については、「EndHandlerプロシージャ」を参照
してください。
アプリケーションが End MapInfo 文を発行したときに、編集内容が保存されていないテーブルが
ある場合、MapInfo Proは、テーブルの編集内容を保存するか破棄するかをユーザに問い合わせま
す。
Interactive キーワードを指定すると、保存されていない主題図やラベルがあるときに、MapInfo
Pro は、未保存の内容を保存するか破棄するかをユーザに問い合わせます。ただし、終了時に
MAPINFOW.WOR を自動的に保存するように設定されているシステムでは、このメッセージは表示
されません。また、Interactive キーワードを指定しなかった場合も、このメッセージは表示され
ません。
MapInfo Pro を終了せずに MapBasic アプリケーションを終了させるには、End Program 文を使
用します。
関連項目

End Program 文、EndHandler プロシージャ

End Program 文

目的
MapBasic アプリケーションを終了させます。

制限事項
MapBasic ウィンドウから End Program 文を発行することはできません。

構文

End Program

説明
End Program 文は MapBasic プログラムの実行を停止させます。MapBasic アプリケーションで
は、MapInfoProのメニューに項目を加えたり、メニューバーに全く新しいメニューを追加したり
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できます。通常、そのようにして加えたメニュー項目は、MapBasicプログラムからサブプロシー
ジャを呼び出します。MapBasicアプリケーションがこのようにプロシージャとメニューを連結し
た場合、そのアプリケーションは "インアクティブ" であると言います。
MapBasic アプリケーションのいずれかのプロシージャが End Program 文を発行すると、そのア
プリケーション全体が終了します。"インアクティブ" なプロシージャがカスタム メニュー項目に
関連付けられていても同じです。アプリケーションが終了すると、MapBasic Professional は、そ
のアプリケーションによって生成されたメニュー項目を自動的に消去します。
アプリケーションでEndHandlerというプロシージャが定義されている場合、そのアプリケーショ
ンの終了時には、終了の理由の如何にかかわらず、MapBasicはそのプロシージャを自動的に呼び
出します。
関連項目

End MapInfo 文、EndHandler プロシージャ

EndHandler プロシージャ

目的
アプリケーションが終了するときに自動的に呼び出される予約済みプロシージャ名です。

構文

Declare Sub EndHandler
Sub EndHandler
statement_list

End Sub

statement_list はアプリケーションの終了時に実行する文のリストです。

説明
EndHandler は、MapBasic の特別目的のプロシージャ名です。
ユーザが実行しているアプリケーションに EndHandler というサブ プロシージャが含まれている
場合、アプリケーションの終了時に EndHandler プロシージャが自動的に呼び出されます。これ
は、ユーザがMapInfoProを終了した場合と、アプリケーションの他のプロシージャでEndProgram
文が発行された場合のいずれでも行われます。
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注 : 複数の MapBasic アプリケーションが同時に "インアクティブ" になっていることがあ
ります。MapInfo Pro が終了するとき、MapBasic は、インアクティブな EndHandler プロ
シージャをすべて順番に呼び出します。

関連項目

RemoteMsgHandler プロシージャ、SelChangedHandler プロシージャ、ToolHandler プロシー
ジャ、WinChangedHandler プロシージャ、WinClosedHandler プロシージャ

EOF() 関数

目的
MapBasicがファイルの終端を越えて読み込みを行おうとした場合はTRUE、その他の場合はFALSE
を戻します。

構文

EOF( filenum )

filenum は、Open File 文で開かれるファイルの番号です。

戻り値
論理

説明
EOF() 関数は指定ファイルでファイル終端条件が成り立っているかどうかを示す論理値を戻しま
す。filenum パラメータは、開いているファイルの番号を表す整数です。
Get 文が指定ファイルの終端を越えて読み込みを行おうとする場合、EOF() 関数は値 TRUE を戻
します。その他の場合、EOF() は値 FALSE を戻します。
EOF()関数の処理対象は開いているファイルです。開いているテーブルの現在の位置をチェックし
たい場合は、EOT() 関数を使ってください。
EOF( )呼び出しの例については、サンプル プログラム NVIEWS.MB (Named Views)を参照してく
ださい。
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エラー コード
指定したファイルが開いていない場合は、ERR_FILEMGR_NOTOPEN (366) エラーが生成されま
す。
関連項目

EOT() 関数、Open File 文

EOT() 関数

目的
MapBasicがテーブルの終端に達した場合は TRUE、その他の場合は FALSEを戻します。 この関
数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

EOT( table )

table は、開いているテーブルの名前です。

戻り値
論理

説明
EOT()関数は、指定されたテーブルの終端を越えてMapInfoProが読み込みを行おうとしたかどう
かを、TRUE または FALSE で戻します。table パラメータは、開いているテーブルの名前を表し
ます。

エラー コード
ERR_TABLE_NOT_FOUND (405) エラーは指定されたテーブルが利用可能でない場合に生成され
ます。
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例
次の例では、ループを終わらせるタイミングの判断にEOT()関数の戻り値を使用しています。ルー
プではテーブル内の次のレコードを繰り返し読み込んでいき、テーブルの終端に達したことを示す
戻り値が EOT() 関数から返るまで続けます。

Dim f_total As Float
Open Table "customer"
Fetch First From customer
Do While Not EOT(customer)
f_total = f_total + customer.order
Fetch Next From customer
Loop

関連項目

EOF( ) 関数、Fetch 文、Open File 文、Open Table 文

EPSGToCoordSysString$() 関数

目的
空間リファレンス システムを表す文字列を、MapBasic の関数または文で使用できる CoordSys
句に変換します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができま
す。

構文

EPSGToCoordSysString$( srs_string )

srs_stringは、サポートされている座標系の空間リファレンスシステム (SRS)を表す文字列です。
SRS文字列は、EPSG (European Petroleum Survey Group)文字列と呼ばれることもあります (例:
epsg:2600)。MapInfo Pro で使用される EPSG コードの詳細については、MapInfo Pro のインス
トールディレクトリに格納されているMAPINFOW.PRJファイルを参照してください。EPSGコー
ドは、"\p" とそれに続く数値で識別されます。

説明
CoordSys句を入力として受け取るMapBasicの関数や文を使用するとき、SRS文字列をCoordSys
句に変換するには、EPSGToCoordSysString$()を使用します。
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例
次の例では、マップの座標系を Earth Projection 1, 104 に設定しています。

run command("Set Map " + EPSGToCoordSysString$("EPSG:4326"))

関連項目

CoordSys 句

Erase() 関数

目的
あるオブジェクトから、別のオブジェクトが重なっている領域を取り除きます。 この関数は、
MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

Erase( source_object, eraser_object )

source_objectは一部を消去するオブジェクトです。ポイントやテキストオブジェクトは指定でき
ません。
eraser_object は閉じたオブジェクトで、消去する領域を示します。

戻り値
eraser_object の消去後、source_object に残った部分を表すオブジェクトを戻します。

説明
Erase()関数はオブジェクトの一部を消去し、オブジェクトの残りを表すオブジェクト式を戻しま
す。
source_objectパラメータにはラインオブジェクト (直線、折れ線、弧)または閉じたオブジェクト
(リージョン、長方形、面取長方形、楕円) を指定できますが、ポイント オブジェクトやテキスト
オブジェクトは指定できません。eraser_object は閉じたオブジェクトでなければなりません。返
されるオブジェクトは source_object の色およびパターン スタイルを保持します。
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例

' In this example, o1 and o2 are Object variables
' that already contain Object expressions.
If o1 Intersects o2 Then
If o1 Entirely Within o2 Then
Note "Cannot Erase; nothing would remain."
Else
o3 = Erase( o1, o2 )
End If
Else
Note "Cannot Erase; objects do not intersect."
End If

関連項目

Objects Erase 文、Objects Intersect 文

Err() 関数

目的
現在のエラーを表す数値コードを戻します。この関数は、MapInfo ProのMapBasicウィンドウか
ら呼び出すことができます。

構文

Err()

戻り値
整数

説明
Err() 関数はどのエラーが最後に発生したかを示す数値コードを戻します。
デフォルトでは、エラーが発生した MapBasic プログラムは、エラー メッセージを表示してから
終了します。しかし、OnError 文を発行することにより、プログラムのエラー処理ルーチンを設
定し、エラー条件に対応することができます。エラー処理ルーチンを指定しておけば、MapBasic
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はエラーの場合に自動的にそのルーチンへジャンプします。そして、エラー処理ルーチンでは、
Err() 関数を呼び出して、どのエラーが発生かを判断できます。
Err()関数でエラーコードを取得できるのはエラーハンドラ内でのみです。プログラムがResume
文を発行してエラー処理ルーチンから戻ってしまうと、エラー条件はリセットされます。つまり、
エラー処理ルーチンの外で Err() 関数を呼び出すと、常にゼロが戻ります。
このマニュアルでは、一部の文および関数の解説の中で、例の項の直前に「エラー条件」という項
があり、その文または関数に関係するエラー コードが掲載されています。ただし、必ずしもすべ
てのエラー コードが掲載されているわけではありません。
MapBasic のエラー コードの中には、ごく限られた特定の状況の下でのみ発生するものがありま
す。たとえば、ERR_INVALID_CHANNEL (696)エラーはDDE関連の関数や文でのみ発生します。
その種の "特殊" なエラーが起こる可能性がある文については、その文の解説に「エラー条件」の
項を加え、そうしたエラーを示しています。
しかし、他の MapBasic エラーは "一般的" なもので、様々な状況の下で起こります。たとえば、
Area()関数やObjectInfo()関数などの多くの関数はパラメータとしてObject式をとります。こう
した関数のパラメータとしてtablename.obj という形式の式を渡した場合に、そのテーブルの
現在の行に関連付けられているオブジェクトがないときには、ERR_FCN_OBJ_FETCH_FAILED
(650) エラーが発生します。すなわち、Object をパラメータにとるどの関数でも、
ERR_FCN_OBJ_FETCH_FAILED (650) エラーが発生する可能性があります。
ERR_FCN_OBJ_FETCH_FAILED (650)エラーは多くの異なる場所で発生する可能性があるため、
それぞれの関数の項ではそのエラーを明示していません。
同様な例としては、ERR_FP_MATH_LIB_DOMAIN (911) と ERR_FP_MATH_LIB_RANGE (912)
という 2 つのエラーがあります。数値パラメータが無効な場合に起こる演算エラーです。これら
のエラーは、Acos() 関数、Asin() 関数、Atn() 関数、Cos() 関数、Exp() 関数、Log() 関数、Sin()
関数、Sqr() 関数、または Tan() 関数のいずれかの関数呼び出しで発生する可能性があります。
MapBasic で発生し得る全エラー コードの一覧については、ERRORS.DOC を参照してください。
関連項目

Error 文、Error$() 関数、OnError 文

Error 文

目的
エラー条件の発生をシミュレートします。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから
発行できます。
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構文

Error error_num

error_num は整数のエラー番号です。

説明
Error 文はエラーの発生をシミュレートします。
OnError文によってエラー処理ルーチンが有効化されている場合、エラーをシミュレートすると、
MapBasicは適切なエラー処理ルーチンを実行します。エラー処理ルーチンが有効化されていない
場合、Error文でエラーをシミュレートすると、MapBasicアプリケーションは適切なエラーメッ
セージを表示した後に終了します。
関連項目

Err() 関数、Error$() 関数、OnError 文

Error$() 関数

目的
現在のエラーを表すエラー メッセージを戻します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィ
ンドウから呼び出すことができます。

構文

Error$()

戻り値
String

説明
Error$()関数は、エラーが発生した場合に、現在の実行時エラーを表す文字列を戻します。エラー
が発生していない場合は、Error$() 関数は NULL 文字列を戻します。
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Error$() 関数はエラー処理ルーチン内からのみ呼び出してください。詳細については、「Err() 関
数」を参照してください。
関連項目

Err() 関数、Error 文、OnError 文

Exit Do 文

目的
Do...Loop 文を途中で終了します。

制限事項
MapBasic ウィンドウから Exit Do 文を発行することはできません。

構文

Exit Do

説明
Exit Do 文は Do...Loop 文を終了させます。Exit Do 文に遭遇すると、MapBasic は Do...Loop 文
に続く最初の文へジャンプします。Exit Do文はDo...Loop文の内部でのみ有効なことに注意して
ください。
Do...Loop文はネストできます。すなわち、"外側"の Do...Loop文の中にもう 1つ別の Do...Loop
文を配置することが可能です。Exit Do文によって終了するのは、最も近いDo...Loop文のループ
のみです。次に例を示します。

Do While condition1
:
Do While condition2
:
If error_condition
Exit Do
End If
:
Loop
:
Loop
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この Exit Do 文では、内側のループ (Do While condition2) は終了しますが、外側のループ (Do
While condition1) には必ずしも影響を与えません。
関連項目

Do...Loop 文、Exit For 文、Exit Sub 文

Exit For 文

目的
For...Next 文を途中で終了します。

制限事項
MapBasic ウィンドウから Exit For 文を発行することはできません。

構文

Exit For

説明
Exit For文は For...Next文を終了させます。Exit For文に遭遇すると、MapBasicは For...Next文
に続く最初の文へジャンプします。Exit For 文は For...Next 文の内部でのみ有効なことに注意し
てください。
For...Next 文はネストできます。すなわち、"外側"の For...Next 文の中にもう 1つ別の For...Next
文を配置することが可能です。Exit For 文によって終了するのは、最も近い For...Next 文のルー
プのみです。次に例を示します。

For x = 1 to 5
:
For y = 2 to 10 step 2
:
If error_condition
Exit For
End If
:
Next
:
Next
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この Exit For 文により、内側のループ (For y = 2 to 10 step 2) は終了しますが、外側の
ループ (For x = 1 to 5) には必ずしも影響を与えません。
関連項目

Exit Do 文、For...Next 文

Exit Function 文

目的
Function...End Function 文を終了します。

制限事項
MapBasic ウィンドウから Exit Function 文を発行することはできません。

構文

Exit Function

説明
Exit Function文はMapBasicが現在実行している関数を終了します。したがって、Exit Function
文は Function...End Function 文の中でのみ発行できます。
関数呼び出しはネストできます。すなわち、ある関数が他の関数を呼び出し、さらにその関数がも
う 1つ別の関数を呼び出すことが可能です。1つの Exit Function文で終了するのは、現在実行し
ている関数のみである点に注意してください。
関連項目

Function...End Function 文
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Exit Sub 文

目的
Sub...End Sub 文を終了します。

制限事項
MapBasic ウィンドウから Exit Sub 文を発行することはできません。

構文

Exit Sub

説明
Exit Sub 文は MapBasic が現在実行しているサブ プロシージャを終了します。したがって、Exit
Sub 文はサブ プロシージャの中でのみ発行できます。
Sub...End Sub 文はネストできます。すなわち、あるサブ プロシージャが他のサブ プロシージャ
を呼び出し、さらにそのサブプロシージャがもう 1つ別のサブプロシージャを呼び出すことが可
能です。1つの Exit Sub文で終了するのは、現在実行しているサブ プロシージャのみである点に
注意してください。
関連項目

Call 文、Sub...End Sub 文

Exp() 関数

目的
数 e を指定の指数でべき乗した結果を返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィン
ドウから呼び出すことができます。
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構文

Exp( num_expr )

num_expr は数値式です。

戻り値
浮動小数

説明
Exp()関数は、数学的な値 eを num_exprで表された数でべき乗します。eの値は、約 2.7182818
です。

注 : MapBasic は、カレット演算子 (^) による一般的なべき乗計算をサポートしています。

例

Dim e As Float
e = Exp(1)
' the local variable e now contains
' approximately 2.7182818

関連項目

Cos() 関数、Sin() 関数、Log() 関数

Export 文

目的
テーブルを他のファイル形式にエクスポートします。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィ
ンドウから発行できます。

構文 1 (MIF/MID ファイル、DBF ファイル、または ASCII テキスト ファイルへのエクスポート)

Export table
Into file_name
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[ Type
{ "MIF" |
"DBF" [ Charset char_set ] |
"ASCII" [ Charset char_set ] [ Delimiter "d " ] [ Titles ] |
"CSV" [ Charset char_set ] [ Titles ] } ]
[ Overwrite ]

構文 2 (DXF ファイルへのエクスポート)

Export table
Into file_name
[ Type "DXF" ]
[ Overwrite ]
[ Preserve
[ AttributeData ] [ Preserve ] [ MultiPolygonRgns [ As Blocks ] ] ]
[ { Binary | ASCII [ DecimalPlaces decimal_places ] } ]
[ Version { 12 | 13 } ]
[ Transform
( MI_x1, MI_y1 ) ( MI_x2, MI_y2 )
( DXF_x1, DXF_y1 ) ( DXF_x2, DXF_y2 ) ]

table は開いているテーブルの名前です。引用符で囲まないでください。
file_nameはエクスポートされたデータを格納するファイル名を指定する文字列です。このファイ
ル名がパスを含まない場合、エクスポートファイルは現在実行中のディレクトリに作成されます。
char_set は文字セットの名前です。文字セットの詳細については、「CharSet 句」を参照してく
ださい。
d は ASCII ファイルにエクスポートするときに区切り文字として使う文字です。
decimal_placesは 0から 16までの 2バイト整数です (デフォルト値は 6)。浮動小数を ASCIIファ
イルにエクスポートするときに使用される、小数点以下の桁数を指定します。
MI_x1, MI_y1 などは MapInfo Pro テーブル内の境界座標を表す数値です。
DXF_x1、DXF_y1 などは DXF ファイル内の境界座標を表す数値です。

説明
Export 文は、後で他のパッケージが編集またはインポートできる形式で、MapInfo テーブルの内
容を別のファイルにコピーします。たとえば、テーブルの内容を DXF ファイルへエクスポートし
てから、CAD ソフトウェア パッケージを使用してその DXF ファイルをインポートすることがで
きます。Export 文は元のテーブルを変更しません。
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ファイル形式の指定
オプションの Type 句は、作成したいファイルの形式を指定します。

指定されるファイル形式Type 句

MapInfo Interchange Formatファイル。MIFファイル形式については、MapInfo
Pro のマニュアルを参照してください。

Type "MIF"

DXF ファイル (AutoCAD など、CAD パッケージによりサポートされたフォー
マット)。

Type "DXF"

dBASE ファイル形式。
注 : DBF 形式を指定した場合、マップ オブジェクトはエクスポート
されません。

Type "DBF"

テキスト ファイル形式。
注 : ASCII形式を指定した場合、マップオブジェクトはエクスポート
されません。

Type "ASCII"

コンマ区切りのテキスト ファイル形式。
注 : CSV 形式を指定した場合、マップ オブジェクトはエクスポート
されません。

Type "CSV"

Type 句を省略した場合、ファイルの拡張子からファイル形式が判断されます。たとえば、
PARCELS.DXFというファイル名を指定すると、MapInfo Pro は DXF ファイルを作成します。
オプションのOverwriteキーワードを指定すると、MapInfo Proは、同名のファイルが既に存在す
るかどうかにかかわらずエクスポート ファイルを作成します。Overwrite キーワードを省略した
場合、同名のファイルが既に存在するときには、MapInfo Proはそのファイルを上書きしません。

ASCII テキスト ファイルへのエクスポート
テーブルを ASCII または CSV テキスト ファイルへエクスポートする場合、テキスト ファイルに
は区切り文字が挿入されます。区切り文字とは、各行の中でフィールドを区切る特別な文字です。
CSVテキストファイルでは、コンマ (,)が区切り文字として自動的に使用されます。CSVへのエ
クスポートでは、他の区切り文字を指定することはできません。

417MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



ASCIIテキスト ファイルの場合、デフォルトの区切り文字はタブ文字 (Chr$(9))です。他の区切
り文字を指定するには、オプションの Delimiter 句を使用してください。次の例では、コロン (:)
を区切り文字として使用します。

Export sites Into "sitedata.txt" Type "ASCII"
Delimiter ":" Titles

ASCIIまたはCSVテキストファイルへエクスポートする場合、オプションで Titlesキーワードを
指定するとよいかもしれません。Titles を指定すると、テキスト ファイルの最初の行にテーブル
の各フィールド名が挿入されます。Titles を省略すると、テキスト ファイルにフィールド名は格
納されません (その場合、後でこのファイルを再インポートしようとするときに問題となる可能性
があります)。

DXF ファイルへのエクスポート
前述の構文 2 を使用してテーブルを DXF ファイルにエクスポートする場合、次のような DXF 固
有の句を Export 文に指定することができます。
テーブルの表データをDXFファイルの属性データとしてエクスポートしたい場合には、Preserve
AttributeData 句を指定してください。
複数ポリゴンからなる各リージョンを DXF ブロック実体としてエクスポートしたい場合には、
Preserve MultiPolygonRgns As Blocks句を指定してください。この句を省略すると、複数ポリ
ゴンからなるリージョンの各ポリゴンは別々に格納されます。
バイナリ形式の DXF ファイルにエクスポートするには Binary キーワードを指定し、ASCII テキ
スト形式の DXFファイルにエクスポートするには ASCIIキーワードを指定してください。どちら
のキーワードも指定しなかった場合、MapInfo Pro は ASCII 形式の DXF ファイルを作成します。
バイナリ形式の DXFファイルの方が ASCII形式のものより一般的に小さく、またはるかに高速に
処理することができます。ASCII形式でエクスポートする場合、浮動小数を格納する際に適用され
る小数点以下の桁数を 0 から 16 の範囲で指定できます (デフォルト値は 6)。
Version 12または Version 13句では、AutoCAD 12と 13のどちらに準拠した DXFファイルを作
成するかを指定できます。この句を省略した場合、バージョン 12 準拠の DXF ファイルが作成さ
れます。
Transform は座標系を指定します。Transform 句では、MapInfo テーブルの最小および最大の X
境界座標および Y 境界座標と、DXF ファイルに持たせたい最小および最大の座標を指定します。
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例
次の例では、Facilityという既存のMapInfoテーブルを使用し、そのテーブルを "FACIL.DXF"とい
う DXF ファイルにエクスポートします。

Open Table "facility"

Export facility
Into "FACIL.DXF"
Type "DXF"
Overwrite
Preserve AttributeData
Preserve MultiPolygonRgns As Blocks
ASCII DecimalPlaces 3
Transform (0, 0) (1, 1) (0, 0) (1, 1)

関連資料
Import 文（510ページ）
関連情報
変数名の制約（389ページ）

ExtractNodes() 関数

目的
既存のオブジェクトのノードのサブセットに基づいて折れ線またはリージョン オブジェクトを戻
します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

ExtractNodes( object, polygon_index, begin_node, end_node, b_region )

object は折れ線またはリージョン オブジェクトです。
polygon_index は、リージョン オブジェクトに対する 1 以上の整数です。これは、クエリの実行
対象のポリゴン (リージョンの場合) または線分 (折れ線の場合) を示します。
begin_node は 1 以上の 2 バイト整数ノード数で、返されるノード範囲の始端を示します。
end_node は 1 以上の 2 バイト整数ノード数で、返されるノード範囲の終端を示します。
b_region はリージョンと折れ線オブジェクトのどちらを返すかを指定する論理値です。リージョ
ン オブジェクトには TRUE、折れ線オブジェクトには FALSE を使用します。
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戻り値
指定したノードを持つオブジェクトを返します。MapBasic は元の object のスタイル (色など) を
すべて適用し、必要であれば、現在の作図スタイルを適用します。

説明
begin_node が end_node 以上の値である場合は、返されるノードの順番は次のようになります。
• begin_node からポリゴンの最後のノードの 1 つ前まで
• ポリゴンの最初のノードから end_node まで
object がリージョン オブジェクトで、begin_node と end_node がいずれも 1 の場合、MapBasic
はそのポリゴンの全体のノード セットを戻します。この方法を使えば、複数ポリゴン リージョン
から単一のポリゴンを簡単に抽出できます。リージョン内のポリゴンの数を判断するには、
ObjectInfo() 関数を呼び出します。

エラー コード
ERR_FCN_ARG_RANGE (644) エラーは、b_region が FALSE でノードの範囲に含まれるノード
の数が 1以下の場合、または b_regionが TRUEでノードの範囲に含まれるノードの数が 2以下の
場合に生成されます。
関連項目

ObjectNodeX() 関数、ObjectNodeY() 関数

Farthest 文

目的
特定のオブジェクトから最も遠いオブジェクトをテーブルで検索します。最長距離を表す 2 ポイ
ント折れ線オブジェクトが返されます。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発
行できます。

構文

Farthest [ N | All ]
From { Table fromtable | Variable fromvar }
To totable Into intotable
[ Type { Spherical | Cartesian } ]
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[ Ignore [ Contains ] [ Min min_value ]
[ Max max_value ] Units unitname ]
[ Data clause ]

N は、オプションのパラメータです。検索対象となる "最も遠い" オブジェクトの数を表します。
デフォルトでは、1に設定されています。Allを指定した場合、すべての組み合わせで距離オブジェ
クトが作成されます。
fromtable は、検索対象の最長距離の基点となるオブジェクトのテーブルです。
fromvar は、検索対象の最長距離の基点となるオブジェクトを表す MapBasic 変数です。
totable は、検索対象の最長距離の終点となるオブジェクトのテーブルです。
intotable は、結果を挿入するテーブルです。
min_value は結果に書き出す最短距離です。
max_value は結果に書き出す最長距離です。
unitname は min_value あるいは max_value に使用する距離単位の名前を表す文字列です (たとえ
ば "km" など)。

説明
Farthest文は fromtable内で特定のオブジェクトから最も遠いオブジェクトを検索します。fromtable
内にあるすべてのオブジェクトが考慮されます。つまり、fromtable 内のオブジェクトごとに、そ
のオブジェクトから一番遠いオブジェクトが totable で検索されます。N を指定した場合は、一番
遠い N 個のオブジェクトが totable で検索されます。そして、fromtable オブジェクトと選択され
た totableオブジェクト間の最長距離を表す、2ポイント折れ線オブジェクトが intotableテーブル
に挿入されます。All を指定した場合は、fromtable オブジェクトと各 totable オブジェクト間の距
離を表すオブジェクトが intotable に挿入されます。
fromtableオブジェクトからの距離が同じオブジェクトが totableに複数ある場合は、いずれかのオ
ブジェクトのみが返されます。また、複数のオブジェクトが要求された場合、つまり、1よりも大
きい値を N に設定した場合は、同じ距離のオブジェクトがあると、そのオブジェクトの順位は後
ろにずれます。たとえば、2番目に遠いオブジェクトに "同位"が存在するとします。この場合、3
つのオブジェクトが要求されると、2 番目に遠いオブジェクトの 1 つは 3 番目に遠いオブジェク
トになります。
テキスト オブジェクトを除くすべてのオブジェクトを、fromtable と totable のオブジェクトとし
て使用できます。たとえば、両方のテーブルにリージョン オブジェクトが含まれている場合、2
ポイント折れ線オブジェクトは、2 つのリージョン オブジェクトを最短距離で結ぶ各オブジェク
ト上の 2 つのポイントを表します。リージョン オブジェクトが交差していると、最短距離はゼロ
になり、返された2ポイント折れ線オブジェクトは無効になります。そして、2つのポイントが重
なるポイントが 1 つの交差ポイントを表します。
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距離の計算では、道路経路の距離は考慮されません。直線距離で計算されます。
Ignore 句を使うと、検索対象となる距離を制限したり、fromtable オブジェクトに対する totable
オブジェクトの数を制御したりできます。たとえば、距離が 0 のオブジェクトが抽出されないよ
うにするには、Minを設定します。このMinは、2つのテーブルで同じポイントを比較しないよう
にするときに役に立ちます。たとえば、都市を表す 2 つのテーブルがあるとします。それぞれの
都市について一番近い都市を見つけるには、同じ都市同士が比較されないようにします。
Max は、totable オブジェクトを制限するためのオプションで、N に数値を指定するとき、あるい
は All を指定するときに使用すると便利です。たとえば、複数の都市 (fromtable) を指定して、そ
の都市から 100 マイル以内にある空港 (totable) を、都市から近い順に 5 つ検索することができま
す。ただし、ある都市については、返される空港が5つに達しないことがあります。この場合は、
All パラメータを組み合わせて使えば、100 マイル以内の空港すべてを抽出できます。
Maxパラメータを指定すると、検索対象となる totableオブジェクトの数を効率的に制御できるた
め、Farthest 文のパフォーマンスが向上します。
有効な距離は、min_value よりも大きく、max_value 以下の値です。

min_value < distance <= max_value

これにより、Farthest 文では、複数の不等式を使って範囲または距離を返すことができます。た
とえば、最初の不等式で 0～ 100マイル間のすべてのオブジェクトを返し、2番目の不等式で 100
～ 200 マイル間のすべてのオブジェクトを返すことができます。この 2 つの不等式の結果には重
複する値が含まれません。つまり、100マイルの距離は、最初の不等式で返され、2番目の不等式
では返されません。
Typeは、オブジェクト間の距離の計算方法で、SphericalまたはCartesianが指定できます。距離
計算の方法は、intotableの座標系に対応している必要があります。対応していない場合は、エラー
が発生します。たとえば、intotable の座標系が一般座標の場合、距離の計算方法として Spherical
(球面計算法)を指定すると、エラーが発生します。また、intotableの座標系が経度/緯度の場合は、
Cartesian (デカルト計算法) を指定すると、エラーが発生します。
Ignore 句を使うと、返される距離に対して制限を設定できます。つまり、min_value 以下、また
はmax_valueを超える距離が無視されるように設定することができます。min_valueとmax_value
の距離の単位は、unitnameで指定します。unitnameで指定した距離単位が有効でない場合は、エ
ラーが発生します。使用可能な単位の詳細については、「Set Distance Units 文」を参照してく
ださい。Ignore 句全体は省略可能で、その内部の Min および Max のサブ句も省略可能です。
あるオブジェクトが他のオブジェクトの中に含まれている場合、そのオブジェクト間の距離は通常
はゼロになります。たとえば、fromtable が WorldCaps で、totable が World の場合、ロンドン、
イギリス間の距離はゼロになります。ただし、Ignore 句に Contains キーワードが使用されてい
ると、距離が自動的にゼロになることはありません。この場合は、ロンドンからイギリス境界まで
の距離が返されます。したがって、この場合、リージョンなどの閉じたオブジェクトすべてが折れ
線として処理されます。
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Data句を使用すると、結果が含まれる fromtableオブジェクトと totableオブジェクトにマークで
きます。

Data 句

Data IntoColumn1=column1, IntoColumn2=column2

左辺にある IntoColumn は、intotable にある有効なフィールドでなければなりません。右辺の
column 名は、totable または fromtable のいずれかにある有効なフィールド名でなければなりませ
ん。同じフィールド名が totable と fromtable の両方に存在する場合は、totable のフィールドが使
用されます。たとえば、右辺のフィールド名は、totable で最初に検索されます。
こうした不整合を回避するには、テーブルの別名を使ってフィールド名を修飾します。次に例を示
します。

Data name1=states.state_name, name2=county.state_name

intotable のフィールドに距離を入力するには、メニューの [フィールドの更新] を使用するか、
Update 文を使用します。
関連項目

Nearest文,CartesianObjectDistance()関数、ObjectDistance()関数,SphericalObjectDistance()
関数、CartesianConnectObjects() 関数、ConnectObjects() 関数、SphericalConnectObjects()
関数

Fetch 文

目的
テーブルのカーソル位置 (たとえば、現在の行の位置) をセットします。 この文は、MapInfo Pro
の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Fetch { First | Last | Next | Prev | Rec n } From table

n は読み込むレコードの番号です。
table は、開いているテーブルの名前です。
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説明
開いているテーブルからレコードを取得するにはFetch文を使用します。Fetch文を発行すると、
プログラムはテーブル カーソルをテーブル内の特定の行に置きます。これにより、テーブル内の
"現在" のレコードが変わります。

注 : "カーソル" という用語は、ここではテーブル内の行の位置を表わしています。画面上
のマウス カーソルとは関係ありません。

Fetch文を発行した後で、以下のいずれかの形式の式を使用することにより、現在の行からデータ
を取得できます。

例構文

World.Country
table.column

World.col1
table.col#

World.col( 1 )
table.col( number )

Fetch First 文はテーブル内で削除されていない最初の行にカーソルを置きます。
Fetch Last 文はテーブル内で削除されていない最後の行にカーソルを置きます。
Fetch Next 文は削除されていない次の行にカーソルを移動します。
Fetch Prev 文は削除されていない 1 つ前の行にカーソルを戻します。
Fetch Rec n 文は、削除されているかどうかにかかわらず、特定の行にカーソルを置きます。

注 : 指定されたレコードが削除されている場合、実行時エラー 404 が発生します。

MapInfo Proおよび MapBasicのさまざまな操作 (たとえば、Select、Update、画面の再描画など)
によって、現在の行は自動的にリセットされます。したがって、現在の行がある特定の位置に存在
するという前提で使用する文については、その直前で Fetch 文を発行する必要があります。
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テーブルの末尾を越える読み込み
Fetch文を発行した後、実際の行にカーソルが置かれたかどうかを確認するために、EOT()関数を
呼び出すことが必要な場合があります。
Fetch 文によって実際の行にカーソルが置かれた場合は、EOT() 関数は FALSE を戻します (テー
ブル終端条件は成り立っていないという意味です)。
Fetch 文でカーソルを置こうとした位置が最後の行を越えている場合、EOT() 関数は TRUE を戻
します (テーブル終端条件が成り立っているという意味です。したがって、"現在の行"はありませ
ん)。
次の例は、Fetch Next 文を使用してテーブルのすべての行をループする方法を示したものです。
Fetch Next文での移動先が最終行を越えた直後に、EOT() 関数が TRUEを返し、これによりルー
プは終了します。

Dim i As Integer

i = 0
Fetch First From world
Do While Not EOT(world)
i = i + 1
Fetch Next From world
Loop

Print "Number of undeleted records: " + i

行が不連続の GeoPackage テーブルからのデータの取得
MapInfo テーブルでは常に行 1 ～ n が連続であると想定しています。しかし、GeoPackage テー
ブルでは必ずしもデータが連続していません。空の行がある場合や、行が 1 より後から始まる場
合、行 ID に不連続がある場合があります。MapBasic の操作を使用して GeoPackage テーブルか
らデータを取得する場合は、この点を考慮する必要があります。
GeoPackage テーブルの場合、MapBasic の RowId 値はテーブルのプライマリ キーの値であり、
行の列挙値ではありません。Fetch Rec 3 コマンドは、primary_key 値が 3 の行を返します
(存在する場合)。テーブル内の 3 番目のレコードを返すわけではありません。特定の行 ID を使用
してデータ取得を行うのではなく、Fetch First、Fetch Next、Fetch Lastを Fetch Rec

# の代わりに使用します。
次の例は、不連続のテーブル全体に対してループ処理を行います。

Dim iCount as integer
fetch first from USA_NonSeq
For iCount = 1 to TableInfo(USA_NonSeq, TAB_INFO_NROWS)
'COL5 is an integer column in USA_NonSeq table
Print USA_NonSeq.COL5
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fetch next from USA_NonSeq
next

例
次の例は、States テーブルから 3 番目のレコードを取得する方法を示しています。

Open Table "states"
Fetch Rec 3 From states 'position at 3rd record
Note states.state_name 'display name of state

次の例に示すように、Fetch文は Selectionなどの一時テーブルに対しても使用することができま
す。

Select * From states Where pop_1990 < pop_1980
Fetch First From Selection
Note Selection.col1 + " has negative net migration"

関連項目

EOT() 関数、Open Table 文

FileAttr() 関数

目的
開いているファイルに関する情報を返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンド
ウから呼び出すことができます。

構文

FileAttr( filenum, attribute )

filenum は、Open File 文で開かれたファイルの番号です。
attribute は取得するファイル属性を示すコードです。後述の表を参照してください。

戻り値
LargeInt 値
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説明
FileAttr() 関数は、開いているファイルに関する情報を返します。attribute パラメータは下の表に
あるいずれかのコードでなければなりません。

戻り値IDattribute パラメータ

ファイルが開かれたモードを示す 2 バイト整数値です。戻り値は
次のいずれかの値になります。
• MODE_INPUT (0)
• MODE_OUTPUT (1)
• MODE_APPEND (2)
• MODE_RANDOM (3)
• MODE_BINARY (4)

1FILE_ATTR_MODE

バイト単位でファイルのサイズを表す整数値です。2FILE_ATTR_FILESIZE

エラー コード
指定されたファイルが開かれていない場合、ERR_FILEMGR_NOTOPEN (366) エラーが発生しま
す。
関連項目

EOF() 関数、Get 文、Open File 文、Put 文

FileExists() 関数

目的
ファイルが存在するか否かを示す論理値を戻します。この関数は、MapInfo ProのMapBasicウィ
ンドウから呼び出すことができます。

構文

FileExists( filespec )

filespec はファイル パスおよびファイル名を指定する文字列です。
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戻り値
論理値: ファイルが既に存在する場合は TRUE、存在しなければ FALSE

例

If FileExists("C:\MapInfo\TODO.TXT") Then

Open File "C:\MapInfo\TODO.TXT" For INPUT As #1

End If

関連項目

TempFileName$() 関数

FileOpenDlg() 関数

目的
[ファイルを開く]ダイアログ ボックスを表示し、ユーザが選択したファイルの名前を戻します。
この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

FileOpenDlg ( path, filename, filetype, prompt )

path はファイルの選択元のディレクトリまたはフォルダを示す文字列です。
filename はユーザが選択するデフォルトのファイル名を示す文字列です。
filetype はファイル タイプを示す 3 文字または 4 文字の文字列です (例: テーブルを示す "TAB")。
prompt はダイアログ ボックス上部のバーに表示されるタイトルを表す文字列です。

戻り値
ユーザが選んだファイルの名前を表す文字列値 (ユーザがキャンセルした場合は空の文字列)。
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説明
FileOpenDlg( ) 関数は、ユーザが [開く] コマンドを選択したときに表示されるものと同様のダイ
アログ ボックスを表示します。
ダイアログボックスに表示されるリストからファイルを選択するには、リストのファイルをクリッ
クしてから [OK]ボタンをクリックするか、またはリストのファイルをダブルクリックします。ど
ちらの場合も、FileOpenDlg()関数は、ユーザが選択したファイルの完全パスおよび名前を表す文
字列を返します。また、ファイルを選ぶ代わりに [キャンセル] ボタンをクリックした場合は、ダ
イアログは NULL 文字列 ("") を返します。
FileOpenDlg()関数は実際にファイルを開くわけではありません。ユーザに対してダイアログボッ
クスを表示し、ファイルを選択させるだけです。その後で、ユーザが選んだファイルを実際に開く
必要がある場合は、Open Table 文などの文を発行する必要があります。アプリケーションで [開
く]ダイアログボックスを表示した後で、選択されたファイルをMapInfo Proに自動的に開かせた
い場合には、RunMenuCommand文などにM_FILE_OPENまたはM_FILE_ADD_WORKSPACE
を指定して発行する方法があります。
path パラメータは、ユーザが既存のファイルを選ぶ元となるディレクトリまたはフォルダを指定
します。ただし、path パラメータは最初のディレクトリを指定するだけだという点に注意してく
ださい。ダイアログボックスが開いた後でユーザがディレクトリを変更することは可能です。path
パラメータが空 (NULL 文字列) の場合は、ダイアログ ボックスは現在の作業ディレクトリに含ま
れているファイルのリストを表示します。
filename パラメータはユーザが選択するデフォルトのファイル名を指定します。
filetypeパラメータはダイアログボックスに表示するファイルのタイプを示し、通常 3文字または
4文字の文字列です。filetype設定には固有の意味を持つものがあります。たとえば、filetypeパラ
メータが "TAB" の場合は、ダイアログ ボックスは MapInfo テーブルのリストを示し、filetype パ
ラメータが "WOR" の場合は、ダイアログ ボックスは MapInfo ワークスペース ファイルのリスト
を示します。
次の表に示す通り、filetype 値には他にもさまざまなものがあります。次の表に掲載されている固
有の type値のいずれかを指定した場合、テーブルファイルのリストとすべてのファイル ("*.*")の
リストのどちらを表示するかをユーザが選択できるようなコントロールがダイアログ ボックス上
に表示されます。

表示されるファイルのタイプfiletype パラメータ

MapInfo テーブル"TAB"

MapInfo ワークスペース"WOR"
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表示されるファイルのタイプfiletype パラメータ

MapInfo Interchange Formatファイル。ASCIIテキスト ファイルとのインポート/エクス
ポート用

"MIF"

dBASE データ ファイルまたはその互換ファイル"DBF"

Lotus スプレッドシート ファイル"WKS"、"WK1"

Excel スプレッドシート ファイル"XLS"、"XLSX"

AutoCAD データ交換形式ファイル"DXF"

Microsoft Access データベース ファイル"MDB"、"ACCDB"

DOS 版 MapInfo 交換ファイル"MMI"、"MBI"

MapBasic ソース プログラム ファイル"MB"

コンパイルされた MapBasic アプリケーション"MBX"

テキスト ファイル"TXT"

Windows ビットマップ ファイル"BMP"

Windows メタファイル"WMF"

上記の各ファイルタイプは実際のファイル拡張子に対応しています。つまり、filetypeパラメータ
に "WOR" を指定すると、MapBasic はファイル拡張子が ".WOR" であるファイルのリストを表示
します。MapInfo Pro のワークスペースにはこのファイル拡張子が使用されているからです。
互換性のある (プラットフォームに依存しない)アプリケーションを作成できるよう、MapBasicで
は、3文字の filetype設定はすべてのプラットフォーム上で同じものを使用できます。Windowsで
は、拡張子が .TAB のファイルのリストを表示するか、それとも現在のディレクトリのすべての
ファイルのリストを表示するかを、ダイアログの左下のコントロールを使用してユーザが選択でき
ます。FileOpenDlg()関数で上記のファイル拡張子の表に記載されていない filetype パラメータを
指定した場合には、ダイアログ ボックスにはこのコントロールは表示されません。
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例

Dim s_filename As String
s_filename = FileOpenDlg("","","TAB","Open Table")

関連項目

FileSaveAsDlg() 関数、Open File 文、Open Table 文

FileSaveAsDlg() 関数

目的
[名前を付けて保存]ダイアログボックスを表示し、ユーザが入力したファイルの名前を戻します。
この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

FileSaveAsDlg( path, filename, filetype, prompt )

path はデフォルトのファイル保存先ディレクトリを表す文字列です。
filename はデフォルトのファイル名を表す文字列です。
filetype はダイアログ ボックスでユーザに選択してもらうファイル タイプを表す文字列です。
prompt はダイアログ ボックスの一番上に表示されるタイトルを表す文字列です。

戻り値
ユーザが選んだファイルの名前を表す文字列 (ユーザがキャンセルした場合は空の文字列)。

説明
FileSaveAsDlg( ) 関数は [名前を付けて保存] ダイアログ ボックスを表示します。ユーザが [名前
を付けて保存] コマンドを選んだときに表示されるものと同様のダイアログ ボックスです。
ユーザは、保存したいファイルの名前を入力することができます。または、ダイアログ ボックス
で灰色表示されているファイル名のリストからダブルクリックすることもできます。リストの各
ファイル名は既存のファイルを表しているので、MapBasicはその既存のファイルを上書きしてよ
いか確認します。
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ユーザがファイル名を指定して [OK]をクリックした場合、FileSaveAsDlg()関数は、ユーザが選
んだファイルの完全パスおよび名前を表す文字列を戻します。ファイルを選ばずに [キャンセル]
ボタンをクリックした場合は、ダイアログは NULL 文字列 ("") を戻します。
pathパラメータで指定するのは、最初に表示するディレクトリパスです。ダイアログボックスが
表示された後は、ユーザがディレクトリを変更することができます。path パラメータが空 (NULL
文字列) の場合は、ダイアログ ボックスは現在のディレクトリのファイルをリスト表示します。
filename パラメータはユーザが選択するデフォルトのファイル名を指定します。
filetype パラメータはダイアログ ボックスに表示するファイルのタイプを示し、3 文字またはそれ
以下の文字列です。ダイアログ ボックスでワークスペースをリスト表示するには、filetype パラ
メータに文字列 "WOR" を指定し、テーブル名をリスト表示するには、文字列 "TAB" を指定しま
す。3 文字の filetype コードの詳細については、「FileOpenDlg( ) 関数」を参照してください。
FileSaveAsDlg()関数は実際にファイルを保存するわけではありません。ユーザに対してダイアロ
グ ボックスを表示し、保存するファイル名を選択させるだけです。ユーザが選んだファイル名で
実際にデータを保存するには、Commit Table 文などの文を発行します。
関連項目

Commit Table 文、FileOpenDlg() 関数

Find 文

目的
マップ作成可能なテーブルにおける場所を検索します。この文は、MapInfo ProのMapBasicウィ
ンドウから発行できます。

構文

Find address [ , region ] [ Interactive ]

addressは検索対象のマップオブジェクトの名前を表す文字列式です。2本の通りの交差点を検索
するには、streetname && streetname 形式で記述します。
region は検索範囲を絞り込むために指定するリージョン オブジェクトの名前です。
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説明
Find文は、マップ作成可能なテーブルから、addressパラメータで指定された場所を検索します。
検索結果は MapBasic によってシステム変数に保存され、プログラムは CommandInfo() 関数を
使ってこのシステム変数にアクセスできます。Find文にオプションの Interactiveキーワードが指
定されていて、かつ指定された場所をMapBasicが見つけられなかった場合は、"近い検索結果"の
リストがダイアログ ボックスで表示されます。
Find 文で検索できるのは、マップ作成可能なテーブル (たとえば図形オブジェクト付きのテーブ
ル)のみです。テーブルは既に開かれている必要があります。Find文は、検索対象として選択され
ているどのフィールドに対しても作用します。MapBasic プログラムで Find Using 文を発行すれ
ば、検索対象とするテーブル フィールドを特定できます。Find 文の前に Find Using 文がない場
合、ユーザが前回 MapInfo Pro の [キー指定検索] コマンドを選んだときに指定したテーブルに対
して検索が行われます。
Find 文では、address パラメータに加えてオプションのリージョン名を指定することによって、
検索範囲を絞り込むことができます。すなわち、都市のテーブルに対して、都市名のみ (たとえば
"Albany") を指定して単純に検索することも、都市名とリージョン名の両方 (たとえば "Albany",
"CA") を指定して検索を絞り込むこともできます。Find 文は、住所が見つかった場所を示すシン
ボルをマップへ自動的に追加しません。そのようなシンボルを作成するには、CreatePoint() 関数
または Create Point 文を呼び出します。後述の例を参照してください。

住所が発見されたかどうかの確認
Find 文の後で、CommandInfo(CMD_INFO_FIND_RC)を呼び出すと、検索が成功したかどうか
を判別できます。検索が成功した場合、当該の場所の X 座標および Y 座標は、関数
CommandInfo(CMD_INFO_X)および CommandInfo(CMD_INFO_Y)を呼び出すことで取得でき
ます。見つかった住所に対応する行番号を取得するには、CommandInfo(CMD_INFO_FIND_ROWID)
を呼び出します。
Find文の結果は、完全一致、近似一致、一致なしのいずれかとなります。Find文の結果が完全一
致だった場合は、CommandInfo(CMD_INFO_FIND_RC)関数の戻り値は値 1 となります。Find
文の結果が近似一致だった場合は、この関数の戻り値は 2 以上の値となります。Find 文の結果、
一致する住所が見つからなかった場合は、この関数の戻り値は負の値となります。
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次の表は、CommandInfo(CMD_INFO_FIND_RC)の戻り値によって表される Find 関連の情報を
まとめたものです。戻り値は 3 桁までで、各桁はそれぞれ、検索の異なる部分に対応する成功ま
たは失敗を示します。

意味各桁の値

完全一致
xx1

使用した略語ファイルからの置換
xx2

完全に一致するものはありませんでした。
xx3 ( - )

オブジェクト名の指定なし、一致が見つからない
xx4 ( - )

ユーザが Interactive ダイアログ ボックスから名前を選んだ
xx5 ( + )

通りのどちら側か特定されていない
x1x

住所番号が最小/最大の範囲内にあった
x2x ( + / - )

住所番号が最小/最大の範囲内になかった
x3x ( + / - )

住所番号が指定されなかった
x4x ( + / - )

道路は交差していません。
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意味各桁の値

x5x ( - )

一致した行にマップ オブジェクトがない
x6x ( - )

ユーザが Interactive ダイアログ ボックスから住所番号を選んだ
x7x ( + )

指定リージョン以外の 1 リージョンのみで名前が見つかった
1xx ( + / - )

指定リージョン以外の 2 リージョン以上で名前が見つかった
2xx ( - )

絞り込み用のリージョンは指定されず、見つかった一致は 1 件だった
3xx ( + / - )

リージョンは指定されず、見つかった一致は複数件だった
4xx ( - )

指定されたリージョンで名前が 2 回以上見つかった
5xx ( + )

ユーザが Interactive ダイアログ ボックスからリージョン名を選んだ
6xx ( + )

Find の結果から個々の桁の数値をチェックする際には、Mod 演算子を使用すると便利です。たと
えば、最後の桁の数値を調べるには、number Mod 10 という式を使用し、最後の 2 桁の数値を
調べるには、number Mod 100 という式を使用します。
完全一致と近似一致の違いを、具体例を使って説明します。都市のテーブルに "Albany" というエ
ントリが 1 つある状態で、絞り込みリージョン名を使用せずに都市名を特定するよう Find Using

435MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



文で設定し、かつ Find 文の address パラメータに "Albany" と指定した場合、検索の結果は完全
一致になります。このような Find文の後で CommandInfo(CMD_INFO_FIND_RC)関数を呼び出
すと、戻り値は 1 となり、完全一致が見つかったことを示します。
次に、オプションのリージョン名を指定して検索を絞り込むように設定して Find 文を実行する場
合を考えてみましょう。つまり、Find 文で都市名の後に州名を指定する必要があるというケース
です (たとえば "Albany", "NY" など)。その場合、住所に "Albany"、州名に NULL 文字列を指定し
て Find 文を発行すると、これは厳密には完全一致ではありません。MapBasic は都市名の後に州
名が指定されることを期待しているからです。とはいえ、テーブルに "Albany" というレコードが
1つしかなければ、MapBasicはそのレコードを探し出すことができます。こうしたFind文の後で
CommandInfo(CMD_INFO_FIND_RC)関数を呼び出すと、値 301が戻ります。1という桁は、都
市名がぴったり一致したことを示し、3という桁は、リージョンによる絞り込み検索が部分的な成
功にとどまったことを示します。
通りのテーブルに "Main St" があり、Find 文で検索しようとしたのが "Main Street" だった場合、
MapBasicは結果を近似一致と判断します (略語ファイル処理が有効化されているという前提です。
「Find Using 文」を参照してください)。厳密に言えば、文字列 "Main Street" と文字列 "Main St"
は一致しません。しかしMapBasicは、MapInfo Pro略語ファイル (MAPINFOW.ABB)に基づいて、
略語の可能性がある語を置換した結果、これら2つの文字列を照合することができます。このFind
文の後で CommandInfo(CMD_INFO_FIND_RC)関数を呼び出すと、値 2 が戻ります。
Find の実行によりダイアログ ボックスが表示され、検索を完了させるためにユーザがダイアログ
ボックスにテキストを入力した場合、戻り値のコードは下から 7 桁目が 1 になっています。

例

Include "mapbasic.def"
Dim x, y As Float, win_id As Integer
Open Table "states" Interactive
Map From States
win_id = FrontWindow()
Find Using states(state)
Find "NY"
If CommandInfo(CMD_INFO_FIND_RC) >= 1 Then
x = CommandInfo(CMD_INFO_X)
y = CommandInfo(CMD_INFO_Y)
Set Map
Window win_id
Center (x, y)
' Now create a symbol at the location we found.
' Create the object in the Cosmetic layer.
Insert Into
WindowInfo( win_id, WIN_INFO_TABLE) (Object)
Values ( CreatePoint(x, y) )

Else
Note "Location not found."
End If
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関連項目

CommandInfo() 関数、Find Using 文、OverlayNodes() 関数

Find Using 文

目的
後続の Find 文でどのテーブルおよびフィールドを検索するかを指定します。 この文は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Find Using table ( column )
[ Refine Using table ( column ) ]
[ Options
[ Abbrs { On | Off } ]
[ ClosestAddr { On | Off } ]
[ OtherBdy { On | Off } ]
[ Symbol symbol_style ]
[ Inset inset_value { Percent | Distance Units dist_unit} ]
[ Offset value ] [ Distance Units dist_unit ] ]

table は、開いているテーブルの名前です。
column はテーブル内のフィールドの名前です。
symbol_style は Symbol 変数または Symbol 値を戻す関数呼び出しです。これにより、ユーザが
[キー指定検索] を選択したときに地図上に表示されるシンボルのタイプを指定します。
inset_value は住所の場所の配置を調整するラインの終点からの距離を表す正の整数値です。
value はオフセット値 (通りから離れる距離) を指定します。
dist_unit は距離単位を表す文字列です (たとえば、マイルは "mi"、メートルは "m")。

説明
Find Using文は、Find文を実行するときにMapBasicが検索するテーブルおよびフィールドを指
定します。指定するフィールドはインデックス フィールドでなくてはなりません。
オプションの Refine句は第 2のテーブルを指定します。このテーブルは追加の検索条件となるも
ので、リージョン オブジェクトを含んでいなければなりません。指定するフィールドはインデッ
クス フィールドでなくてもかまいません。Refine 句を省略した場合、後続の Find 文には場所の
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名前のみを指定することになります (たとえば "Portland")。Refine 句を指定した場合は、後続の
Find 文には場所の名前とリージョン名を指定することになります (たとえば "Portland", "OR")。
オプションの Abbrs 句は、MapBasic が検索の際に略語ファイルに基づく略語の置換を行うかど
うかを指定します。デフォルトではこのオプションは有効 (On)になっています。このオプション
を無効にするには、Abbrs Off 句を指定します。
オプションの ClosestAddr 句は、住所番号が一致しない場合に、利用可能な住所番号で最も近い
ものを使用するかどうかを指定します。デフォルトではこのオプションは無効 (Off)になっていま
す。このオプションを有効にするには、ClosestAddr On 句を指定します。
オプションの OtherBdy 句は、指定した以外の絞り込みリージョンで検索対象のレコードが見つ
かった場合にそれを結果に含めるかどうかを指定します。デフォルトではこのオプションは無効
(Off) になっています。このオプションを有効にするには、OtherBdy On 句を指定します。
MapInfo Proは、ユーザが前回の Find Using文の実行に指定した Insetと Offsetの設定を保存し
ています。これにより、前回最後に指定したインセット/オフセット設定が、次回のデフォルト設
定になります。
Percentが指定されると、配置する住所のあるラインの長さのパーセントを表します。Percentに
有効な inset_value値は 0から 50までです。Distance Unitsが指定されると、inset_valueは住所
が配置されるラインの終点からの距離を表します。距離として inset_value に有効な値は 0 から
32,767 までです。インセットは通常道路の終わりとなる住所を取り、その終わりから中心に向け
て移動します。
Offset値とは、住所を通り上から離す値です。valueは、通りからどれだけ離れた位置にオフセッ
トして住所を配置するかを表す正の整数値です。有効な値は 0 から 32,767 までです。

例

Find Using city_1k(city)
Refine Using states(state)

Find "Albany", "NY"

関連項目

Create Index 文、Find 文
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Fix() 関数

目的
小数値の小数部を消去して得られる整数値を戻します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

Fix( num_expr )

num_expr は数値式です。

戻り値
整数

説明
Fix() 関数は数の小数部分を消去して得られる整数値を戻します。Fix() 関数は Int() 関数と似てい
ますが、まったく同じではありません。この 2 つの関数は負の小数値の扱い方が違います。Fix()
に負の小数を渡すと、元の値以上の整数で元の値に一番近い値を戻します。したがって、関数呼び
出し

Fix(-2.3)

は、-2 の値を戻します。一方、Int() 関数に負の小数を渡すと、元の値以下の整数で元の値に一番
近いものが戻されます。したがって、関数呼び出し

Int(-2.3)

は、-3 の値を戻します。

例

Dim i_whole As Integer
i_whole = Fix(5.999)
' i_whole now has the value 5.
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i_whole = Fix(-7.2)
' i_whole now has the value -7.

関連項目

Int() 関数、Round() 関数

Font 句

目的
文字スタイルを指定します。この句は、MapInfo ProのMapBasicウィンドウから使用できます。

構文

Font font_expr

font_expr は、次のような Font 式です。

MakeFont( fontname, style, size, fgcolor, bgcolor )

説明
Font句はテキストのスタイルを指定します。Fontは句であって、完全なMapBasic文ではありま
せん。CreateText文など、様々なオブジェクト関連の文で、Fontの設定を指定することができま
す。これにより、新しいテキスト オブジェクトの字体およびポイント サイズを選択することがで
きます。Create Text文で Font式を省略した場合、新しいオブジェクトでは、MapInfo Proの現在
のフォントが使用されます。Fontキーワードの後には、Font値として評価される式を置くことが
できます。
この式には、Font 変数を使うことができます。たとえば次の通りです。

Font font_var

または、Font 値を戻す関数呼び出し (CurrentFont() 関数や MakeFont() 関数など) を使うことも
できます。たとえば次の通りです。

Font MakeFont("Helvetica", 1, 12, BLACK, WHITE)
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Set Legend文など、MapBasic文によっては、Fontキーワードのすぐ後に、Fontのスタイルを定
義する 5つのパラメータ (フォント名、スタイル、ポイント サイズ、前景色、背景色)を括弧に入
れて記述することができます。たとえば次の通りです。

Font("Helvetica", 1, 12, BLACK, WHITE)

次の表は、フォントを定義する構成要素をまとめたものです。

説明構成要素

フォントを識別する文字列。利用可能なフォントは、ユーザが使用しているシステムお
よびハードウェア プラットフォームによって決まります。

フォント名

整数値。太字、斜字、下線など、テキストの属性を制御します。詳細については、次の
表を参照してください。

スタイル

ポイント サイズを示す整数値。12 ポイントは 6 分の 1 インチの高さです。サイズ

テキストの色を表わす整数 RGB カラー値。「Rnd() 関数」を参照してください。前景色

整数RGBカラー値。蛍光色スタイルが使用されている場合は蛍光色、その他の場合は背
景のフィル色です。
Font 句で透過背景スタイルを指定するには、背景色の指定を省略します。例: Font(
"Helvetica", 1, 12, BLACK).MakeFont()関数を呼び出す際に透明な背景を指定す
るには、背景色に -1 を指定します。

背景色

次の表は、style パラメータとフォント スタイルの対応を示したものです。

テキスト スタイルの説明style の値

通常文字0

太字1

斜体2

下線4

取り消し線8
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テキスト スタイルの説明style の値

陰影32

蛍光色256

すべて大文字512

文字間隔の拡大1024

2つ以上のスタイル属性を指定するには、左のフィールドの値を加算します。たとえば、太字とす
べて大文字の 2 つの属性を指定するには、style 値に 513 を指定します。

例

Include "MAPBASIC.DEF"
Dim o_title As Object
Create Text
Into Variable o_title
"Your message could go HERE"
(73.5, 42.6) (73.67, 42.9)
Font MakeFont("Helvetica",1,12,BLACK,WHITE)

関連項目

Alter Object 文、Chr$( ) 関数、Create Text 文、RGB( ) 関数

For...Next 文

目的
指定の回数だけ反復して実行されるループを定義します。

制限事項
MapBasic ウィンドウから For...Next 文を発行することはできません。
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構文

For var_name = start_expr To end_expr [ Step inc_expr ]
statement_list

Next

var_name は数値変数の名前です。
start_expr は数値式です。
end_expr は数値式です。
inc_expr は数値式です。
statement_list は For ループが反復されるごとに実行する一連の文です。

説明
For...Next文はループを制御します。この文には数値変数 (var_nameパラメータで指定)が必要で
す。For...Next文は、一連の文 (statement_list)をある回数実行するか、または statement_listを完
全にスキップするかのいずれかです。statement_listを実行するかどうか、また何回実行するかは、
start_expr、end_expr、および inc_expr の各値によって決まります。
For...Next 文に遭遇すると、MapBasic は、start_expr の値を var_name 変数に代入します。この
変数の値が end_expr以下の場合は、MapBasicは、statement_listの一連の文を実行してから、増
分値である inc_exprを加えます。Step句を指定しなかった場合は、デフォルトの増分値として 1
が使用されます。次にMapBasicは、この変数の現在の値を end_expr式と比較します。そして、
end_exprの値以下である場合は、statement_listの文を再度実行します。一方、var_name変数が
end_exprの値より大きい場合は、MapBasicは Forループを終了し、Next文の次の文から実行を
再開します。
For...Next 文では、これとは逆に、Step に負の値を使うことによって、値をカウントダウンして
いくこともできます。この場合は、Forループの反復ごとにvar_name変数の値が減少し、var_name
が end_expr の値以上である間はループの実行が繰り返されます。
各 For 文の末尾には Next 文を記述しなくてはなりません。For 文と Next 文の間に記述されてい
る文全体で statement_list が構成されます。これが、ループの反復ごとに実行される一連の文で
す。
Exit For文を使用すると、var_name変数の状態に関係なく Forループを終了させることができま
す。Exit For 文によって、MapBasic はループから抜け出し、Next 文の次の文から実行を再開し
ます。
MapBasicでは、Forループ本体の中で var_name変数の値を変えることが可能です。これにより、
ループの実行回数を変化させることができます。しかし、プログラミング スタイル上良くないの
で、ループ内で var_name 変数の中身を変更するのは避ける方がよいでしょう。
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例

Dim i As Integer

' the next loop will execute a Note statement 5 times
For i = 1 to 5
Note "Hello world!"
Next

' the next loop will execute the Note statement 3 times
For i = 1 to 5 Step 2
Note "Hello world!"
Next

' the next loop will execute the Note statement 3 times
For i = 5 to 1 Step -2
Note "Hello world!"
Next

' MapBasic will skip the following For statement
' completely, because the initial start value is
' already larger than the initial end value
For i = 100 to 50 Step 5
Note "This note will never be executed"
Next

関連項目

Do...Loop 文、Exit For 文

ForegroundTaskSwitchHandler プロシージャ

目的
予約済みプロシージャ名です。MapInfo Pro がフォーカスを得た (アクティブなアプリケーション
となった)とき、またはフォーカスを失った (別のアプリケーションがアクティブになった)ときに
自動的に呼び出されます。

構文

Declare Sub ForegroundTaskSwitchHandler

Sub ForegroundTaskSwitchHandler
statement_list

End Sub
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statement_list は文のリストです。

説明
ユーザが実行したプログラムに ForegroundTaskSwitchHandlerという名前のプロシージャが含
まれている場合、MapInfo Pro は、自らがフォーカスを得たり失ったりするたびにそのプロシー
ジャを自動的に呼び出します。このプロシージャの中で CommandInfo() 関数を呼び出すと、
MapInfo Pro がフォーカスを得たのか、それとも失ったのかを判断できます。

例

Sub ForegroundTaskSwitchHandler

If CommandInfo(CMD_INFO_TASK_SWITCH)
= SWITCHING_INTO_MAPINFO Then

' ... then MapInfo just became active
Else
' ... another app just became active
End If

End Sub

関連項目

CommandInfo() 関数

Format$() 関数

目的
カスタム形式にフォーマットした数値を表す文字列を戻します。 この関数は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

Format$ ( value, pattern )

value は数値式です。
pattern は結果のフォーマット形式を指定する文字列です。
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戻り値
String

説明
Format$() 関数はフォーマットされた数値を表す文字列を返します。たとえば、12345.67 といっ
た数値を Format$() に渡して、"$12,345.67" などの形式にフォーマットした結果を得ることがで
きます。
value パラメータには、フォーマットする対象の数値を指定します。
pattern パラメータは、特定の形式のフォーマットを行うように選択されたコード文字列です。
pattern文字列には、#、0、%、カンマ (,)、ピリオド (.)、またはセミコロン (;)など、1つ以上の
特殊な書式文字が必要です。これらの文字が結果を表示する形式を制御します。次の表は、フォー
マット文字をまとめたものです。

フォーマットにおける役割pattern 文字

値に対応した 1 桁以上の数字列となります。
#
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フォーマットにおける役割pattern 文字

pattern 文字列で小数位より左に 1 つ以上の # 文字があり、かつ処理対象の値が 0 と 1
の間である場合、フォーマット結果の文字列では、小数位の前にゼロは付きません。

#文字に似た、数字の桁のプレースホルダーです。pattern文字列で小数位より左に 1つ
以上の 0文字があり、かつ処理対象の値が 0と 1の間である場合、フォーマット結果の
文字列では、小数位の前にゼロが付きます。後述の例を参照してください。

0

フォーマット結果の文字列に "小数点"を含めたい場合は、pattern文字列にピリオドを含
める必要があります。結果の文字列には、現在ユーザが使用しているコンピュータで小
数点として設定されている文字が使用されます。小数点を強制的にピリオドに設定する
には、Set Format 文を使用します。

. (period)

フォーマット結果の文字列に "桁区切り記号"を含めたい場合は、pattern文字列にコンマ
を含める必要があります。結果の文字列には、現在ユーザが使用しているコンピュータ
で桁区切り記号として設定されている文字が使用されます。桁区切り記号を強制的にコ
ンマに設定するには、Set Format 文を使用します。

, (comma)

値を 100 倍したものが結果となります。たとえば、値が 0.75 の場合、結果の文字列は
"75%" となります。結果にパーセント記号を入れたいが、値を 100 倍させたくない場合
には、パーセント記号の前に\(バックスラッシュ)を付けてください (後述の例を参照)。

%

結果は科学的記数法に従った形式になります。たとえば、値 1234 は "1.234e+03" と変
換されます。指数が正の数である場合、"e"の後にプラス記号が付きます。指数が負の数
(小数) である場合、"e" の後にマイナス記号が付きます。

E+

"E+" と同様に機能しますが、結果の "e" の後にプラス記号が付かないという点が異なり
ます。E-

パターン文字列にセミコロンを入れることにより、正の数と負の数にそれぞれ別の形式
を指定することができます。セミコロンは、1 つ目と 2 つ目のフォーマット文字列の区
切りの部分に入れます。2 つ目のフォーマット文字列は負の数に適用されます。負の数
にマイナス記号を付けるには、2 つ目のフォーマット文字列に "--" を含めます。

; (semi-colon)

パターン文字列にバックスラッシュが含まれている場合、その次の文字に対しては特別
な処理が行われません。この方法を使えば、ここまで解説した特別なフォーマット処理
を回避して、結果の文字列に % などの特殊文字を含めることができます。

\
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エラー コード
ERR_FCN_INVALID_FMT (643) エラーはパターン文字列が無効の場合に生成されます。

例
次の例は、様々な pattern文字列に対して得られる結果を示しています。結果はコードのコメント
部分に示しています。

注 : 米国以外の数値フォーマットを使うように設定されているコンピュータの場合は、結
果が多少異なります。

Format$( 12345, ",#") ' returns "12,345"
Format$(-12345, ",#") ' returns "-12,345"
Format$( 12345, "$#") ' returns "$12345"
Format$(-12345, "$#") ' returns "-$12345"

Format$( 12345.678, "$,#.##") ' returns "$12,345.68"
Format$(-12345.678, "$,#.##") ' returns "-$12,345.68"

Format$( 12345.678, "$,#.##;($,#.##)") 'returns "$12,345.68"
Format$(-12345.678, "$,#.##;($,#.##)") 'returns "($12,345.68)"
Format$(12345.6789, ",#.###") ' returns "12,345.679"
Format$(12345.6789, ",#.#") ' returns "12,345.7"
Format$(-12345.6789, "#.###E+00") ' returns "-1.235e+04"
Format$( 0.054321, "#.###E+00") ' returns "5.432e-02"

Format$(-12345.6789, "#.###E-00") ' returns "-1.235e04"
Format$( 0.054321, "#.###E-00") ' returns "5.432e-02"

Format$(0.054321, "#.##%") ' returns "5.43%"
Format$(0.054321, "#.##\%") ' returns ".05%"
Format$(0.054321, "0.##\%") ' returns "0.05%"

関連項目

Str$() 関数

FormatDate$() 関数

目的
指定した日付を Windows コントロール パネルで指定した短い日付スタイルで戻します。 この関
数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。
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注 : FormatDate$()関数は設定できませんが、FormatTime$()関数によって出力を自由に制
御できます。

構文

FormatDate$( value )

valueは、YYYYMMDD形式で日付を表す数値または文字列です。ここで、YYYYは年、MMは 01
(1 月) から 12 (12 月) までの月、DD は 01 から 31 までの日です。

戻り値
String

説明
FormatDate$()関数は、Windowsコントロールパネルで指定されたローカルシステムの日付形式
に日付を変換します。
年数が 2桁で (96などと)指定されている場合は、現在の世紀、または Set Date Window()文に設
定されている世紀が使用されます。
年数は 2 桁で指定することができます。1900 年代と 2000 年代のどちらであるかの判断には、日
付ウィンドウを使用します。「DateWindow() 関数」を参照してください。

例
この例では、Windows コントロール パネルにおいて、日付順序が Day/Month/Year、日付区切り
文字が '-'、短い日付の形式が "dd-MMM-yyyy" と設定されていると仮定します。

Dim d_Today As Date
d_Today = CurDate()
Print d_Today 'returns "19970910"
Print FormatDate$( d_Today ) 'returns "10-Sep-1997"
Dim s_EnteredDate As String
s_EnteredDate = "03-02-61"
Print FormatDate$( s_EnteredDate ) 'returns "03-Feb-1961"
s_EnteredDate = "12-31-61"
Print FormatDate$( s_EnteredDate ) ' returns ERROR: not d/m/y ordering
s_EnteredDate = "31-12-61"
Print FormatDate$( s_EnteredDate ) ' returns 31-Dec-1961"

関連項目

日付と時間に関する関数、FormatTime$() 関数、DateWindow() 関数、Set Date Window() 文
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FormatNumber$() 関数

目的
ユーザのシステム構成と一致する桁区切り記号および小数点記号を使用して数字を表した文字列を
返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

FormatNumber$( num )

num は、数値、または数値を表す文字列 (たとえば "1234.56") です。

戻り値
String

説明
数値を表す文字列を返します。桁区切り記号を必要とするような大きな数字に対しては、桁区切り
記号を挿入します。MapInfo Proは、ユーザのシステム構成を読み取って、桁区切り記号および小
数点記号として使う文字を決定します。

例
次の表は、FormatNumber$()関数での変換結果の例を示したものです。これは、桁区切り記号と
してコンマを、小数点記号としてピリオドを使用している場合 (米国でのデフォルト設定の場合)
の例です。

戻り値関数呼び出し

"12,345.67" (桁区切り記号が挿入される)
FormatNumber$("12345.67")

"12,345.67" (変化なし)
FormatNumber$("12,345.67")
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一方、ユーザのコンピュータで、桁区切り記号としてピリオド、小数点記号としてコンマを使用す
るように構成されている場合は、次の表に示すような結果となります。

戻り値関数呼び出し

"12.345,67" (桁区切り記号が挿入され、小数点記号がユー
ザの設定に基づいて変更される)FormatNumber$("12345.67")

"12.345,67" (ユーザの設定に基づいて両方の文字が変更さ
れる)FormatNumber$("12,345.67")

関連項目

DeformatNumber$() 関数

FormatTime$() 関数

目的
2 番目の引数に指定された形式で時間を表す文字列を返します。 この関数は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

注 : FormatDate$()関数は設定できませんが、FormatTime$()関数によって出力を自由に制
御できます。

構文

FormatTime$( time, string )

time は時刻の値です。
string は、返される文字列値の形式です (説明のセクションを参照してください)。

戻り値
String
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説明
string 形式は、ロケール時刻書式を設定するための Microsoft の標準的な規則に従う必要がありま
す。

意味時

1 桁の時間の場合でも、先頭にゼロを付けない (12 時間制)h

1 桁の時間の場合、先頭にゼロを付ける (12 時間制)hh

1 桁の時間の場合でも、先頭にゼロを付けない (24 時間制)H

1 桁の時間の場合、先頭にゼロを付ける (24 時間制)HH

意味分

1 桁の分の場合でも、先頭にゼロを付けないm

1 桁の分の場合、先頭にゼロを付けるmm

意味秒

1 桁の秒の場合でも、先頭にゼロを付けないs

1 桁の秒の場合、先頭にゼロを付けるss

意味時刻マーカー

1 文字の時刻マーカー文字列
注 : この形式は、たとえば日本語など、一部の言語には使用しないでください。
この形式を使用すると、常に LOCALE_S1159 (AM) および LOCALE_S2359
(PM)で定義された時刻マーカー文字列の最初の文字が使われます。このため、
AM (午前)と PM (午後)に同じ文字が使用され、書式化が不適切に行われる可能
性があります。

t

複数文字の時刻マーカー文字列tt
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情報元: https://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd318148.aspx

上記の形式で、m、s、t の各文字は小文字であることが必要です。また、h は 12 時間制の場合は
小文字、24 時間制の場合は大文字で指定してください。
MapBasicのコードでは、これらの規則に従ってシステムのローカル時刻形式を指定します。加え
て、f (10 分の 1 秒)、ff (100 分の 1 秒)、fff (1000 分の 1 秒) を指定することもできます。

例
この例を MapBasic ウィンドウにコピーして、この関数の使い方を参照してください。

dim Z as time
Z = CurTime()
Print FormatTime$(Z, "hh:mm:ss.fff tt")

関連項目

日付と時間に関する関数、FormatDate$() 関数、GetTime() 関数、NumberToDateTime() 関数

FME Refresh Table 文

目的
元のデータ ソースにある Universal Data Source (FME) テーブルをリフレッシュします。 この文
は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

FME Refresh Table alias

alias は、開いている登録済み Universal Data Source (FME) テーブルの別名です。

例
次の例では、watershed という名前のローカル テーブルをリフレッシュします。

FME Refresh Table watershed
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FrontWindow() 関数

目的
アクティブ ウィンドウの識別子を表す整数を返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

FrontWindow()

戻り値
整数

説明
FrontWindow() 関数は最前面のドキュメント ウィンドウ (マップ、ブラウザ、レイアウト、また
はグラフ) の識別子を表す整数を返します。新しいウィンドウを生成する文 (たとえば Map、
Browser、Layout、Graph) の直後では、その新しいウィンドウが最前面のウィンドウです。

例

Dim map_win_id As Integer
Open Table "states"
Map From states
map_win_id = FrontWindow()

関連項目

NumWindows( ) 関数、WindowID( ) 関数、WindowInfo( ) 関数

Function...End Function 文

目的
カスタム関数を定義します。
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制限事項
MapBasic ウィンドウから Function...End Function 文を発行することはできません。

構文

Function name ( [ [ ByVal ] parameter As datatype ]
[ , [ ByVal ] parameter As datatype... ] ) As return_type
statement_list
End Function

name は関数名です。
parameter は関数のパラメータの名前です。
datatype は Integer などの変数タイプです。配列やカスタム Type も使用可能です。
return_type は標準スカラー変数タイプです。配列やカスタム Type は使用不可能です。
statement_list は関数が実行する一連の文です。

説明
Function...EndFunction文はユーザ定義のカスタム関数を作成します。ユーザ定義関数はMapInfo
Pro の標準関数と同じ方式で呼び出すことができます。
各 Function...End Function の定義の前には Declare Function 文が必要です。
ユーザ定義関数は Sub プロシージャと似ていますが、関数は値を返します。1 つの式の中に関数
呼び出しをいくつでも記述できるという点では、関数の方が柔軟です。たとえば、次の文では、代
入を実行する際に、Proper$() 関数を 2 回呼び出しています。

fullname = Proper$(firstname) + " " + Proper$(lastname)

Function...End Function定義の中で、関数の nameパラメータは変数としての役割を持ちます。
すなわち、name 変数に代入された値は、関数が呼び出されたときの戻り値となります。name に
値を代入しなかった場合の戻り値は、数値データ型の関数の場合は値0、論理データ型の関数の場
合は FALSE、String データ型の関数の場合は NULL 文字列となります。

パラメータを渡す際の制約
1回の関数呼び出しで戻すことができるのは、単一の "スカラー"値のみです。すなわち、1つの関
数呼び出しで、配列全体分の値を戻したり、ユーザ定義 Type変数に格納する一連の値を戻すこと
はできません。デフォルトでは、ユーザ定義関数のパラメータはすべて参照渡しのパラメータで
す。この場合、関数の呼び出し側は、パラメータとして変数名を指定する必要があります。その関
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数によって参照渡しのパラメータの値が修正された場合、修正された値は呼び出し側の変数に反映
されます。
Function...EndFunction定義で、オプションのByValキーワードをパラメータ名の前に指定する
と、値渡しのパラメータとして指定できます。値渡しとして宣言されているパラメータに対して
は、関数の呼び出し側は、必ずしも単一の変数名を指定する必要はなく、代わりに式を指定するこ
ともできます。ただし、値渡しのパラメータの値が関数によって修正された場合には、関数の呼び
出し側がその新しい値を利用することはできません。カスタム関数のByValパラメータに対して、
配列、カスタム Type変数、および別名変数を渡すことはできません。一方、参照渡しのパラメー
タに対しては、これらのデータ タイプのいずれも渡すことができます。カスタム関数にパラメー
タがない場合、Function...End Function文では、空の括弧を記述しても、あるいは括弧を省略し
ても、どちらでも構いません。しかし、関数を呼び出す側では、その関数がパラメータをとるかど
うかにかかわらず、必ず 1 組の括弧を記述しなくてはなりません。たとえば、Foo というカスタ
ム関数を定義したい場合、Function...End Function文の記述の仕方には次の 2通りがあります。
1 つは次のような形です。

Function Foo()
' ... statement list goes here ...
End Function

もう 1 つは次のような形です。

Function Foo
' ... statement list goes here ...
End Function

しかし、この関数を呼び出すときには、すべての呼び出しで次のように括弧を必ず記述する必要が
あります。

var_name = Foo()

カスタム関数の利用の可否
ユーザは、MapInfoProの標準ダイアログボックスへの入力にユーザ定義関数を組み込むことはで
きません。カスタム関数を呼び出せるのは、コンパイル済みMapBasicアプリケーションの中から
のみです。したがって、たとえばユーザが [SQL検索] ダイアログ ボックスの中でユーザ定義関数
を指定することはできません。一方、コンパイル済み MapBasic プログラムから発行する Select
文にユーザ定義関数の呼び出しを組み込むことは可能です。
カスタム関数は、その関数を定義しているアプリケーションの中からのみ利用可能です。作成した
カスタム関数を複数のMapBasicアプリケーションに組み込みたい場合は、Function...EndFunction
定義を各プログラム ファイルにコピーしなければなりません。
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関数名
Function...End Function文の nameパラメータには、MapBasicの標準関数と一致する名前 (たと
えばAbsやChr$など)を指定することもできます。こうしたカスタム関数は、同じ名前のMapBasic
標準関数の代わりとして使用されます (ただしその適用範囲は、同じ MapBasic アプリケーション
の中だけです)。したがって、プログラムでAbsというカスタム関数を定義した場合、それ以降の
Abs関数への呼び出しでは、MapBasicの標準のAbs()関数ではなくユーザ定義関数の方が実行さ
れます。
あるMapBasicアプリケーションがこの方法で標準関数を再定義しても、他のアプリケーションは
影響を受けません。したがって、複数のアプリケーションを作成しているときに、たとえば各アプ
リケーションで独自バージョンの Distance() 関数を使いたい、という場合には、当該の
Function...End Function 文を各アプリケーションに含める必要があります。
MapBasicアプリケーションで標準関数を再定義した場合、その再定義はそのアプリケーション全
体にわたって適用されます。そのプログラムのすべてのプロシージャで、再定義された関数への呼
び出しはすべて、元の関数ではなくカスタム関数の方で処理されます。

例
次の例は、ある数の立方根 (3 乗してその数字になる値) を戻すカスタム関数 CubeRoot を定義し
ます。プログラムの中で、CubeRootの呼び出しがCubeRootの Function...End Function定義より
前にあるため、Declare Function 文を使用して、CubeRoot 関数のパラメータ リストを事前に定
義しています。

Declare Function CubeRoot(ByVal x As Float) As Float
Declare Sub Main

Sub Main
Dim f_result As Float
f_result = CubeRoot(23)
Note Str$(f_result)
End Sub

Function CubeRoot(ByVal x As Float) As Float
CubeRoot = x ^ 0.33333333333
End Function

関連項目

Declare Function 文、Declare Sub 文、Sub...End Sub 文

457MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



Geocode 文

目的
OpenConnection文とSet ConnectionGeocode文を使って作成および設定された接続を介し、
リモートジオコードサービスを使用して、テーブルまたは個々の値をジオコード化します。この
文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Geocode connection_number
Input
[ Table input_tablename ]
[ Country = Country_expr
[ Street = Street_expr,
[ IntersectingStreet = IntersectingStreet_expr ],
Municipality = Municipality_expr,
CountrySubdivision = CountrySubdiv_expr,
PostalCode = PostalCode_expr,
CountrySecondarySubdivision = CountrySecondarySubdiv_expr,
SecondaryPostalCode = SecondaryPostalCode_expr,
Placename = Placename_expr,
Street2 = Street2_expr,
MunicipalitySubdivision = MunicipalitySubdiv_expr ] ]
[ PassThrough name value, name value, ... ]

Output
[ Into
[ Table out_tablename [ Key out_keycolumn = in_keyexpr ] ] |
[ Variable variable_name ] ]
[ Point [ On | Off ] [ Symbol Symbol_expr ], ]
[ Street_column = Street,
Municipality_column = Municipality,
CountrySubdiv_column = CountrySubdivision,
PostalCode_column = PostalCode,
CountrySecondarySubdiv_column = CountrySecondarySubdivision,
SecondaryPostalCode_column = SecondaryPostalCode,
Placename_column = Placename,
MunicipalitySubdiv_column = MunicipalitySubdivision,
Country_column = Country,
ResultCode_column = ResultCode,
Latitude_column = Latitude,
Longitude_column = Longitude
Columns colname = geocoder_keyname [ , ] ... ]
[ Interactive [ On
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[ Max Candidates candidates_expr | All ]
[ CloseMatchesOnly [ On | Off ] ]
| Off [ First | None ] ] ]

connection_numberは、接続の作成時に返された数値です。「Open Connection文」を参照して
ください。
input_tablename は、開いているテーブル (結果セットや選択結果など) の別名です。
Country_expr は、国の ISO コード (3 文字) を表す文字列式です。
Street_expr は、番地を指定する式です。
IntersectingStreet_exprは、Street_expr で指定された道路と交差する道路を指定する式です。
Municipality_expr は、地方自治体区域の名称を指定する式です。
CountrySubdivision_expr は、国の細分区域の名称を指定する式です。たとえば、米国の場合は州
名を指定します。カナダの場合は、プロビンス名を指定します。
PostalCode_expr は、郵便番号を指定する式です。
CountrySecondarySubdiv_exprは、国の二次細分区域の名称を指定する式です。たとえば、郡 (米
国の場合) や人口統計区分 (カナダの場合) がこれに相当します。
SecondaryPostalCode_exprは、二次郵便番号を指定する式です。米国の場合、ZIPコードの枝番
(ZIP+4) に相当します。
Placename_expr は、目印となる場所 (複数の住所を含む大きな建物など) の名称を指定する式で
す。
Street2_expr は、第二の番地を指定する式です。
MunicipalitySubdiv_expr は、地方自治体の細分区域の名称を指定する式です。
out_tablenameは、ジオコード処理の結果として返されたデータを格納するテーブルの別名です。
out_keycolumn は、出力テーブルのキー フィールド (入力レコードから何らかの識別 "キー" を格
納するために使用されます)の名前を表す文字列です。このフィールドにより、ジオコードの取得
元となるレコードが識別されます。
in_keyexpr は、(入力テーブルから) 出力レコードへと挿入する値の取得元を指定する式です。
variable_name は、単一のジオメトリを格納することのできる変数の名前です。
Symbol_expr は、ジオメトリ フィールドに基づくポイントを表示するときに使用するシンボルを
指定する式です。詳細については、「Symbol 句」を参照してください。
Street_column は、Street の結果を保持するフィールド名を表す別名です。
Municipality_column は、Municipality の結果を保持するフィールド名を表す文字列です。
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CountrySubdiv_column は、Country Subdivision の結果を保持するフィールド名を表す文字列で
す。
PostalCode_column は、Postal Code の結果を保持するフィールド名を表す文字列です。
CountrySecondarySubdiv_columnは、Country Secondary Subdivisionの結果を保持するフィール
ド名を表す文字列です。
SecondaryPostalCode_columnは、Secondary Postal Codeの結果を保持するフィールド名を表す
文字列です。
Placename_column は、Placename の結果を保持するフィールド名を表す文字列です。
MunicipalitySubdiv_column は、Municipality Subdivision の結果を保持するフィールド名を表す文
字列です。
Country_column は、Country の結果を保持するフィールド名を表す文字列です。
ResultCode_column は、ジオコーダによって生成された結果コードを保持するフィールド名を表
す文字列です。
Latitude_column は、Latitude の結果を保持する浮動小数点型または固定小数点型のフィールド名
を表す文字列です。
Longitude_column は、Longitude の結果を保持する浮動小数点型または固定小数点型のフィール
ド名を表す文字列です。
colname は、ジオコーダ固有の結果を保持するフィールド名を表す文字列です。
geocoder_keyname は、国固有のジオコーダ アイテムの名前を表す文字列です。これらのアイテ
ムの詳細については、特定のジオコーダのドキュメントを参照してください。
candidates_expr は、対話モードのジオコード セッションで返される候補数を指定する式です。

説明
すべてのGeocode文には、Input句およびOutput句が必要です。input_tablenameはオプション
です。ただし、テーブルが指定されなかった場合、結果のジオコード処理は一連の入力文字列 (変
数または定数) に対して実行され、リクエストごとに単一の住所がジオコード化されます。
output_tablename もオプションです。以下の「入力と出力にテーブルを使用するかどうか」を参
照してください。

Input 句
ジオコード リクエストには何らかの入力データが必要となるため、Input 句は必須です。
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Countryは、明示的な引数として指定するか、input_tablenameでフィールドとして指定する必要
があります。単一の国を使用するとき、利用できるデータがない場合は、定数文字列を指定できま
す。ISO 規格の 3 文字から成る国コードを使用する必要があります。
ジオコード化の対象として追加する input_tableのフィールドリストには、少なくとも 1つの値が
含まれている必要があります。追加する式が多いほど、正確なジオコード結果が生成されます。
PassThroughは、ジオコーダに送信される一連の名前/値のペアです。送信される名前/値のペア
は、ジオコード サービスや国によって異なるため、詳細は特定のジオコード サービスのドキュメ
ントを参照してください。現時点では、"Global Geocoder"と "Precisely Global Geocoder"のみに
よって使用されます。

Output 句
Output 句は必須です。指定しなかった場合、コマンドからは何も返されません。
Into Table を指定した場合、output_table (書き込み可能であることが必要) 内のフィールドが
Output句により参照されます。指定しなかった場合、input_tableが参照されます。入力フィール
ドを更新する場合、入力と出力の両方について指定されている必要があります。
Key は Into Table と組み合わせて使用します。この句により、入力テーブルと出力テーブル間で
キー フィールドの関係が構築されます。
Variableを指定すると、ジオコード処理から得られたジオメトリの結果が、variable_nameで定義
された変数に格納されます。入力にテーブルを使用した場合、この出力オプションを使用すると、
最初のレコードだけが処理され、残りのレコードはスキップされます。
Point は、ジオコード化の地理上の結果を、テーブルまたは変数に格納することを指定します。
テーブルに格納する場合、テーブルがマップ作成可能であることが必要です。
ポイントをオブジェクト フィールドに格納する場合は、Point または Point On (デフォルトでは
オン)を指定します。現在のデフォルトのシンボルが使用されます。特定のシンボルを使って同じ
結果を得るには、Point On Symbol symbol_expr を指定します。ポイントをオブジェクト フィー
ルドに格納したくない場合は、Point Off を指定します。オブジェクトを作成するかどうかに関係
なく、x 値と y 値を実数フィールドに格納できます。これを行うには、これらのフィールドを
Latitude = latitude_column Longitude = longitude_column として指定します。
残りの出力データは、ジオコーダから返された値を格納するための、出力テーブルのフィールドを
指定するために使用します。出力は入力よりも具体的に指定するのが一般的です。たとえば、会社
名 "MapInfo"および郵便番号 "12180"だけで住所をジオコード化することができます。しかし、出
力には、より多くの情報が返されます。別途 Columns を指定することにより、ジオコーダ固有の
データを取得することができます。ユーザは、ジオコーダにより定義されたキーの名前を知ってお
く必要があります。
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Table vs.入力と出力にテーブルを使用するかどうか
Geocode文では、テーブルベースと非テーブルベースの入力と出力を自由に組み合わせて指定で
きます。テーブルベースの入力を使用する場合、その出力を新規テーブル、既存のテーブル、また
は変数に格納することができます。出力を変数に格納する場合、処理されるのは最初のレコードだ
けで、その唯一格納される値は地理オブジェクトになります。
非テーブルベースの入力を使用する場合、処理対象の値は (フィールド名ではなく) 式、変数、ま
たは定数文字列であることが必要です。出力結果は、テーブルに格納することも、変数に代入する
こともできます。

Interactive 句
Interactive [ On | Off ] は、各住所について複数の候補が返された場合にダイアログ ボックスを表
示するかどうかを指定するオプションのキーワードです。複数の候補が返された場合、ユーザの選
択肢は、処理を再指定するか、スキップする、またはキャンセルするかの 3 つです。
入力をスキップすることも可能である場合に、最も適切な選択肢をユーザが判断するように求めら
れます。On を指定した場合、複数の候補があったときにこのダイアログ ボックスが表示されま
す。Offを指定する場合、複数の一致が見つかったときの選択肢は、最初の候補を受け入れるか、
何も受け入れない (レコードをスキップする) かのいずれかになります。デフォルトでは、レコー
ドがスキップされます。
Interactive キーワードを指定しなかった場合は、Interactive Off None と同じ動作になり、オプ
ションは指定できません。Interactive を指定した場合、デフォルトは On になります。
• Interactive は Interactive On と等価です。Max に値を指定しなかった場合、デフォルトでは 3
つの候補が返されます。

• Interactive On Max Candidates All と指定した場合、すべての候補が返されます。
• Interactive On Max Candidates 4* myMBVariable/6 と指定した場合、式の評価に基づく候
補数が返されます。

• Interactive Off は Interactive Off None と等価です。
• Interactive Off First と指定した場合、最初の候補が返されます。
CloseMatchesOnlyは、サーバで定義された近接一致のみをジオコード サービスから取得するた
めの設定です。CloseMatchesOnlyを Off に設定した場合、Max Candidates で指定された数を
上限とし、近接一致と見なされた候補を含むすべての結果が返されます。
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例
以下は、nystreetsテーブルを使用したジオコードリクエストの例です。city、Streetname、state、
および postalcode が指定されています。

Geocode connectionHandle Input Table nystreets municipality=city,
street=StreetName, countrysubdivision=state, postalcode=zip,
country="usa"
OUTPUT StreetName=street, address=municipality

以下は、nystreetsテーブルを使用したジオコードリクエストの例です。出力を表示するためのシ
ンボルが指定されています。

Geocode connectionHandle Input Table nystreets street=StreetName,
country="usa"
Output Point Symbol MakeFontSymbol(65, 255 ,24,"MapInfo
Cartographic",32,0), StreetName=street

以下は、InteractiveをOnに設定してリクエストを送信する例です。戻り値は streetフィールドに
格納されます。

Geocode connectionHandle Input Table nystreets street=StreetName,
country="usa"
Output Point Symbol MakeFontSymbol(65, 255 ,24,"MapInfo
Cartographic",32,0),
StreetName=street Interactive on Max Candidates 5

以下は、テーブルを使用しない Geocodeリクエストの例です。出力結果は変数に格納されます。

Geocode connectionHandle Input street="1 Global View", country="usa",
countrysubdivison="NY", municipality="Troy"
Output Variable outvar

関連項目

Open Connection 文

GeocodeInfo() 関数

目的
接続時にSetConnectionGeocode文で設定されたすべての属性を返します。また、GeocodeInfo()
を使用すると、各接続を使って発行された最後のジオコード コマンドの状態値を取得できます。
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サービスに対して一度に送信することをサーバが許可する最大アドレス数を処理する属性もありま
す。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

GeoCodeInfo( connection_handle, attribute )

connection_handle は整数値です。
attribute は、取得する情報の種類を指定する整数コードです。

戻り値
Float、Integer、SmallInt、Logical、String型が返されます。attributeパラメータによって変わりま
す。

説明
GeoCodeInfo()関数は、接続によりデフォルトで設定されたプロパティ、または、Set GeoCode
を使って変更されたプロパティを返します。同じタイプの他の MapBasic 関数と同様、戻り値は
attributeパラメータによって異なります。これらの値に対応するすべてのコードはMAPBASIC.DEF

に列挙されています。

GeoCodeInfo() の戻り値IDattribute 値

StreetName の一致が設定されたかどうかを表す論理値です。1GEOCODE_STREET_NAME

StreetNumber の一致が設定されたかどうかを表す論理値です。2GEOCODE_STREET_NUMBER

Municipality の一致が設定されたかどうかを表す論理値です。3GEOCODE_MUNICIPALITY

MunicipalitySubdivisionの一致が設定されたかどうかを表す論理値
です。

4GEOCODE_MUNICIPALITY2

CountrySubdivision の一致が設定されたかどうかを表す論理値で
す。

5GEOCODE_COUNTRY_SUBDIVISION

CountrySecondarySubdivisionの一致が設定されたかどうかを表す
論理値です。

6GEOCODE_COUNTRY_SUBDIVISION2
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GeoCodeInfo() の戻り値IDattribute 値

PostalCode の一致が設定されたかどうかを表す論理値です。7GEOCODE_POSTAL_CODE

次の 5 つの値のいずれかを表す 2 バイト整数値です。
• DICTIONARY_ALL
• DICTIONARY_ADDRESS_ONLY
• DICTIONARY_USER_ONLY
• DICTIONARY_PREFER_ADDRESS
• DICTIONARY_PREFER_USER

9GEOCODE_DICTIONARY

バッチ サイズを示す整数値です。10GEOCODE_BATCH_SIZE

他のオプションが失敗した場合に、ジオコーダが地理的セントロ
イドにフォールバックを行うかどうかを表す論理値です。

11GEOCODE_FALLBACK_GEOGRAPHIC

他のオプションが失敗した場合に、ジオコーダが郵便番号セント
ロイドにフォールバックを行うかどうかを表す論理値です。

12GEOCODE_FALLBACK_POSTAL

ポイントが返された道路の中心からの距離を表す浮動小数値です。13GEOCODE_OFFSET_CENTER

道路値の中心の単位を表す文字列値です。14GEOCODE_OFFSET_CENTER_UNITS

ポイントが返された道路の終端からの距離を表す浮動小数値です。15GEOCODE_OFFSET_END

番地値の終端からのオフセットの単位を表す文字列値です。16GEOCODE_OFFSET_END_UNITS

文字列を大/小文字を混在させた形式にするか、すべて大文字のま
まにするかを表す論理値です。このオプションは一部の国では使
用できません。このオプションでは、住所の構成要素のうち、大
文字/小文字にする部分や項目を決定する国固有のアルゴリズムが
使用されます。

17GEOCODE_MIXED_CASE
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GeoCodeInfo() の戻り値IDattribute 値

結果コードが複数の近接一致から恣意的に選択された結果である
とき、その結果コードにインディケータを追加することにより、
サーバから返された結果コードを更新するかどうかを表す論理値
です。このフラグは、次の状況でのみ動作に影響します。
1. ジオコード化が非対話的に実行され、一致候補のダイアログ

が表示されなかった可能性がある場合。
2. 非対話コマンド フラグにより、返された最初の候補を選択す

るように設定されていた場合(Geocode コマンドの "First" を
参照)。この場合、いずれかの候補が MapInfo Proによって強
制的に選択されます。

3. 実際のリクエストが特定のレコードに対する複数の近接一致
を返した場合。

18GEOCODE_RESULT_MARK_MULTIPLE

前回の処理中にジオコード化されたレコード数を表す整数値です。19GEOCODE_COUNT_GEOCODED

前回の処理中にジオコード化されなかったレコード数を表す整数
値です。

20GEOCODE_COUNT_NOTGEOCODED

前回の処理中に、データ型の問題でフィールドが更新されなかっ
たかどうかを表す論理値です。たとえば、非数値型の郵便番号に
対し、間違って整数型のフィールドが指定された場合に発生しま
す。

21GEOCODE_UNABLE_TO_CONVERT_DATA

サービスに対して一度に送信することをサーバが許可する最大レ
コード数 (アドレス数など) を表す整数値です。

22GEOCODE_MAX_BATCH_SIZE

この接続に設定されたパススルー アイテムの数を指定する整数で
す。各ペアにつき 2 つのアイテムがあります。この値は、これら
の値の列挙を、エラーを生じることなく中止するタイミングを把
握するために使用されます。

100GEOCODE_PASSTHROUGH

各パススルー ペアについて、代わりの名前と値を表す文字列値で
す。GEOCODE_INFO_PASSTHROUGH により返された値が、n
の最大値となります。

100GEOCODE_PASSTHROUGH + n
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例
以下のMapBasicコードは、Envinsa Location Utility制限をMapInfo Proのメッセージウィンドウ
に出力します。

Include "MapBasic.Def"
declare sub main
sub main
dim iConnect as integer
Open Connection Service Geocode Envinsa
URL

"http://envinsa_server:8066/LocationUtility/services/LocationUtility"
User "john"
Password "green"
into variable iConnect

Print "Geocode Max Batch Size: " +
GeoCodeInfo(iConnect,GEOCODE_MAX_BATCH_SIZE)
end sub

関連項目

Open Connection 文、Set Connection Geocode 文

Get 文

目的
バイナリ アクセス モードまたはランダム アクセス モードでオープンされたファイルを読み込み
ます。

構文

Get [#] filenum, [ position ], var_name

filenum は、Open File 文で開かれたファイルの番号です。
position は、ファイル内で読み込みを開始する位置を示す LargeInt 値です。
var_name は結果が格納される変数の名前です。

説明
Get文は開いているファイルから読み込みを行います。Get文の動作、および指定すべきパラメー
タの組み合わせは、事前に Open File 文で指定したオプションに応じて変わります。
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Open File 文で Randomファイル アクセスを指定した場合、Get文の position句を使用して、ど
のデータ レコードを読み込むかを指定できます。ファイルを開いた時点では、ファイル ポジショ
ンはそのファイルの最初のレコード (レコード 1) を指しています。Get を使用すると、ファイル
ポジションは自動的に次へ移動します。このため、シーケンシャル アクセスを行っている場合に
は、position 句を指定する必要はありません。しかし、position 句を指定して、レコードの読み込
み前にレコード ポジションを設定することも可能です。
Open File文で Binaryファイルアクセスを指定した場合、一度に 1つの変数を読み込むことがで
きます。どのようなデータが読み込まれるかは、そのファイルのバイト順序の形式と、結果を格納
する var_nameによって異なります。変数タイプが Integerである場合には、バイナリファイルの
4 バイトが読み込まれ、MapBasic の変数に変換されます。変数は次のように格納されます。

ファイルに格納されるデータ変数タイプ

1 バイト (0 または非ゼロ)論理

2 バイト整数SmallInt

4 バイト整数整数

8 バイト IEEE 形式浮動小数

文字列の長さに加え、文字列終端子の 1 バイト (値は 0)String

4バイト。年 (2バイト整数)、月 (1バイト)、日 (1バイト)日付

読み込み不可その他のデータ タイプ

バイナリ ファイル アクセスでは、position パラメータを使用して、ファイル ポインタをファイル
内の特定のオフセットに置くことができます。ファイルを開いたとき、position は 1 (ファイルの
先頭) にセットされています。Get を実行すると、ポジションは読まれた量と同じだけ増分されま
す。position句を指定しなかった場合は、Getはファイルポインタが置かれている場所から読み込
みを行います。

注 : オプションの position パラメータを省略する場合でも、Get 文には 2 つのコンマが必
要です。

Binary モードでファイルをオープンした場合、Get 文で可変長文字列を指定することはできませ
ん。Get 文に使う文字列変数は固定長でなくてはなりません。
関連項目
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Open File 文、Put 文

GetCurrentPath$() 関数

目的
MapInfo Proの [ファイル]ダイアログで使用されるパスの場所を返します。テーブルまたはファイ
ルの種類ごとに、記憶している場所があります。
この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

GetCurrentPath$( current_path_id )

current_path_id には、次のいずれかの値を指定します。

PREFERENCE_PATH_TABLE (0)
PREFERENCE_PATH_WORKSPACE (1)
PREFERENCE_PATH_MBX (2)
PREFERENCE_PATH_IMPORT (3)
PREFERENCE_PATH_SQLQUERY (4)
PREFERENCE_PATH_THEMETHEMPLATE (5)
PREFERENCE_PATH_MIQUERY (6)
PREFERENCE_PATH_NEWGRID (7)
PREFERENCE_PATH_CRYSTAL (8)
PREFERENCE_PATH_GRAPHSUPPORT (9)
PREFERENCE_PATH_REMOTETABLE (10)
PREFERENCE_PATH_SHAPEFILE (11)
PREFERENCE_PATH_WFSTABLE (12)
PREFERENCE_PATH_WMSTABLE (13)

戻り値
String

説明
特別な MapInfo Professional ディレクトリの ID が指定されると、GetCurrentPath$() 関数はその
フォルダのパスを返します。MapInfo の特別なディレクトリの例としては、新しいネイティブな
MapInfo テーブルが書き出されるデフォルトの保存場所があります。
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注 : ユーザがダイアログでパスの場所を変更し、操作を完了するたびに、戻り値が変更さ
れます (キャンセルした場合は完了と見なされません)。

例
この例を MapBasic ウィンドウにコピーして、この関数の使い方を参照してください。

include "mapbasic.def"
declare sub main
sub main
dim sMiPrfFile as string
sMiPrfFile = GetCurrentPath$( PREFERENCE_PATH_WORKSPACE)
Print sMiPrfFile
end sub

関連項目

GetPreferencePath$() 関数

GetCurrentWorkspacePath$() 関数

目的
現在のワークスペース ファイルのディレクトリ パスを返します。 この関数は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

GetCurrentWorkspacePath$()

戻り値
String

説明
この関数は、現在開かれているワークスペース ファイルのディレクトリ パスを表示します。ワー
クスペース ファイルが開かれていない場合にこの関数を実行すると、"" が返されます。
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GetDate() 関数

目的
DateTimeの日付要素を返します。この関数は、MapInfo ProのMapBasicウィンドウから呼び出
すことができます。

構文

GetDate( DateTime )

戻り値
日付

例
この例では、dd/mm/yyyy (ddは日、mmは月、yyyyは年)および hh:mm:ss.fff (hhは時間、mmは
分、ssは秒、fffは小数点以下)形式の文字列として日付と時刻を設定し、GetDate()関数を使用し
てその文字列を変換します。

dim dtX as datetime
dim Z as date
dtX = "03/07/2007 12:09:09.000 AM"
Z = GetDate(dtX)
Print FormatDate$(Z)

関連項目

日付と時間に関する関数、GetTime() 関数

GetFolderPath$() 関数

目的
特別なMapInfo ProディレクトリまたはWindowsディレクトリのパスを返します。この関数は、
MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。
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構文

GetFolderPath$( folder_id )

folder_id には、次のいずれかの値を指定します。

FOLDER_MI_APPDATA (-1)
FOLDER_MI_LOCAL_APPDATA (-2)
FOLDER_MI_PREFERENCE (-3)
FOLDER_MI_COMMON_APPDATA (-4)
FOLDER_APPDATA (26)
FOLDER_LOCAL_APPDATA (28)
FOLDER_COMMON_APPDATA (35)
FOLDER_COMMON_DOCS (46)
FOLDER_MYDOCS (5)
FOLDER_MYPICS (39)

戻り値
String

説明
特別な MapInfo Professional ディレクトリまたは Windowsフォルダの ID が指定されると、
GetFolderPath$()関数はそのフォルダのパスを返します。Windowsの特別なディレクトリの例と
しては、MyDocumentsディレクトリがあります。MapInfoの特別なディレクトリの例としては、
環境設定ディレクトリがあります。このフォルダは、環境設定ファイルが書き出されるデフォルト
の位置です。
これらのディレクトリの多くは、Windows のバージョンによってその場所が異なります。また、
ログインしたユーザによっても異なります。FOLDER_MI_APPDATA (-1)、
FOLDER_MI_LOCAL_APPDATA (-2)、FOLDER_MI_COMMON_APPDATA (-4)は存在しない場合
があります。これらのディレクトリにアクセスする前に、FileExists()関数を使用してディレクト
リが存在することを確認してください。FOLDER_MI_PREFERENCE (-3) は常に存在します。
FOLDER_MI で始まる ID は、MapInfo Pro に固有のディレクトリのパスを戻すものです。それ以
外の IDはWindowsのディレクトリのパスを戻すもので、WIN32 API関数の SHGetFolderPathで
定義されている ID に対応します。その中でよく使用されるものが、MapBasic アプリケーション
でもすぐ使用できるように定義されています。SHGetFolderPathに使用できる ID は、すべて
GetFolderPath$()でも使用できます。
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例

include "mapbasic.def"
declare sub main
sub main
dim sMiPrfFile as string
sMiPrfFile = GetFolderPath$(FOLDER_MI_PREFERENCE)
Print sMiPrfFile
end subet128

関連項目

LocateFile$() 関数

GetGridCellValue() 関数

目的:

NULL でないグリッド セルの値を取得します。

構文

GetGridCellValue( table_id, x_pixel, y_pixel )

table_idは、テーブル名を表す文字列、正の整数のテーブル番号、または 0 (ゼロ)です。このテー
ブルはグリッド テーブルである必要があります。
x_pixelは、グリッドセルの X座標を表す整数値です。ピクセル番号は 0から開始します。ピクセ
ル番号の最大値は (pixel_width-1) です。次の関数を呼び出して取得できます。

RasterTableInfo(...RASTER_TAB_INFO_WIDTH).

y_pixelは、グリッドセルの Y座標を表す整数値です。ピクセル番号は 0から開始します。ピクセ
ル番号の最大値は (pixel_height-1) です。次の関数を呼び出して取得できます。

RasterTableInfo(...RASTER_TAB_INFO_HEIGHT).

戻り値
テーブル内の指定されたセルの値 (セルが NULL でない場合) を表す浮動小数点値が返されます。
この関数を呼び出す前に IsGridCellNull() 関数を使用して、セルが NULL でないか、値が含まれて
いるかを確認する必要があります。
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座標を使ったグリッド セルへの値の取得
座標を使ってグリッド セルへの値を取得するには、MapInfo\Professional\Toolsフォルダ
にインストールされた GridTools.MBX を使用します。このツールは、地理的な位置からグリッド
値情報を取得します。
MapBasicで座標を使ってグリッドセルへの値を取得する方法については、以下の例を参照してく
ださい。この例では、(x,y) 座標をグリッド テーブルの座標系に変換します。続いて、その座標を
使用してグリッドの行と列を計算します。
• 1行目が trueの場合 (2行目: Then文)、[再投影]オプション ([マップ オプション]ダイアログの
[イメージ処理] で設定) には、[なし] が設定されています。この場合、マップ ウィンドウの投影
法はグリッドに基づくため、既に得られている x と y を再利用できます。

• 1 行目が true でない場合 (5 行目: Else 文)、マップ ウィンドウは再投影されている可能性があ
るため、グリッド計算を行う前にグリッド テーブルの座標を使用して (x,y) 座標を再計算しま
す。
ネストされた Else 文 (10 行目) で、x/y 値がマップ ウィンドウの座標からグリッド テーブルの
座標に変換されます。

If (MapperInfo(MapWindowID, MAPPER_INFO_REPROJECTION) = "None") And
iVisibleImages = 1
Then

x_grid = x
y_grid = y

Else
If MapperInfo(MapWindowID, MAPPER_INFO_COORDSYS_CLAUSE) =

TableInfo(sTable, TAB_INFO_COORDSYS_CLAUSE) Then
x_grid = x
y_grid = y

Else
csysConverter = CreatePoint(x, y)
Set CoordSys Table sTable
x_grid = CentroidX(csysConverter)
y_grid = CentroidY(csysConverter)

End If
End If

関連項目

CreateGrid文、GridTableInfo()、IsGridCellNull()関数、OverlayNodes()関数、RasterTableInfo()
関数
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GetLicenseKind() 関数

目的
MapInfo Pro で使用するライセンスの種類を表す値を返します。 この関数は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

GetLicenseKind()

戻り値
2 バイト整数値。

説明
値は整数として返されます。使用できる戻り値とその意味を次の表に示します。左の列に示す戻り
値は、MAPBASIC.DEF に定義されています。

意味ID戻り値

ライセンスなし0LICENSE_KIND_NOLICENSE

標準ライセンス1LICENSE_KIND_REGULAR

アドバンスト ライセンス2LICENSE_KIND_ADVANCE

例

If GetLicenseKind() = LICENSE_KIND_ADVANCE Then
Print "Advanced License"
End If

If GetLicenseKind() = LICENSE_KIND_NOLICENSE Then
Print "No License"
End If
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End Sub

If GetLicenseKind() = LICENSE_KIND_REGULAR Then
Print "Regular License"
End If

GetMetadata$() 関数

目的
テーブルからメタデータを取り出します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウか
ら呼び出すことができます。

構文

GetMetadata$( table_name, key_name )

table_nameは、開いているテーブルの名前です。明示的なテーブル名 (例: World)か、またはテー
ブル名を表す文字列 (例: "World") として指定します。
key_name は、メタデータ キーの名前を表す文字列です。

戻り値
最長 239バイトの文字列。キーが存在しないまたはキーが値を持たない場合、MapInfo Proは空の
文字列を返します。

説明
この関数は、テーブルからメタデータ値を返します。テーブルのメタデータ検索の詳細について
は、Metadata 文か、または『MapBasic ユーザーズ ガイド』を参照してください。

例
Parcels というテーブル上に "\Copyright" というメタデータ キーが存在する場合、次の文はその
キーの値を読み取ります。

Print GetMetadata$(Parcels, "\Copyright")
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関連項目

Metadata 文

GetPreference() 関数

目的
指定した環境設定の値を返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び
出すことができます。

構文

GetPreference ( segment, ordinal )

segment は、ユーザ インターフェイスを使って設定できるオプションまたは環境設定の 1 つを表
す正の整数値です。セグメント名は、ユーザインターフェイスに表示される名前と似ていますが、
同一ではありません。
ordinal は、セグメントから取得する環境設定を示す正の整数コードです。

戻り値
要求した環境設定によって、返される値が異なります。

説明
環境設定のセグメントとそのセグメント内の序数を指定すると、環境設定が返されます。返される
タイプは、要求した環境設定によって異なります。
segmentパラメータは以下の表に示す値のいずれかになります。左の欄のコードはMAPBASIC.DEF
に定義されています。

意味IDセグメント コード

システム環境設定0PREFERENCE_SYSTEM

テーブルの設定1PREFERENCE_TABLES
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意味IDセグメント コード

ブラウザ ウィンドウの設定3PREFERENCE_BROWSER

マップ ウィンドウの設定4PREFERENCE_MAPPER

住所検索の設定6PREFERENCE_INTERNATIONAL

ディレクトリの設定11PREFERENCE_PATHS

凡例ウィンドウの設定12PREFERENCES_LEGEND

出力設定13PREFERENCES_OUTPUT

プリンタの設定14PREFERENCES_PRINTER

Web サービス設定15PREFERENCES_WEBSERVICES

イメージ処理の設定16PREFERENCES_IMAGE_PROCESSING

レイアウト ウィンドウの設定17PREFERENCES_LAYOUT

PDF プリンタの設定18PREFERENCES_PDF

パフォーマンスの設定19PREFERENCES_PERFORMANCE

Workspace Preferences?????50PREFERENCES_MANAGED_WORKSPACE

ordinalパラメータは以下の表に示す値のいずれかになります。左の欄のコードはMAPBASIC.DEF

で定義されます。
戻り値は、特に指定がない限り SmallInteger です。

注 : 一部の設定順序数は、使用またはサポートがもう行われていない廃止済みの設定を参
照しているため、省略されています。

GetPreference() の戻り値ID序数

0= モニタ、1= 白黒、2= カラー0PREF_SYSTEM_COLORDEFAULT
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GetPreference() の戻り値ID序数

ワークスペースの自動保存 0=ON、1=OFF3PREF_SYSTEM_AUTOSAVEWORKSPACE

テキストをクリップボードにコピー 0=ON、1=OFF7PREF_SYSTEM_COPYTEXTCLIPBOARD

BMP をクリップボードにコピー 0=ON、1=OFF8PREF_SYSTEM_COPYGRAPHICSCLIPBOARD

11 = ポイント
12 = パイカ
2 = インチ
5 = ミリメートル
6 = センチメートル

9PREF_SYSTEM_PAPERUNITS

やり直し可能なオブジェクト数10PREF_SYSTEM_UNDO_COUNT

前バージョンの 4 つのシンボルを表示12PREF_SYSTEM_SUBSTITUTETTFONT

EMF をクリップボードにコピー 0=ON、1=OFF13PREF_SYSTEM_COPY_EMF_CLIPBOARD

MapInfo マップ オブジェクトをクリップボードにコピー 0=ON、
1=OFF - x64 では無効

14PREF_SYSTEM_COPY_OLEOBJECT

ワークスペースにクエリを保存 0=ON、1=OFF18PREF_SYSTEM_SAVEQUERYWORKSPACE

2 バイト整数: 1 = 現在の世紀を使用、それ以外は年の値19PREF_SYSTEM_DATEWINDOW

元に戻す操作用のメモリのバイト数20PREF_SYSTEM_UNDO_SIZE

エクスポートの解像度 (DPI 単位)21PREF_SYSTEM_RESOLUTION

0= グリッド、1= ラスタ、2= デフォルト22PREF_SYSTEM_VMOPTION
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GetPreference() の戻り値ID序数

距離単位の定数を返します
2 = インチ
30 = リンク
3 = フィート
8 = US Survey フィート
4 = ヤード
32 = ロッド
31 = チェイン
0 = マイル
9 = 海里
5 = ミリメートル
6 = センチメートル
7 = メートル
1 = キロメートル

23PREF_SYSTEM_DISTANCEUNITS

領域の単位の定数を返します
16 = 平方インチ
33 = 平方リンク
17 = 平方フィート
18 = 平方ヤード
35 = 平方ロッド
36 = パーチ
34 = 平方チェイン
37 = ルード
28 = エーカー
14 = 平方マイル
23 = 平方海里
19 = 平方 mm

20 = 平方 cm

21 = 平方 m

29 = ヘクタール
15 = 平方キロメートル

24PREF_SYSTEM_AREAUNITS
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GetPreference() の戻り値ID序数

EMF をクリップボードにコピー 0=ON、1=OFF25PREF_SYSTEM_COPY_OLEOBJECT_NEW

0= EMF、1= EMF+、2= EMF+Dual26PREF_SYSTEM_COPY_ENHANCED_EMF_TYPE

138 = 中サイズの十字、164 = 大サイズ、165 = デフォルト28PREF_SYSTEM_CROSSHAIRCURSOR

WMF をクリップボードにコピー 0=ON、1=OFF29PREF_SYSTEM_COPY_WMF_CLIPBOARD

True Color カーソルの有効化 0=ON、1=OFF30PREF_SYSTEM_TRUECOLORCURSORS

ツール ウィンドウの位置をワークスペースに保存 0=ON、1=OFF31PREF_SYSTEM_WRITETOOLWINDOWSTOWORKSPACE

タッチスクリーンのサポート 0=ON、1=OFF32PREF_SYSTEM_MULTIPLETOUCH

新規のテーブルのデフォルト形式を表す SmallInt 値を返します。
MapInfo (Native) の場合に 5

MapInfo 拡張 (NativeX) の場合に 14

33PREF_SYSTEM_DEFAULTFILEFORMAT

MapInfo拡張テーブル (UTF-8またはWindowsLatin)の作成時に使
用されるデフォルトの文字セットを表す String を返します。

34PREF_SYSTEM_DEFAULTCHARSETFORNATIVEX

[ワークスペースとタブ ファイルのエンコード] が有効になってい
る場合に SmallInt 値を返します。

35PREF_SYSTEM_WRITEUNICODEDATA

GetPreference の戻り値IDワークスペース設定の順序数

0=OFF、1=ON1PREF_WKS_PROMPTTOSAVE

0= 自動、1= WOR が開いているときのみ2PREF_WKS_PROMPTTOSAVEOPTION

GetPreference の戻り値IDテーブル設定の順序数

最後に使用された優先するビュー0PREF_TABLES_FILEOPENWHAT
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GetPreference の戻り値IDテーブル設定の順序数

クイックスタート ダイアログ1PREF_TABLES_OPENCHOICESCREEN

文字列: デフォルト DBMS 接続名2PREF_TABLES_CONNNAME

文字列: DBMS ドライバ名3PREF_TABLES_CONNDRIVER

文字列: DBMS 接続名4PREF_TABLES_CONNSTRING

GetPreference の戻り値IDブラウザ設定の順序数

領域編成の並べ替え順序。0=MRU、1= ア
ルファベット順、2= 順序なし

0PREF_BROWSER_RDTSORTORDER

2 バイト整数: RGB コンポーネントの赤色1PREF_BROWSER_ALTROWCOLORRED

2 バイト整数: RGB コンポーネントの緑色2PREF_BROWSER_ALTROWCOLORGREEN

2 バイト整数: RGB コンポーネントの青色3PREF_BROWSER_ALTROWCOLORBLUE

GetPreference の戻り値IDマップ設定の順序数

0= マップに合わせる、1= 縮尺を保持0PREF_MAPPER_PRESERVESCALEONRESIZE

Selection の Brush 句2PREF_MAPPER_HIGHLIGHT_BRUSH

ノードにスナップ 0=OFF、1=ON3PREF_MAPPER_SNAPTONODES

0= どのレイヤでもない、1= 同じレイヤ4PREF_MAPPER_MOVEDUPLICATENODES

2 バイト整数: スナップ許容範囲 (ピクセル
単位)

5PREF_MAPPER_PIXELTOLERANCE

ターゲット オブジェクトの Pen 句7PREF_MAPPER_TARGET_PEN
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GetPreference の戻り値IDマップ設定の順序数

ターゲット オブジェクトの Brush 句8PREF_MAPPER_TARGET_BRUSH

Selection の Pen 句9PREF_MAPPER_HIGHLIGHT_PEN

スクロールバーを表示 0=OFF、1=ON10PREF_MAPPER_SCROLLBARS

システム オブジェクトの削除時に警告
0=OFF、1=ON

11PREF_MAPPER_SAVECOSMETIC

マップ ラベルの削除時に警告 0=OFF、
1=ON

12PREF_MAPPER_SAVELABELS

主題図レイヤの削除時に警告0=OFF、1=ON13PREF_MAPPER_SAVETHEMATIC

レイヤに情報ヒントを表示 0=OFF、1=ON14PREF_MAPPER_SHOWINFOTIPS

距離/面積の計算方法: 0=球面、1=デカルト15PREF_MAPPER_DISTANCETYPE

2 バイト整数:
MAPPER_INFO_DISPLAY_DMS 定義を返
します

16PREF_MAPPER_SHOWDEGREESMINUTESSECONDS

文字列:最後に使用されたデフォルトの主題
図の種類

17PREF_MAPPER_LASTTHEMETYPE

文字列: 新規グリッドのハンドラ18PREF_MAPPER_GRIDOUTPUTFORMATHANDLER

2バイト整数: MAPPER_INFO_CLIP_TYPE
定義を返します。

19PREF_MAPPER_CLIPREGIONTYPE

3D マップ ウィンドウのハードウェア アク
セラレーションを有効化 0=OFF、1=ON

20PREF_MAPPER_3DHARDWARE

ラスタ ズーム レイヤ 0=OFF、1=ON21PREF_MAPPER_AUTORASTERZOOMLAYER

グリッド ズーム レイヤ 0=OFF、1=ON22PREF_MAPPER_AUTOGRIDZOOMLAYER

マルチポイント選択の Brush 句23PREF_MAPPER_POINT_HIGHLIGHT_BRUSH
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GetPreference の戻り値IDマップ設定の順序数

マルチポイント ターゲットの Brush 句24PREF_MAPPER_POINT_TARGET_BRUSH

自動スクロール 0=OFF、1=ON25PREF_MAPPER_AUTOSCROLL

文字列: テーブル投影法の設定26PREF_MAPPER_DEFAULTPROJECTION

文字列: セッション投影法の設定27PREF_MAPPER_DEFAULTMBPROJECTION

2 バイト整数: スナップ半径の値28PREF_MAPPER_DISPLAYSNAPRADIUS

地図スケール 0=OFF、1=ON29PREF_MAPPER_CARTOGRAPHICSCALE

レイヤ管理ツールチップ 0=OFF、1=ON30PREF_MAPPER_DISPLAYLAYERCONTROLTOOLTIPS

2 バイト整数: 自動ノード許容範囲の値31PREF_MAPPER_AUTONODETOLERANCE

主題図でレイヤを描画 0=OFF、1=ON32PREF_MAPPER_DRAWLAYERSUNDERTHEMES

テーブルを開くときにデフォルトの主題図
メタデータを読み取る0=OFF、1=ON

33PREF_MAPPER_READDEFAULTTHEMEMETADATA

オブジェクトの貼り付け後に選択範囲に移
動 0=OFF、1=ON

34PREF_MAPPER_FINDSELECTIONAFTERPASTE

選択オブジェクトの範囲にズーム0=OFF、
1=ON

35PREF_MAPPER_ZOOMONFINDSELECTION

透過性の値 255 = 100% 不透明、0 = 透明36PREF_MAPPER_ALPHAHIGHLIGHT

カーソル位置を中心にマウス ホイールで
ズーム 0=OFF、1=ON

37PREF_MAPPER_ZOOMMOUSEWHEELONCURSOR

マップ修飾に自動サイズ設定を使用
0=OFF、1=ON

38PREF_MAPPER_ADORNAUTOMATICSCALING

マップ修飾背景の Brush 句39PREF_MAPPER_ADORN_BACKGROUND_BRUSH

マップ修飾背景の Pen 句40PREF_MAPPER_ADORN_BACKGROUND_PEN
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GetPreference の戻り値ID国際設定の順序数

0= 番地より前に建物番号、1= 番地より後
に建物番号

0PREF_INTERNATIONAL_ADDRMATCH

距離単位のインセット値1PREF_INTERNATIONAL_INSET

距離単位のオフセット値2PREF_INTERNATIONAL_OFFSET

距離単位の定義を返します。
PREF_SYSTEM_DISTANCEUNITS を参照

3PREF_INTERNATIONAL_DISTUNIT

2バイト整数:インセットアドレスのパーセ
ント値

4PREF_INTERNATIONAL_ENABLEDISTANCESPECIFIED

2 バイト整数: インセット距離の値5PREF_INTERNATIONAL_INSET_DIST

距離単位のインセット定義を返します。
PREF_SYSTEM_DISTANCEUNITS を参照

6PREF_INTERNATIONAL_INSET_DIST_DISTUNIT

MAPINFOW.ABB ファイルからの置き換え
0=OFF、1=ON

7PREF_INTERNATIONAL_USER_CLEAN

最も近い住所番号を使用 0=OFF、1=ON8PREF_INTERNATIONAL_CLOSE_ADDR

指定領域外の検索対象を使用0=OFF、1=ON9PREF_INTERNATIONAL_ALT_BDY

GetPreference の戻り値IDパス設定の順序数

新規テーブル ディレクトリ0PREF_PATH_MITABLEPATH

新規ワークスペース ディレクトリ1PREF_PATH_MIWORKSPACEPATH

MapBasic プログラム ディレクトリ2PREF_PATH_MIPROGRAMPATH

PREF_PATH_USETRAVERSAL=1の場合、
代替検索パス

3PREF_PATH_MIDATAPATHS

485MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



GetPreference の戻り値IDパス設定の順序数

2バイト整数: 0=代替検索パスなし、1 =代
替検索パスを使用

4PREF_PATH_USETRAVERSAL

カスタム シンボル ディレクトリ5PREF_PATH_CUSTOMSYMBOLPATH

インポート ファイル ディレクトリ6PREF_PATH_IMPORTPATH

SQL クエリ ディレクトリ7PREF_PATH_SQLQUERYPATH

主題図テンプレート ディレクトリ8PREF_PATH_THEMETEMPLATEPATH

保存済みクエリ ディレクトリ9PREF_PATH_MIQUERYPATH

新規グリッド ファイル ディレクトリ10PREF_PATH_NEWGRIDPATH

DBMS テーブル ディレクトリ13PREF_PATH_REMOTETABLEPATH

Shape ファイル テーブル ディレクトリ14PREF_PATH_TABLESFROMSHAPEFILES

WFS テーブル ディレクトリ15PREF_PATH_TABLESFROMWFS

WMS テーブル ディレクトリ16PREF_PATH_TABLESFROMWMS

レイアウト イメージ ディレクトリ17PREF_PATH_LAYOUTIMAGES

GetPreference の戻り値ID凡例設定の順序数

凡例タイトルの Font 句0PREF_LEGEND_FNTTITLE

凡例サブタイトルの Font 句1PREF_LEGEND_FNTSUBTITLE

凡例分類の Font 句2PREF_LEGEND_FNTSTYLE

凡例分類の Pen 句3PREF_LEGEND_PENBORDER
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GetPreference の戻り値ID凡例設定の順序数

凡例タイトル背景の brush 句4PREF_LEGEND_TITLEPATTERN

凡例サブタイトル背景の brush 句5PREF_LEGEND_SUBTITLEPATTERN

凡例分類背景の brush 句6PREF_LEGEND_STYLEPATTERN

凡例の見本スタイルサイズ0=小さい見本、
1= 大きい見本

7PREF_LEGEND_STYLESIZE

ワークスペースでの凡例変更のプロンプト
0=OFF、1=ON

8PREF_LEGEND_PROMPTSAVEWORKSPACE

バージョン 1150凡例を作成します。x64で
は廃止済み

9PREF_LEGEND_CREATEPRE1150LEGENDS

Returns PREF_SYSTEM_PAPERUNITS10PREF_LEGEND_PAPERUNITS

フォントに合わせてサンプル サイズを拡大
します。0=OFF、1=ON

11PREF_LEGEND_SYNCDISPLAY

2 バイト整数: サンプル行の幅12PREF_LEGEND_LINEWIDTH

2 バイト整数: サンプル領域の幅13PREF_LEGEND_REGIONWIDTH

2 バイト整数: サンプル領域の高さ14PREF_LEGEND_REGIONHEIGHT

グリッドを表示 0=OFF、1=ON15PREF_LEGEND_DISPLAYGRID

スナップ グリッドを表示 0=OFF、1=ON16PREF_LEGEND_SNAPGRID

凡例を自動更新: 0=OFF、1=ON17PREF_LEGEND_AUTOUPDATE

2 バイト整数: 255= 100% 不透明、0= 透明18PREF_LEGEND_GRIDCOLORALPHA

2 バイト整数: RGB 値の赤色コンポーネン
ト

19PREF_LEGEND_GRIDCOLORRED
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GetPreference の戻り値ID凡例設定の順序数

2 バイト整数: RGB 値の緑色コンポーネン
ト

20PREF_LEGEND_GRIDCOLORGREEN

2 バイト整数: RGB 値の青色コンポーネン
ト

21PREF_LEGEND_GRIDCOLORBLUE

2 バイト整数: 255= 100% 不透明、0= 透明22PREF_LEGEND_GUIDECOLORALPHA

2 バイト整数: RGB 値の赤色コンポーネン
ト

23PREF_LEGEND_GUIDECOLORRED

2 バイト整数: RGB 値の緑色コンポーネン
ト

24PREF_LEGEND_GUIDECOLORGREEN

2 バイト整数: RGB 値の青色コンポーネン
ト

25PREF_LEGEND_GUIDECOLORBLUE

フォントのサンプルサイズを拡大0=OFF、
1=ON

26PREF_LEGEND_AUTOFONTSIZESETTING

GetPreference の戻り値ID出力設定の順序数

ラスタ True Color 0=OFF、1=ON0PREF_OUTPUT_USETRUECOLORDISPLAY

1= ハーフトーン、2= 誤差拡散法1PREF_OUTPUT_DITHERMETHODDISPLAY

0= デバイスへ直接出力、1= EMF 法、2=
OSBM

2PREF_OUTPUT_PRINTMETHOD

印刷境界 0=OFF、1=ON3PREF_OUTPUT_PRINTBORDER

透明ベクトルの内部印刷処理0=OFF、1=ON5PREF_OUTPUT_TRANSPWHENPRINTVECTOR

True Color で印刷 0=OFF、1=ON6PREF_OUTPUT_USETRUECOLORPRINT
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GetPreference の戻り値ID出力設定の順序数

ディザ法で印刷 1= ハーフトーン、2= 誤差
拡散法

7PREF_OUTPUT_DITHERMETHODPRINT

エクスポート境界 0=OFF、1=ON8PREF_OUTPUT_EXPORTBORDER

透明ラスタの内部エクスポート処理
0=OFF、1=ON

9PREF_OUTPUT_TRANSPWHENEXPORTRASTER

透明ベクトルの内部エクスポート処理
0=OFF、1=ON

10PREF_OUTPUT_TRANSPWHENEXPORTVECTOR

True Color でエクスポート 0=OFF、1=ON11PREF_OUTPUT_USETRUECOLOREXPORT

ディザ法でエクスポート1=ハーフトーン、
2= 誤差拡散法

12PREF_OUTPUT_DITHERMETHODEXPORT

ラスタ印刷時に ROP 法を使用 0=OFF、
1=ON

13PREF_OUTPUT_ROPTRANSPWHENPRINTINGRASTER

ラスタエクスポート時に ROP 法を使用
0=OFF、1=ON

14PREF_OUTPUT_ROPTRANSPWHENEXPORTINGRASTER

印刷のフィルパターンを拡大縮小0=OFF、
1=ON

15PREF_OUTPUT_SCALEPATTERNSPRINT

アンチエイリアシングを使用0=OFF、1=ON16PREF_OUTPUT_USEANTIALIASING

アンチエイリアシングで使用するしきい値17PREF_OUTPUT_ANTIALIASINGTHRESHOLD

アンチエイリアシングのマスク サイズ値
0=OFF、1=ON

18PREF_OUTPUT_ANTIALIASINGMASKSIZE

WIN_INFO_EXPORT_FILTER からの戻り
定義を参照

19PREF_OUTPUT_ANTIALIASINGFILTER

表示にポリゴン モードを使用 0=OFF、
1=ON

20PREF_OUTPUT_DISPLAYPOLYGONMODE
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GetPreference の戻り値ID出力設定の順序数

印刷にポリゴン モードを使用 0=OFF、
1=ON

21PREF_OUTPUT_PRINTINGPOLYGONMODE

エクスポートにポリゴン モードを使用
0=OFF、1=ON

22PREF_OUTPUT_EXPORTINGPOLYGONMODE

分割印刷出力 0=OFF、1=ON23PREF_OUTPUT_SUBDIVIDEPRINTING

明瞭化されたテキストをエクスポート
0=OFF、1=ON

24PREF_OUTPUT_CLARIFYTEXTOVERWYSIWYG

高速シンボルレンダリングを使用0=OFF、
1=ON

25PREF_OUTPUT_DISPLAYPOINTSFAST

GetPreference の戻り値IDプリンタ設定の順序数

0= Windows デフォルト プリンタ、1=
MapInfo プリンタ

0PREF_PRINTER_USESPECIFICPRINTER

戻り値 (例: 1=レター、2=リーガル)につい
ては、PaperSize.Def を参照

1PREF_PRINTER_PAPERSIZE

WIN_INFO_PRINTER_ORIENTを参照2PREF_PRINTER_ORIENTATION

文字列: プリンタ名3PREF_PRINTER_PRINTERNAME

プリンタ情報をWORに保存0=OFF、1=ON4PREF_PRINTER_SAVEPRINTERINTOWORKSPACE

プリンタ情報を WOR から復元 0=OFF、
1=ON

5PREF_PRINTER_RESTOREPRINTERFROMWORKSPACE

GetPreference の戻り値IDWeb サービス設定の順序数

2 バイト整数: 接続のタイムアウト値 (秒単
位)

0PREF_WEBSERVICES_WFSCONNECTTIMEOUT
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GetPreference の戻り値IDWeb サービス設定の順序数

2 バイト整数: 送信のタイムアウト値 (秒単
位)

1PREF_WEBSERVICES_WFSSENDTIMEOUT

2 バイト整数: 受信のタイムアウト値 (秒単
位)

2PREF_WEBSERVICES_WFSRECEIVETIMEOUT

2 バイト整数: 接続のタイムアウト値 (秒単
位)

3PREF_WEBSERVICES_WMSCONNECTTIMEOUT

2 バイト整数: 送信のタイムアウト値 (秒単
位)

4PREF_WEBSERVICES_WMSSENDTIMEOUT

2 バイト整数: 受信のタイムアウト値 (秒単
位)

5PREF_WEBSERVICES_WMSRECEIVETIMEOUT

2 バイト整数: WMS の最大幅 (ピクセル単
位)

6PREF_WEBSERVICES_WMSMAXWIDTH

2バイト整数:WMSの最大の高さ (ピクセル
単位)

7PREF_WEBSERVICES_WMSMAXHEIGHT

プロキシアクセスの種類: 0=システム、1=
直接使用、2= プロキシを使用

8PREF_WEBSERVICES_ACCESSTYPE

文字列: プロキシ サーバの IP9PREF_WEBSERVICES_PROXYSERVER

2 バイト整数: プロキシ サーバのポート10PREF_WEBSERVICES_PORT

バイパスを使用 0=OFF、1=ON11PREF_WEBSERVICES_BYPASSLOCAL

文字列: バイパス リスト12PREF_WEBSERVICES_BYPASSLIST

現在のマップでマップ フィルタを更新
0=OFF、1=ON

13PREF_WEBSERVICES_WFSREFRESHUSINGMAP

2 バイト整数: 接続のタイムアウト値 (秒単
位)

14PREF_WEBSERVICES_WEBGEOCODECONNECTTIMEOUT
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GetPreference の戻り値IDWeb サービス設定の順序数

2 バイト整数: 送信のタイムアウト値 (秒単
位)

15PREF_WEBSERVICES_WEBGEOCODESENDTIMEOUT

2 バイト整数: 受信のタイムアウト値 (秒単
位)

16PREF_WEBSERVICES_WEBGEOCODERECEIVETIMEOUT

道路からのオフセット値17PREF_WEBSERVICES_STREETOFFSET

コーナーからのオフセット値18PREF_WEBSERVICES_CORNEROFFSET

PREF_SYSTEM_DISTANCEUNITS を返し
ます

19PREF_WEBSERVICES_UNITOFFSET

2 バイト整数: GeocodeInfo() の戻り値を参
照

20PREF_WEBSERVICES_GEOCODEDICTIONARY

2バイト整数:バッチ処理でジオコード化す
るポイント数

21PREF_WEBSERVICES_GEOCODEBATCHSIZE

2 バイト整数: 接続のタイムアウト値 (秒単
位)

22PREF_WEBSERVICES_WEBROUTINGCONNECTTIMEOUT

2 バイト整数: 送信のタイムアウト値 (秒単
位)

23PREF_WEBSERVICES_WEBROUTINGSENDTIMEOUT

2 バイト整数: 受信のタイムアウト値 (秒単
位)

24PREF_WEBSERVICES_WEBROUTINGRECEIVETIMEOUT

2バイト整数:ドライブリージョンをバッチ
処理するポイント数

25PREF_WEBSERVICES_DRIVEREGIONBATCHSIZE

自動モード時に複数の一致をマーク26PREF_WEBSERVICES_APPLYMULTIRESULTCODE

タイル サーバの読み込みタイムアウト (秒
単位)

27PREF_WEBSERVICES_READTIMEOUTWEBTILESERVER

タイル サーバの要求タイムアウト (秒単位)28PREF_WEBSERVICES_REQUESTTIMEOUTWEBTILESERVER

492MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



GetPreference の戻り値IDWeb サービス設定の順序数

0= 無効、1= カタログへのアクセス、2= カ
タログとライブラリへのアクセス

29PREF_WEBSERVICES_LIBRARYSERVICEACCESSMODE

管理されたテーブルの保存後にレコード
ビューア/エディタを開く

30PREF_WEBSERVICES_OPENMANAGEDTABLESEDITOR

文字列:ユーザから提供された場合にカスタ
ム Bing ライセンス キーを返します。

31PREF_WEBSERVICES_BINGKEYFROMUSER

GetPreference の戻り値IDイメージ処理設定の順序数

0= 不使用、1= 常に使用、2= 最適化して使
用

0PREF_IMAGEPROCESSING_REPROJECTIONUSEINDEX

0=3次たたみ込み内挿法、1=最近隣内挿法1PREF_IMAGEPROCESSING_RESAMPLEMETHODINDEX

GetPreference の戻り値IDレイアウト設定の順序数

0=OFF、1=ON3PREF_LAYOUT_PROMPTSAVEWORKSPACE

GetPreference の戻り値IDPDF 設定の順序数

レイヤ構造 PDF 0=OFF、1=ON0PREF_PDF_LAYEREDPDF

地図情報 PDF を作成 0=OFF、1=ON1PREF_PDF_SAVEGEOINFO

属性データを保存 0=OFF、1=ON2PREF_PDF_SAVEATTRIBUTEDATA

PDF を自動で開く 0=OFF、1=ON3PREF_PDF_AUTOOPENPDF

PDF 詳細オプションを使用: Postscript シ
ミュレーションの有効化

4PREF_PDF_POSTSCRIPTSIM
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GetPreference の戻り値IDPDF 設定の順序数

位置登録座標単位: 0=マップの単位、1=度5PREF_PDF_SAVEGEOINFOINNATIVEUNITS

GetPreference の戻り値IDパフォーマンス設定の順序数

0= なし、1= 小、2= 中、3= 大、4= 最大0PREF_PERFORMANCE_CONCURRENCYSETTING

スマート インデックス: 0= 自動、1=ON、
2=OFF

1PREF_PERFORMANCE_DROPINDEXSETTING

したがって、これらのコードを参照する場合には、プログラムに Include MAPBASIC.DEFを記述
する必要があります。

エラー コード
ERR_FCN_ARG_RANGE (644) エラーは、引数が正しい範囲の値でない場合に生成されます。

例

Include "MAPBASIC.DEF"
Dim i As SmallInt
Dim s As String
i = GetPreference(PREFERENCE_SYSTEM, PREF_SYSTEM_DEFAULTFILEFORMAT)
s = GetPreference(PREFERENCE_SYSTEM, PREF_SYSTEM_DEFAULTCHARSETFORNATIVEX)

関連項目

GetPreferencePath$() 関数

GetPreferencePath$() 関数

目的
テーブルまたはファイルの種類ごとのダイアログに対してMapInfoProの環境設定に保存されてい
るパスの場所を返します。このパスは、MapInfo Proセッションで初めてそのダイアログを使用す
る際、または [環境設定]ダイアログでパスを変更した後、ダイアログパスの初期化に使用します。
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この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

GetPreferencePath$ ( preference_path_id )

preference_path_id には、次のいずれかの値を指定します。
• PREFERENCE_PATH_TABLE (0)
• PREFERENCE_PATH_WORKSPACE (1)
• PREFERENCE_PATH_MBX (2)
• PREFERENCE_PATH_IMPORT (3)
• PREFERENCE_PATH_SQLQUERY (4)
• PREFERENCE_PATH_THEMETHEMPLATE (5)
• PREFERENCE_PATH_MIQUERY (6)
• PREFERENCE_PATH_NEWGRID (7)
• PREFERENCE_PATH_CRYSTAL (8)
• PREFERENCE_PATH_GRAPHSUPPORT (9)
• PREFERENCE_PATH_SHAPEFILE (10)
• PREFERENCE_PATH_REMOTETABLE (11)
• PREFERENCE_PATH_WFSTABLE (12)
• PREFERENCE_PATH_WMSTABLE (13)

戻り値
String

説明
特別な MapInfo Professional ディレクトリの ID が指定されると、GetPreferencePath$()関数はそ
のフォルダのパスを返します。MapInfoの特別なディレクトリの例としては、新しいネイティブな
MapInfo テーブルが書き出されるデフォルトの保存場所があります。

例

include "mapbasic.def"
declare sub main
sub main
dim sMiPrfFile as string
sMiPrfFile = GetPreferencePath$( PREFERENCE_PATH_WORKSPACE)
Print sMiPrfFile
end sub
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関連項目

GetCurrentPath( ) 関数、LocateFile( ) 関数

GetSeamlessSheet() 関数

目的
シームレステーブルのいずれか1つのシートをユーザに選択させ、そのシートの名前を返します。
この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

GetSeamlessSheet( table_name )

table_name は、開いているシームレス テーブルの名前です。

戻り値
テーブル名を表す文字列 (ユーザが操作をキャンセルした場合は空の文字列)。

説明
この関数は、シームレス テーブルを構成するすべてのシートを示したダイアログ ボックスを表示
します。ユーザがいずれかのシートを選択して [OK]をクリックすると、この関数はユーザが選択
したテーブル名を返します。ユーザが操作をキャンセルすると、この関数は空の文字列を返しま
す。

例

Sub Browse_A_Table(ByVal s_tab_name As String)
Dim s_sheet As String

If TableInfo(s_tab_name, TAB_INFO_SEAMLESS) Then
s_sheet = GetSeamlessSheet(s_tab_name)
If s_sheet <> "" Then
Browse * From s_sheet
End If
Else
Browse * from s_tab_name
End If
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End Sub

関連項目

Set Table 文、TableInfo() 関数

GetTime() 関数

目的
DateTimeの時刻要素を返します。この関数は、MapInfo ProのMapBasicウィンドウから呼び出
すことができます。

構文

GetTime( DateTime )

戻り値
時間

例
この例を MapBasic ウィンドウにコピーして、この関数の使い方を参照してください。

dim dtX as datetime
dim Z as time
dtX = "03/07/2007 12:09:09.000 AM"
Z = GetTime(dtX)
Print FormatTime$(Z,"hh:mm:ss.fff tt")

関連項目

日付と時間に関する関数、FormatDate$() 関数、FormatTime$() 関数、NumberToDateTime() 関
数、GetDate() 関数
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Global 文

目的
1 つまたは複数のグローバル変数を定義します。

構文

Global var_name [ , var_name... ] As var_type
[ , var_name... ] As var_type... ]

var_name は定義するグローバル変数の名前です。
var_type は Integer、Float、Date、Logical、またはカスタム Type です。

説明
Global 文は 1 つまたは複数のグローバル変数を定義します。Global 文はサブ プロシージャの外
でのみ記述できます。
Global 文の構文は Dim 文と同じです。違いは、Global 文で定義した変数は有効範囲がグローバ
ルであるのに対し、Dim 文で定義した変数はローカルであることです。ローカル変数は、それを
定義したサブ プロシージャ内でのみアクセスおよび変更できます。一方、グローバル変数は、プ
ログラム内のどのサブ プロシージャでもアクセスおよび変更できます。サブ プロシージャ内で
は、グローバル変数と同じ名前のローカル変数を定義することも可能です。その場合、サブ プロ
シージャのローカル変数の方が優先されます (すなわち、サブプロシージャ内でその変数を使用し
たときには、同名のグローバル変数でなく、ローカル変数の方を指すものと解釈されます)。グロー
バル配列変数は、ReDim 文でサイズを変えることができます。Windows では、DDE 通信を通じ
て、他の Windows アプリケーションからグローバル変数を参照することができます。

例

Declare Sub testing()
Declare Sub Main()
Global gi_var As Integer
Sub Main()
Call testing
Note Str$(gi_var) ' this displays "23"
End Sub

Sub testing()
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gi_var = 23
End Sub

関連項目

Dim 文、ReDim 文、Type 文、UBound() 関数

Goto 文

目的
ラベルで識別された、同じプロシージャ内の別の場所へジャンプします。

制限事項
MapBasic ウィンドウから Goto 文を発行することはできません。

構文

Goto label

label は同じプロシージャ内の他の場所に記述されているラベルです。

説明
Goto文は無条件のジャンプを行います。プログラムの実行は、labelで識別される行の文から継続
されます。label で識別されるジャンプ先のラベル自体には、後にコロンが必要です。しかし、
Goto 文で指定する label 名にはコロンは付けないでください。
一般に、ループを途中で終了する目的で Goto文を使うのは避けましょう。Exit Do文および Exit
For文を使えば、ループを終了することができます。また、ループ本体の中にジャンプする目的で
Goto 文を使うのも同じく避けましょう。
Goto 文でジャンプできるのは、同じプロシージャ内の label に対してのみです。

例

Goto endproc

...
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endproc: End Program

関連項目

Do Case...End Case 文、Do...Loop 文、For...Next 文、OnError 文、Resume 文

GraduatedThemeInfo() 関数

目的
マップ内の特定のサイズ可変シンボル主題図レイヤに関する情報を返します。この関数は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

GraduatedThemeInfo ( map_window_id, thematic_layer_id, attribute )

map_window_id は、マップ ウィンドウの識別子です。
thematic_layer_idは、マップ内のサイズ可変シンボル主題図レイヤを指定する SmallIntで
す。
attribute は、返される情報の属性を示す SmallInt コードです。以下の表を参照してくださ
い。

戻り値
attribute パラメータに応じて異なる情報が返されます。

説明
attribute パラメータは、以下の表に示す値のいずれかです。

GraduatedThemeInfo() の戻り値ID属性 (attribute) コード

サイズ可変シンボルの表示に使用されるシンボル スタイル句。1GRADUATEDTHEME_INFO_SYMBOL
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GraduatedThemeInfo() の戻り値ID属性 (attribute) コード

Float 型。上記の使用シンボル
(GRADUATEDTHEME_INFO_SYMBOL)に対応する数値を表しま
す。
GRADUATEDTHEME_INFO_GRAD_ROOT(0): "SQRT" (平方根)
方式。値の平方根の増加に応じて大きなポイント サイズが割り当
てられます。
GRADUATEDTHEME_INFO_GRAD_CONST(1):固定のシンボル
サイズ
GRADUATEDTHEME_INFO_GRAD_LOG(2):対数値に応じてサイ
ズが変化します。

2GRADUATEDTHEME_INFO_VALUE

Logical 型 (T または F)。負の値に対してシンボルを表示するか
どうかを表します。

3GRADUATEDTHEME_INFO_SHOW_NEG

負の値に対するサイズ可変シンボルの表示に使用されるシンボル
スタイル句。

4GRADUATEDTHEME_INFO_SHOW_NEG_SY

SmallInt型。数値の差とシンボルサイズの差の対応を表します。
3 つの方式がサポートされています。

5GRADUATEDTHEME_INFO_GRADUATION

GridTableInfo() 関数

目的
グリッド テーブルに関する情報を戻します。

構文

GridTableInfo( table_id, attribute )

table_idは、テーブル名を表す文字列、正の整数のテーブル番号、または 0 (ゼロ)です。このテー
ブルはグリッド テーブルである必要があります。
attribute は返されるグリッド テーブルの状態を示す整数コードです。
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戻り値
文字列、2バイト整数、整数、または論理値。指定されている attributeパラメータに依存します。
attribute パラメータは以下の表に示す値のいずれかになります。左欄のコード
(RASTER_CONTROL_POINT_Xなど) は MAPBASIC.DEF に定義されています。

GridTableInfo() の戻り値IDattribute コード

ファイル内の最小のグリッド セル値を表す浮動小数の結果1GRID_TAB_INFO_MIN_VALUE

ファイル内の最大のグリッド セル値を表す浮動小数の結果2GRID_TAB_INFO_MAX_VALUE

論理値の結果。グリッドファイルに陰影処理/レリーフ色分け情報
がある場合は TRUE です。このフラグは、ファイルが陰影処理を
使って表示されるかどうかには関係ありません。

3GRID_TAB_INFO_HAS_HILLSHADE

関連項目

Create Grid 文、GetGridCellValue( ) 関数、IsGridCellNull( ) 関数、RasterTableInfo( ) 関数

GroupLayerInfo 関数

目的
この関数は、マップにある特定のグループ レイヤに関する情報を返します。

構文

GroupLayerInfo ( map_window_id, group_layer_id, attribute )

map_window_id は、マップ ウィンドウの識別子です。
group_layer_id は、マップ ウィンドウにおけるグループ レイヤの番号 (たとえば、最前面グルー
プ レイヤは 1)、またはマップ内のグループ レイヤの名前です。マップ ウィンドウ内のグループ
レイヤの番号を確認するには、MapperInfo( ) 関数を呼び出します。
attribute は、返される情報の属性を示すコードです。以下の表を参照してください。
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戻り値
attribute パラメータに応じて異なる情報が返されます。

説明
attribute の値は次のとおりです。

説明IDwindow_id の値、attribute

グループ レイヤの名前を表す文字列値を返します。1GROUPLAYER_INFO_NAME

レイヤリストにおけるグループレイヤの ID (レイヤリスト内での
グループ レイヤの位置) を表す数値を返します。

2GROUPLAYER_INFO_LAYERLIST_ID

ブール値を返します。

• GROUPLAYER_INFO_DISPLAY_ON (レイヤが可視の場合に
True (0))

• GROUPLAYER_INFO_DISPLAY_OFF (レイヤが不可視の場合に
False (0 以外))

3GROUPLAYER_INFO_DISPLAY

グループに含まれる図形レイヤの数を返します。グループ レイヤ
はカウントされませんが、ネストされた図形レイヤはカウントさ
れます。

4GROUPLAYER_INFO_LAYERS

レイヤとグループ レイヤの数を、ネストされたレイヤとグループ
レイヤを含め、返します。

5GROUPLAYER_INFO_ALL_LAYERS

グループのレイヤ リストの最上位レベルにある図形レイヤまたは
グループ レイヤの数を返します。

6GROUPLAYER_INFO_TOPLEVEL_LAYERS

このグループを直接含むグループのグループ レイヤ ID を返しま
す。グループ レイヤが最上位リストにある場合はゼロ (0) を返し
ます。

7GROUPLAYER_INFO_PARENT_GROUP_ID

グループ レイヤの ID はゼロ (0) ～ n の整数です。n はグループ レイヤのリスト内での番号であ
り、ゼロ (0) は最上位、つまりレイヤ リストの "ルート" を指します。
GROUPLAYER_INFO_DISPLAY (3) 以外のグループ レイヤ情報属性は、リストのルートに適用さ
れます。GROUPLAYER_INFO_NAME (1) は、マップの名前 (ウィンドウ タイトルと同じもの) を
返します。システム レイヤは、図形レイヤをカウントする属性の対象となります。
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マップ ウィンドウ ID にゼロ (0) を指定すると、マップ ウィンドウの名前が返され、システム レ
イヤの名前が "cosmetic1"、"cosmetic2" として返されます。
関連項目

LayerInfo( ) 関数、MapperInfo( ) 関数

HomeDirectory$() 関数

目的
ユーザのホームディレクトリパスを示す文字列を戻します。この関数は、MapInfoProのMapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

HomeDirectory$()

戻り値
String

説明
HomeDirectory$() 関数は、ユーザのホーム ディレクトリ パスを示す文字列を返します。
ディレクトリ パスの意味は作動しているハードウェア プラットフォームに依存します。次の表は
プラットフォーム依存のホーム ディレクトリ パスをまとめたものです。

"ホーム ディレクトリ" の定義ハードウェア/環境

ユーザの Windows ディレクトリへのディレクトリ パス。ウィンドウ

例

Dim s_home_dir As String
s_home_dir = HomeDirectory$()
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関連項目

ApplicationDirectory$() 関数、ProgramDirectory$() 関数、SystemInfo() 関数

HotlinkInfo() 関数

目的
マップレイヤ内のHotLink定義に関する情報を戻します。この関数は、MapInfo ProのMapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

HotlinkInfo ( map_window_id, layer_number, hotlink_number, attribute )

map_window_id は、マップ ウィンドウの識別子です。
layer_numberは、現在のマップウィンドウにおけるレイヤ番号 (たとえば、最前面レイヤは 1)で
す。マップ ウィンドウ内のレイヤ数を調べるには、MapperInfo() 関数を呼び出します。
hotlink_numberは、検索されるHotLink定義のインデックスです。レイヤ内で最初のHotLink定義
のインデックスは 1 です。
attribute には、以下の属性値を使用できます。

説明IDホットリンク名

この HotLink 定義のファイル名演算式を戻します。1HOTLINK_INFO_EXPR

この HotLink 定義のモードを次のいずれかの値で戻します。
• HOTLINK_MODE_LABEL (0)
• HOTLINK_MODE_OBJ (1)
• HOTLINK_MODE_BOTH (2)

2HOTLINK_INFO_MODE

この HotLink定義の相対パス オプションがオンのときは TRUEを
戻します。

3HOTLINK_INFO_RELATIVE

この HotLink 定義が有効であれば TRUE を戻します。4HOTLINK_INFO_ENABLED
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説明IDホットリンク名

この HotLink 定義がエイリアスであれば TRUE を戻します。5HOTLINK_INFO_ALIAS

関連項目

Set Map 文、LayerInfo() 関数

Hour() 関数

目的
Time 値の時間要素を整数 (0 ～ 23) として取得します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

Hour ( Time )

戻り値
SmallInt

例
この例を MapBasic ウィンドウにコピーして、この関数の使い方を参照してください。

dim Z as time
dim iHour as integer
Z = CurDateTime()
iHour = Hour(Z)
Print iHour

関連項目

Minute() 関数、Second() 関数
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If...Then 文

目的
式の現在値に基づいて、実行する文のブロックを決定します。

構文

If if_condition Then
if_statement_list
[ ElseIf elseif_condition Then
elseif_statement_list ]
[ ElseIf ... ]
[ Else
else_statement_list ]

End If

condition は、評価の結果が TRUE または FALSE になる条件です。
statement_list は、ゼロ個以上の文のリストです。

制限事項
MapBasic ウィンドウから If...Then文を発行することはできません。

説明
If...Then文を使用すると、文の異なるグループの条件付きの実行が可能になります。
最も簡単な形式では、If 文は ElseIf 句も Else 句も持ちません。

If if_condition Then
if_statement_list

End If

この組み合わせの場合、MapBasicは実行時に if_conditionを評価します。if_conditionが TRUEで
ある場合、MapBasic は if_statement_list を実行します。そうでない場合、MapBasic は
if_statement_list をスキップします。
If 文にはオプションの Else 句が含まれる場合があります。

If if_condition Then
if_statement_list
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Else
else_statement_list

End If

この場合、MapBasicは if_statement_list (条件が TRUEである場合)または else_statement_list (条
件が FALSE である場合) を実行します。
さらに、If文は、If句の後 (オプションの Else句の前)に 1つ以上の ElseIf句を含むことができま
す。

If if_condition Then
if_statement_list

ElseIf elseif_condition Then
elseif_statement_list

Else
else_statement_list

End If

この場合、MapBasic は一連の 2 つ以上の条件をテストします。条件のどれか 1 つが TRUE にな
るか、Else 句または End If に達するまでテストは継続します。if_condition が TRUE の場合、
MapBasicは if_statement_listを実行し、End Ifに続く文にジャンプします。ただし、条件がFALSE
である場合、Mapbasicは else_if_conditionを評価します。この条件が TRUEであれば、MapBasic
は elseif_statement_listを実行します。
If文には2つ以上のElseIf句を含むことができるので、可能な条件をいくつでもテストできます。
ただし、多数の可能な条件についてテストする場合には、If 文に多くの ElseIf 句を付けるよりも
Do Case...End Case 文の方がすっきりしています。

例

Dim today As Date
Dim today_mon, today_day, yearcount As Integer

today = CurDate() ' get current date
today_mon = Month(today) ' get the month value
today_day = Day(today) ' get the day value (1-31)

If today_mon = 1 And today_day = 1 Then
Note "Happy New Year!"
yearcount = yearcount + 1
ElseIf today_mon = 2 And today_day = 14 Then
Note "Happy Valentine's Day!"
ElseIf today_mon = 12 And today_day = 25 Then
Note "Merry Christmas!"
Else
Note "Good day."
End If
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関連項目

Do Case...End Case 文

IIf() 関数

目的
この関数は、式を評価します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出す
ことができます。

構文

IIf( expression, truepart, falsepart )

expression: 評価する式。
truepart: expression が True である場合に返される値または評価済みの式。
falsepart: expression が False である場合に返される値または評価済みの式。

説明
expression、truepart、および falsepart の値はすべて必須です。
MapBasic は、IIF 関数に引き渡す前に式を評価するので、truepart と falsepart のうち返されるの
はいずれか一方ですが、その両方が評価されます。
IIF() と If\Then の違いに関する注意点

If\Thenでは、最初の引数を評価し、その結果によって 2番目や 3番目の引数を評価するかどうか
が決まります。MapBasic は、IIF 関数に引き渡す前に 3 つすべての引数の式を評価するので、実
行時エラーが生じる場合があります (ゼロで除算する場合など)。その具体的な例を次に示します。
divisor がゼロ (0) でない場合、IIf() 関数は 4 を返します。

Dim divisor, number as Integer
divisor = 3
number = 12
Print IIf(divisor <> 0, number \ divisor, 0)
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divisorがゼロ (0)の場合、IIf()関数では、ゼロ (0)除算による実行時エラーが生じます。MapBasic
が、IIf() 関数に引き渡す前に 3 つの引数をすべて評価するためです。

divisor = 0
Print IIf(divisor <> 0, number \ divisor, 0)

例
世界地図に、大陸が Asia かそれ以外かを示す簡単なラベルを付けます。

Set Map Window <mapID> Layer 1 Label With IIf(Continent="Asia", "Asia",
"Other Continent")

Statesテーブルの Divisionフィールドを、Population 1990が 600万よりも多かったかど
うかによって分類するように更新します。

Update States Set Division = IIF(Pop_1990>6000000, "LargePop", "SmallPop")
DropIndex Auto

States から、人口密度のフィールド (Pop_Density) が 10 未満のものを選択します。

Select * from States where IIF(Pop_Density<10, Pop_Density, 0) into
Selection

State_Name = Alabama ならば緑色で影を付け、それ以外の場合は赤色で影を付ける、シンプ
ルな個別主題図を作成します。

shade window <mapID> 1 with Int(IIF(State_Name="Alabama", 1, 0)) values
0 Brush (2,16711680,16777215) Pen (1,2,0) ,1 Brush (2,65280,16777215)
Pen (1,2,0) default Brush (1,0,16777215) Pen (1,2,0)

関連項目

Cond() 関数

Import 文

目的
エクスポートされているファイル (GMLファイル、DXFファイルなど)をインポートして、新しい
MapInfo Proテーブルを作成します。この文は、MapInfo ProのMapBasicウィンドウから発行で
きます。
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「MIF/MID ファイル、PICT ファイル、MapInfo for DOS ファイルのインポート」、「DXF ファ
イルのインポート」、「GML ファイルのインポート」、または「GML 2.1 ファイルのインポー
ト」を参照してください。

MIF/MID ファイル、PICT ファイル、MapInfo for DOS ファイルのインポート

構文

Import file_name
[ Type file_type ]
[ Into table_name [ Type { NATIVE | NATIVEX } ] ]
[ Overwrite ]

file_name はインポートするファイル名を指定する文字列です。
file_type は、インポートするファイルの形式を表す文字列です (MIF、MBI、MMI、IMG、PICT の
いずれか)。
table_name は作成する新規テーブルの名前を指定します。

説明
Import 文は、既存ファイルの内容をインポートして、新しい MapInfo テーブルを作成します。

注 : スプレッドシートまたはデータベース ファイルから MapInfo テーブルを生成するとき
は、Import 文ではなく Register Table 文を使用します。

オプションの Type 句は、インポートしたいファイルの形式を指定します。Type 句には、次のい
ずれかの形式を指定します。

指定されるファイル形式Type 句

DXF ファイル (AutoCAD など、CAD パッケージによりサポートされたフォー
マット)。「DXF ファイルのインポート」を参照してください。

Type "DXF"

MIF/MIDファイルペア (MapInfoテーブルをエクスポートすると作成されるファ
イル形式)。

Type "MIF"

MapInfo 境界互換 (MapInfo for DOS で作成されるファイル形式)。Type "MBI"

MapInfo マップ互換 (MapInfo for DOS で作成されるファイル形式)。Type "MMI"

511MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



指定されるファイル形式Type 句

MapInfo イメージ ファイル (MapInfo for DOS で作成されるファイル形式)。Type "IMG"

GMLファイル。「GML ファイルのインポート」を参照してください。Type "GML"

GML2.1ファイル。「GML2.1ファイルのインポート」を参照してください。Type "GML21"

Type 句を省略すると、MapInfo Pro はそのファイルの拡張子がファイル フォーマットを示してい
ると見なします。たとえば、"PARCELS.DXF"という名前のファイルであれば、DXF ファイルと
判断されます。DXF の詳細については、「DXF ファイルのインポート」を参照してください。
Into 句を使用して、作成された MapInfo テーブルの名前と場所を変更できます。Into 句を指定し
なければ、新しいテーブルは元のファイルと同じ場所に同じ名前で作成されます。たとえば、
Windows上でテキスト ファイル "WORLD.MIF"をインポートすると、新しいテーブルがデフォル
ト名 "WORLD.TAB" で作成されます。
Intoは Type句と組み合わせて使用して、MapInfo (NATIVE)形式または MapInfo拡張 (NATIVEX)
形式のどちらをインポートするのかを指定します。NATIVEX 形式は、サイズが 2GB を超える文
字セットUTF-8またはUTF-16のテーブルキャッシュをサポートしています。オプションのType
句は、Into 句がある場合はその後に記述する必要があります。この句を指定しないと、NATIVE
形式が使用されます。この Type句は、インポートするファイルのタイプを表す Type句とは異な
ります。
Overwriteキーワードを指定すると、同名のテーブルが既に存在するかどうかにかかわらずMapInfo
Pro は新しいテーブルを作成し、存在する場合は新しいテーブルが既存のテーブルを上書きしま
す。Overwriteキーワードを省略し、そのテーブルが既に存在する場合、MapInfo Proはそのテー
ブルを上書きしません。

例
現在の MapInfo スタイルを使用したインポートの例

Import "D:\midata\GML\test.gml" Type "GML" layer "TopographicLine" style

auto off Into "D:\midata\GML\test_TopographicLine.TAB" Overwrite

次の例は、MIF (MapInfo Interchange Format) ファイルをインポートします。

Import "WORLD.MIF"
Type "MIF"
Into "world_2.tab"
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Map From world_2

DXF ファイルのインポート

構文

Import file_name
[ Type "DXF" ]
[ Into table_name ]
[ Overwrite ]
[ Warnings { On | Off } ]
[ Preserve
[ AttributeData ] [ Preserve ] [ Blocks As MultiPolygonRgns ] ]
[ CoordSys... ]
[ Autoflip ]
[ Transform
( DXF_x1, DXF_y1 ) ( DXF_x2, DXF_y2 )
( MI_x1, MI_y1 ) ( MI_x2, MI_y2 ) ]
[ Read
[ Integer As Decimal ] [ Read ] [ Float As Decimal ] ]
[ Store [ Handles ] [ Elevation ] [ VisibleOnly ] ]
[ Layer DXF_layer_name
[ Into table_name ]
[ Preserve
[ AttributeData ] [ Preserve ] [ Blocks As MultiPolygonRgns ] ] ]

[ Layer... ]

file_name はインポートするファイル名を指定する文字列です。
table_name は作成する新規テーブルの名前を指定します。
DXF_x1、DXF_y1 その他は、DXF ファイルにおける座標を示す数値です。
MI_x1、MI_y1 などは、MapInfo テーブル内の座標を表す数値です。
DXF_layer_name は、DXF ファイルにおけるレイヤの名前を示す文字列です。

説明
DXF ファイルをインポートする場合は、Import 文に次の DXF 専用の句を指定できます。

注 : 句を指定する順序は重要です。句の指定順序を誤ると、コンパイルエラーが起こりま
す。

Warnings On or Warnings Off – インポート処理時に警告メッセージを表示するかどうかを制御
します。デフォルトは、オフです。
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Preserve AttributeData – MapInfo Pro で DXF ファイルからの属性データを保存したい場合はこ
の句を含めてください。
Preserve Blocks As MultiPolygonRgns – MapInfo Proで DXFブロックレコードのポリゴンをす
べて 1つの複数ポリゴンリージョンオブジェクトに格納したい場合はこの句を含めてください。
この句を省略すると、各 DXF ポリゴンは分裂した MapInfo Pro 領域オブジェクトとなります。
CoordSys –テーブルの投影法および座標系を制御します。詳細については、「CoordSys句」を
参照してください。
Autoflip –マップの x座標をマップの中心線で反転させたい場合はこのオプションを含めてくださ
い。このオプションは、一般座標でのみ指定できます。
Transform -座標変換を指定します。Transform句では、インポートされたファイルの XY座標の
最小値と最大値を指定し、MapInfo テーブルに入れる座標の最小値と最大値を指定します。
Read Integer As Decimal - DXFファイルの整数値を新しいテーブルの固定小数フィールドに格納
したい場合はこの句を含めてください。この句は、Preserve AttributeData 句を指定したときに
のみ使用できます。
Read Float As Decimal -DXFファイルの浮動小数値を新しいテーブルの固定小数フィールドに格
納したい場合はこの句を含めてください。この句は、Preserve AttributeData 句を指定したとき
にのみ使用できます。
Store [Handles] [Elevation] [VisibleOnly] – Handles を指定すると、MapInfo テーブルの
_DXFHandleというフィールドにハンドル (図の中のオブジェクトを一意に識別できる ID番号)が
保存されます。この句で Elevationを指定すると、MapInfo Proの _DXFElevationというフィール
ドに各オブジェクトの中心標高が保存されます(直線については、直線の中心の高さが保存されま
す。領域については、オブジェクトの高さの値の平均値が保存されます)。VisibleOnlyを指定し
た場合、表示されないオブジェクトは無視されます。
Layer 句 - Layer 句を一切指定しなければ、DXF ファイル内のすべてのオブジェクトが 1 つの
MapInfo テーブルにインポートされます。Layer 句を指定した場合は、各 DXF レイヤがそれぞれ
1 つの MapInfo テーブルになります。
DXFファイルが複数のレイヤを含み、Import文に 1つ以上の Layer句を指定した場合、指定され
たレイヤのみがインポートされます。たとえば、DXFファイルに 4つのレイヤ (レイヤ 0、1、2、
3)が入っているとします。次の Import文では、4つのレイヤがすべて 1つのMapInfoテーブルに
インポートされます。

Import "FLOORS.DXF"
Into "FLOORS.TAB"
Preserve AttributeData
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次の Import 文では、レイヤ 1 と 3がインポートされ、0 と 2 はインポートされません。

Import "FLOORS.DXF"
Layer "1"
Into "FLOOR_1.TAB"
Preserve AttributeData
Layer "3"
Into "FLOOR_3.TAB"
Preserve AttributeData

GML ファイルのインポート

構文

Import file_name
[ Type "GML" ]
[ Layer layer_name ]
[ Into table_name ]
[ Style Auto [ On | Off ] ]

file_name はインポートするファイル名を指定する文字列です。
layer_name は、GML ファイルにおけるレイヤの名前を示す文字列です。
table_name は作成する新規テーブルの名前を指定します。

説明
Type の "GML" は GML ファイルを表します。
MapInfo Proは、英国陸地測量部 (OSGB)の GMLファイルのインポートをサポートします。地図
記号、地形ポイント、地形ライン、地形エリアと境界線がサポートされますが、地図テキストはサ
ポートされません。 MapInfo Pro は非地形形式をサポートするので、地形エリアは 2 つの形式に
分かれることがあります。ファイルに XLINKが含まれていると、属性データだけがインポートさ
れ、空間オブジェクトはインポートされません。 XLINKは、"xlink:href="として GMLファイルに
保存されています。ファイルに地形オブジェクトが含まれていると、空間オブジェクトをインポー
トできないことを示す警告が表示されます。 [ブラウザ] ビューにアクセスして、属性データを表
示してください。
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例
GML スタイルを使用したインポートの例

Import "D:\midata\GML\est.gml" Type "GML" layer "LandformArea" style
auto
on Into "D:\midata\GML\est_LandformArea.TAB" Overwrite

GML 2.1 ファイルのインポート

構文

Import file_name
[ Type "GML21" ]
[ Layer layer_name]
[ Into table_name ]
[ Overwrite ]
[ CoordSys... ]

file_name は、インポートする GML 2.1 ファイルの名前です。
layer_name は、GML レイヤの名前です。
table_name は、MapInfo テーブル名です。

説明
GML 2.1 ファイルなので、Type は "GML21" です。
Overwriteを指定すると、TABファイルが自動的に上書きされます。Overwriteが指定されていな
い場合は、TAB ファイルが存在していると、エラーが発生します。
Coordsys句はオプションです。Coordsys句を省略した場合、サポートされている投影法がGML
ファイルに含まれていれば、その GMLファイルの投影法が使用されます。Coordsys句を指定し
た場合は、サポートされている投影法が GMLファイルに含まれていても、Coordsys句の投影法
が使用されます。GML ファイルにサポートされている投影法が含まれていない場合は、必ず
Coordsys 句を指定する必要があります。

注 : Coordsys 句が GML ファイル内の投影法と一致していないと、データが正しくイン
ポートされない可能性があります。座標系は、GML ファイルのデータの座標系と一致して
いる必要があります。ある投影法から別の投影法にデータが変換されることはありません。
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例
GML21 スタイルを使用したインポートの例

Import "D:\midata\GML\GML2.1\mi_usa.xml" Type "GML21" layer "USA" Into
"D:\midata\GML\GML2.1\mi_usa_USA.TAB" Overwrite CoordSys Earth Projection

1, 104

関連資料
Export 文（415ページ）
関連情報
変数名の制約（389ページ）

Include 文

目的
別のテキストファイルの内容を MapBasic プログラムの一部として組み込みます。 この文は、
MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから実行しても機能しません。

構文

Include "filename"

filename は、既存のテキストファイルの名前です。

制限事項
MapBasic ウィンドウから Include 文を発行することはできません。

説明
プログラム ファイルのコンパイル中に Include 文が検出されると、指定されたファイルの内容全
体がプログラムファイル中に挿入されます。 Include文で指定されるファイルは、有効なMapBasic
文のみが含まれたテキスト ファイルであることが必要です。
filename パラメータにディレクトリ パスが指定されず、また指定したファイルが現在のディレク
トリに存在しない場合、MapBasicコンパイラはプログラムディレクトリでそのファイルを探しま
す。 このため、MAPBASIC.DEFなどの標準定義ファイルを 1 つのディレクトリに入れておくこ
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とができ、ユーザが自分のプログラム ファイルを保存しているディレクトリに定義ファイルがコ
ピーされることはありません。
Include ステートメントの最も一般的な使用方法は、標準の MapBasic 定義ファイルである
MAPBASIC.DEF を include することです。 このファイルは MapBasic に付属しており、TRUE や
FALSE などの重要な識別子が定義されています。
Include 文で使用しているファイルの内容を変更した場合は、そのファイルが Include されている
MapBasic プログラムを必ず再コンパイルしてください。

例

Include "MAPBASIC.DEF"

IndividualThemeInfo() 関数

目的
マップ内の特定の個別値主題図レイヤに関する情報を返します。 この関数は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

IndividualThemeInfo ( map_window_id, thematic_layer_id, attribute )

map_window_id は、マップ ウィンドウの識別子です。
thematic_layer_id は、マップ内の個別値主題図レイヤを指定する SmallInt です。
attribute は、返される情報の属性を示す SmallInt コードです。以下の表を参照してくださ
い。

戻り値
attribute パラメータに応じて異なる情報が返されます。

説明
attribute パラメータは、以下の表に示す値のいずれかです。
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IndividualThemeInfo() の戻り値ID属性 (attribute) コード

SmallInt型。主題図内の項目の総数 ([その他すべて]のレンジを
除く) を表します。

1INDIVTHEME_INFO_ITEMS_COUNT

SmallInt 型。スタイルの適用方法を表します。次の 3 つの値の
うちのいずれかです。
INDIVTHEME_INFO_VARY_BY_ALL(0): スタイルのすべての属性
を使用します。
INDIVTHEME_INFO_VARY_BY_COLOR(1):スタイルの色のみを
使用します。
INDIVTHEME_INFO_VARY_BY_SIZE(2):スタイルのサイズのみを
使用します。

2INDIVTHEME_INFO_VARY_STYLE

Logical 型 (T または F)。個別値主題図のスタイルによって、基
の参照レイヤのオブジェクト スタイルを置き換えるかどうかを示
します。

3INDIVTHEME_INFO_REPLACE_STYLE

[その他すべて]の項目に属するオブジェクトの表示に使用されるラ
イン スタイル句。主題図がラインに基づくものでない場合は、主
なジオメトリ (リージョンまたはポイント) の [その他すべて] の項
目のスタイルの色を用いて、デフォルトのライン スタイルが返さ
れます。

4INDIVTHEME_OTHERS_INFO_LINE

[その他すべて]の項目に属するオブジェクトの境界表示に使用され
るペン スタイル句。主題図がリージョンに基づくものでない場合
は、Pen(1, 2, 0) というデフォルト ペンが返されます。

5INDIVTHEME_OTHERS_INFO_PEN

[その他すべて]の項目に属するオブジェクトの表示に使用されるブ
ラシスタイル句。主題図がリージョンに基づくものでない場合は、
主なジオメトリ (ラインまたはポイント) の [その他すべて] の項目
のスタイルの色を用いて、デフォルトのブラシが返されます。

6INDIVTHEME_OTHERS_INFO_BRUSH

[その他すべて]の項目に属するオブジェクトの表示に使用されるシ
ンボルスタイル句。主題図がポイントに基づくものでない場合は、
主なジオメトリ (リージョンまたはライン) の [その他すべて] のレ
ンジのスタイルの色を用いて、デフォルトのスタイルが返されま
す。

7INDIVTHEME_OTHERS_INFO_SYMBOL

関連項目

IndividualThemeItemInfo() 関数 （520ページ）
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IndividualThemeItemInfo() 関数

目的
マップ内の個別値主題図レイヤの特定の主題図項目に関する情報を返します。この関数は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

IndividualThemeItemInfo ( map_window_id, thematic_layer_id, item_id,
attribute )

map_window_id は、マップ ウィンドウの識別子です。
thematic_layer_id は、マップ内の主題図レイヤを指定する SmallInt です。
item_id は、主題図項目を指定する Integer です。
attribute は、返される情報の属性を示す SmallInt コードです。以下の表を参照してくださ
い。

戻り値
attribute パラメータに応じて異なる情報が返されます。

説明
attribute パラメータは、以下の表に示す値のいずれかです。

IndividualThemeItemInfo()の戻り値ID属性 (attribute) コード

指定された項目 IDに属するオブジェクトの表示に使用されるライ
ン スタイル句。主題図がラインに基づくものでない場合は、主な
ジオメトリ (リージョンまたはポイント) の項目のスタイルの色を
用いて、デフォルトのライン スタイルが返されます。

1INDIVTHEME_ITEM_INFO_LINE

指定された項目 IDに属するオブジェクトの境界表示に使用される
ペンスタイル句。主題図がリージョンに基づくものでない場合は、
Pen(1, 2, 0) というデフォルト ペンが返されます。

2INDIVTHEME_ITEM_INFO_PEN
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IndividualThemeItemInfo()の戻り値ID属性 (attribute) コード

指定された項目 IDに属するオブジェクトの表示に使用されるブラ
シ スタイル句。主題図がリージョンに基づくものでない場合は、
主なジオメトリ (ラインまたはポイント) のレンジのスタイルの色
を用いて、デフォルトのブラシが返されます。

3INDIVTHEME_ITEM_INFO_BRUSH

指定された項目 IDに属するオブジェクトの表示に使用されるシン
ボル スタイル句。主題図がポイントに基づくものでない場合は、
主なジオメトリ (リージョンまたはライン) の項目のスタイルの色
を用いて、デフォルトのスタイルが返されます。

4INDIVTHEME_ITEM_INFO_SYMBOL

指定された項目 IDの値 (Small Integer、Integer、Decimal、
String、Float、Time、Date、または Datetime など) が返さ
れます。

5INDIVTHEME_ITEM_INFO_VALUE

関連項目

IndividualThemeInfo() 関数 （518ページ）

Input # 文

目的
ファイルからデータを変数に読み込みます。

構文

Input # filenum, var_name [ , var_name... ]

filenum は、Open File 文で開かれるファイルの番号です。
var_name は変数の名前です。

説明
Input #文は、シーケンシャルモードでオープンしたファイルからデータを読み込み、1つ以上の
MapBasic 変数にデータを保存します。
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Input # 文は、var_name パラメータで示された変数にデータ (次の行末まで) を読み込みます。
MapInfo Pro は、コンマと行末をフィールド デリミタとして扱います。テキストの行全体を 1 つ
の文字列変数に読み込むには、Line Input 文を使用します。
MapBasicは自動的にデータを変数のタイプに変換します。データを文字列変数に読み込む場合、
Input #文は空白行を空の文字列として処理します。データを数値変数に読み込む場合、Input #文
は空白行をゼロ値として処理します。
Input # 文の発行後に EOF() 関数を呼び出して、MapInfo Pro がデータを読み取ることができたか
どうかを判断します。正しく入力が行われると、EOF()関数は FALSEを返します。入力が完了す
る前にファイルの終端に達すると、EOF() 関数は TRUE を返します。
Input # 文の例については、サンプル プログラム NVIEWS (Named Views) を参照してください。
Input # 文は、次のデータ タイプを読み込めません。
• Alias
• Pen
• Brush
• フォント
• シンボル
• オブジェクト
関連項目

EOF( ) 関数、Line Input 文、Open File 文、Write # 文

Insert 文

目的
オープン済みテーブルに新しい行を付加します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンド
ウから発行できます。

構文

Insert Into table
[ ( columnlist ) ]
{ Values ( exprlist ) | Select columnlist From table }
[ DropIndex ( Auto | On | Off ) ]

table は、開いているテーブルの名前です。
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columnlist は、フィールド式をコンマで区切ったリストです。
exprlist は、1 つ以上の式をコンマで区切ったリストです。

説明
Insert文はオープン済みテーブルに新しい行を挿入します。この文には主な形式が2つあります。
一度に 1 行ずつ加えることもできますし、他のテーブルから一連の行を (Select 句を使って) 挿入
することもできます。どちらの場合も、挿入されたフィールド値の数はフィールドリストのフィー
ルドの数と一致しなければなりません。フィールド リストを指定しないと、すべてのフィールド
と見なされます。新規に挿入したレコードをディスクへ永久的に格納したい場合は、CommitTable
文を使わなければならないことに注意してください。
修正しているファイルにフィールドがいくつあるか正確に分かっている場合は、それぞれのフィー
ルドに保存する値があれば、オプションの columnlist 句を指定する必要はありません。
次の例ではテーブルに 4 つのフィールド (名前、住所、市および州) があることが分かっており、
これら 1 つ 1 つのフィールドのための値を MapBasic に提供します。すなわち、次の例はテーブ
ルに 1 つの新しい行を挿入します。

Insert Into customers
Values ("Mary Ryan", "23 Main St", "Dallas", "TX")

テーブルに 3 以下または 5 以上のフィールドがある場合、上述の文は実行時にエラーになること
に注意してください。そのテーブルにあるフィールドの数やフィールドの表示順序が正確にわから
ない場合は、オプションの columnlist 句を使ってください。
DropIndex 句を On に指定すると、トランザクション インデックスは操作の実行中は更新が中断
され、操作の完了後に再作成されます。DropIndex句を Offまたは Autoに設定すると、操作はト
ランザクション インデックスの更新中断と再作成を行わずに実行されます。

例
次の例は顧客テーブルに新しい行を挿入します。この新しい行には 1 つのフィールド値しか提供
しないので、この行の他のフィールドはすべて初めは null です。ここではテーブル中にいくつの
フィールドがあっても、"Name" フィールドがテーブル定義のどこにあっても、Values 句で指定
した 1 つの値が "Name" フィールドに保存されます。

Insert Into customers (Name)
Values ("Steve Harris")
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次の文はポイントオブジェクトを生成し、Sitesテーブルに新規にそのオブジェクトを挿入します。
ここで、Obj はテーブルの図形オブジェクトを示す特別のフィールド名です。

Insert Into sites (Obj)
Values ( CreatePoint(-73.5, 42.8) )

次の例では、Insert文を使用して、1つのテーブルのレコードを他のテーブルに付加しています。
この例では、テーブルNY_ZIPSにはニューヨーク州のZIPコードが含まれ、NJ_ZIPSにはニュー
ジャージー州の ZIP コードが含まれますが、1 つのテーブルにすべての ZIP コードを入れたいと
します。(Find のようなオペレーションは一度に 1 つのテーブルしか使えません。)

ここで、下記の Insert 文でニュージャージー テーブル (NJ_ZIPS) のすべてのレコードをニュー
ヨーク テーブル (NY_ZIPS) に付加します。

Insert Into NY_ZIPS
Select * From NJ_ZIPS

次の例ではテーブル World から図形オブジェクトを選択し、各オブジェクトを新しいレコードと
してテーブル Outline に挿入します。

Open Table "world"
Open Table "outline"
Insert Into outline (Obj)
Select Obj From World

関連項目

Commit Table 文、Delete 文、Rollback 文

InStr() 関数

目的
サブ文字列が他の文字列中のどの位置に最初に出現するかを示す文字位置を戻します。 この関数
は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

InStr( position, string, substring )

position は、検索のスタート ポジションを示す正の整数です。
string は文字列式です。
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substring は文字列内で探し出したい文字列式です。

戻り値
整数

説明
InStr()関数は、文字列式 stringに文字列式 substringが含まれるかどうかをテストします。MapBasic
プログラムはpositionパラメータで示した位置から文字列式を検索を開始します。つまり、position
パラメータの値が 1 の場合、string パラメータの一番初めから検索します。
string に substring が含まれない場合、InStr() 関数はゼロの値を返します。
string に substring が含まれる場合、InStr() 関数は substring が現れる文字位置を返します。たと
えば、substring が string の先頭にあれば、InStr() は 1 の値を戻します。
substring パラメータが null 文字列である場合、InStr() 関数はゼロの値を戻します。
InStr() 関数は大文字と小文字を区別することに注意してください。つまり、InStr() 関数は文字列
"abcde" からサブ文字列 "BC" を探し出すことはできません。"BC" が大文字だからです。

エラー コード
引数の値が有効な範囲にない場合は、ERR_FCN_ARG_RANGE (644) エラーが生成されます。

例

Dim fullname As String, pos As Integer
fullname = "New York City"
pos = InStr(1, fullname, "York")
' pos will now contain a value of 5 (five)

pos = InStr(1, fullname, "YORK")
' pos will now contain a value of 0;
' YORK is uppercase, so InStr will not locate it
' within the string "New York City"

関連項目

Mid$() 関数
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Int() 関数

目的
小数値の小数部を消去して得られる整数値を戻します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

Int( num_expr )

num_expr は数値式です。

戻り値
整数

説明
Int()関数は指定された num_expr式以下で最も近い整数値を戻します。Fix()関数は Int()関数と似
ていますが、まったく同じではありません。この 2 つの関数は負の小数値の扱い方が違います。
Fix()関数に負の小数を渡すと、元の値以上の整数で元の値に最も近い値が返されます。したがっ
て、Fix(-2.3) を呼び出すと、値 -2 が返されます。一方、Int() 関数に負の小数を渡すと、元の
値以下の整数で元の値に一番近いものが戻されます。つまり、Int(-2.3)は -3の値を返します。

例

Dim whole As Integer
whole = Int(5.999)
' whole now has the value 5

whole = Int(-7.2)
' whole now has the value -8

関連項目

Fix() 関数、Round() 関数
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IntersectNodes() 関数

目的
2 つのオブジェクトが交差する点を計算し、交点を持つ折れ線オブジェクトを戻します。 この関
数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

IntersectNodes( object1, object2, points_to_include )

object1 と object2 はオブジェクト式です。ポイントやテキスト オブジェクトは指定できません。
points_to_include は SmallInt (ID) 値です (下記の表を参照)。

戻り値
指定したポイントを含む折れ線オブジェクトを戻します。

説明
IntersectNodes() 関数は 2 つのオブジェクトが交差するノードを持つ折れ線オブジェクトを返し
ます。IntersectNodes()からは、さまざまな属性が返されます。コードは MAPBASIC.DEFで定義
されています。

IntersectNodes() の戻り値ID属性の設定

セグメントが交差するポイントを返します。1INCL_CROSSINGS

重なるセグメントの終わりのポイントを返します。6INCL_COMMON

重なるセグメントと交差するセグメントの両者のポイントを返し
ます。

7INCL_ALL
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IsGridCellNull() 関数

目的
論理値を返します。セルの値の位置 (x, y)がテーブル内で有効であり、なおかつそのセルが nullセ
ル (値が指定されていないセル) である場合に、TRUE を返します。そのセルに null 以外の値が含
まれている場合、FALSE を返します。GetCellValue() 関数を使用して、その値を取得できます。

構文

IsGridCellNull( table_id, x_pixel, y_pixel )

table_idは、テーブル名を表す文字列、正の整数のテーブル番号、または 0 (ゼロ)です。このテー
ブルはグリッド テーブルである必要があります。
x_pixel は、グリッド セルの X 座標を表すピクセル番号 (整数値) です。ピクセル番号は 0 から開
始します。ピクセル番号の最大値は (pixel_width-1) です。次の関数を呼び出して取得できます。

RasterTableInfo(...RASTER_TAB_INFO_WIDTH)

y_pixel は、グリッド セルの Y 座標を表すピクセル番号 (整数値) です。ピクセル番号は 0 から開
始します。ピクセル番号の最大値は (pixel_height-1) です。次の関数を呼び出して取得できます。

RasterTableInfo(...RASTER_TAB_INFO_HEIGHT).

戻り値
テーブル内の指定されたセルが null か null でないかを表す論理値が返されます。グリッド セルが
null でない場合 (IsGridCellNull() が FALSE を返した場合)、GetGridCellValue() 関数を呼び出して
そのグリッド ピクセルの値を取得できます。
関連項目

Create Grid 文、GetGridCellValue( ) 関数、GridTableInfo( )、RasterTableInfo( ) 関数
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IsogramInfo() 関数

目的
接続時にSetConnection Isogram文で設定されたすべての属性を返します。サーバ、時間、距離
の値のレコードの最大数を扱う属性も含まれます。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィ
ンドウから呼び出すことができます。

構文

IsogramInfo( connection_handle, attribute )

connection_handle は、Open Connection 文から返される接続番号を指定する整数です。
attribute は、取得する情報の種類を指定する整数コードです。

戻り値
Float、Logical、String 型。attribute パラメータによって変わります。

説明
この関数は、接続によりデフォルトで設定されたプロパティ、または、Set Connection Isogram
文を使って変更されたプロパティを返します。
IsogramInfo() からは、さまざまな属性が返されます。コードは MAPBASIC.DEF で定義されてい
ます。

IsogramInfo() の戻り値IDattribute の設定

Banding オプションを表す論理値です。1ISOGRAM_BANDING

MajorRoadsOnly オプションを表す論理値です。2ISOGRAM_MAJOR_ROADS_ONLY

リージョンを開口部付きで取得するかどうかを表す論
理値です。

3ISOGRAM_RETURN_HOLES
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IsogramInfo() の戻り値IDattribute の設定

リージョンのメイン ポリゴンだけを取得するかどう
かを表す論理値です。

4ISOGRAM_MAJOR_POLYGON_ONLY

最大オフ ロード距離値を表す浮動小数値です。5ISOGRAM_MAX_OFF_ROAD_DISTANCE

値に関連付けられた単位文字列です。6ISOGRAM_MAX_OFF_ROAD_DISTANCE_UNITS

単純化係数を表す浮動小数値です(0 から 1 の範囲で
表されるパーセント値)。

7ISOGRAM_SIMPLIFICATION_FACTOR

デフォルトのアンビエント速度を表す浮動小数値で
す。

8ISOGRAM_DEFAULT_AMBIENT_SPEED

距離単位 (mi、km など) を表す文字列値です。9ISOGRAM_DEFAULT_AMBIENT_SPEED_DISTANCE_UNIT

時間単位 (時、分、秒など) を表す文字列値です。10ISOGRAM_DEFAULT_AMBIENT_SPEED_TIME_UNIT

距離の境界 (等値線) を調べる際、オフ ネットワーク
トラベルが許可されている場合に、オフロード ネッ
トワークの残りのコスト (距離) に対する比率を決定
します。ネットワークで識別されない道路としては、
私道やアクセス道路などがあります。伝播係数
(Propagation Factor) は、始点と等値線間の距離計算
に使用されるコストの比率です。このプロパティのデ
フォルト値は 0.16 です。

11ISOGRAM_DEFAULT_PROPAGATION_FACTOR

サービスに対して一度に送信される最大レコード数を
表す整数値です。

12ISOGRAM_BATCH_SIZE

非ポイント オブジェクトを含むレコードをスキップ
するかどうかを表す論理値です。

13ISOGRAM_POINTS_ONLY

前回のコマンドで挿入されたレコード数を表す整数値
です。

14ISOGRAM_RECORDS_INSERTED

前回のコマンドで挿入されなかったレコード数を表す
整数値です。

15ISOGRAM_RECORDS_NOTINSERTED
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IsogramInfo() の戻り値IDattribute の設定

サービスに対して一度に送信することをサーバが許可
する最大レコード数 (ポイント数など) を表す整数値
です。

16ISOGRAM_MAX_BATCH_SIZE

許可される Iso バンド (距離や時間など) の最大数を
示す整数値。

17ISOGRAM_MAX_BANDS

Isodistance 要求に対して許可される最大距離を示す
Float 値。距離単位は
ISOGRAM_MAX_DISTANCE_UNITSで指定します。

18ISOGRAM_MAX_DISTANCE

ISOGRAM_MAX_DISTANCEの単位を示す文字列値。19ISOGRAM_MAX_DISTANCE_UNITS

Isochrone 要求に対して許可される最大時間を示す
Float値。時間単位は ISOGRAM_MAX_TIME_UNITS
で指定します。

20ISOGRAM_MAX_TIME

ISOGRAM_MAX_TIMEの単位を示す文字列値。21ISOGRAM_MAX_TIME_UNITS

例
以下のMapBasicコードは、Envinsa Routing制限をMapInfo Proのメッセージウィンドウに出力
します。

Include "MapBasic.Def"
declare sub main
sub main
dim iConnect as integer
Open Connection Service Isogram
URL "http://envinsa_server:8062/Route/services/Route"
User "john"
Password "green"
into variable iConnect

Print "Isogram_Max_Batch_Size: " +
IsogramInfo(iConnect,Isogram_Max_Batch_Size)
Print "Isogram_Max_Bands: " + IsogramInfo(iConnect, Isogram_Max_Bands)
Print "Isogram_Max_Distance: " + IsogramInfo(iConnect,
Isogram_Max_Distance)
Print "Isogram_Max_Distance_Units: " + IsogramInfo(iConnect,
Isogram_Max_Distance_Units)
Print "Isogram_Max_Time: " + IsogramInfo(iConnect,Isogram_Max_Time)
Print "Isogram_Max_Time_Units: " +
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IsogramInfo(iConnect,Isogram_Max_Time_Units)
Close Connection iConnect
end sub

関連項目

Create Object 文、Open Connection 文、Set Connection Isogram 文

IsPenWidthPixels() 関数

目的
IsPenWidthPixels 関数はペン幅がピクセル、ポイントのどちらで設定されているかを調べます。
この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

IsPenWidthPixels( penwidth )

penwidth はペン幅を示す 2 バイト整数です。

戻り値
ペン幅がピクセルの場合は True を戻します。ポイントの場合は False を戻します。

説明
IsPenWidthPixels() 関数は、ペン幅の単位がピクセルのときに TRUE を戻します。ラインのペン
幅を調べるには StyleAttr() 関数を使用します。

例

Include "MAPBASIC.DEF"
Dim CurPen As Pen
Dim Width As Integer
Dim PointSize As Float
CurPen = CurrentPen()
Width = StyleAttr(CurPen, PEN_WIDTH)
If Not IsPenWidthPixels(Width) Then
PointSize = PenWidthToPoints(Width)
End If
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関連項目

CurrentPen() 関数、MakePen() 関数、Pen 句、PenWidthToPoints() 関数、StyleAttr() 関数

Kill 文

目的
ファイルを削除します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Kill filespec

filespec は、ファイル名 (パス名を加えても可) を指定する文字列です。

戻り値
String

説明
Kill文は、コンピュータのディスクからファイルを削除します。Kill文には "元に戻す"操作があり
ません。したがって、Kill 文は慎重に使ってください。

例

Kill "C:\TEMP\JUNK.TXT"

関連項目

Open File 文
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LabelFindByID() 関数

目的
内部ラベル ポインタを初期化し、マップ レイヤの特定行に対するラベルを検索できるようにしま
す。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

LabelFindByID( map_window_id, layer_number, row_id, table, b_mapper )

map_window_id は整数のウィンドウ ID で、マップ ウィンドウを特定します。
layer_number は使用中のマップ ウィンドウ内のレイヤ番号です (たとえば、1 は最上位のレイヤ
を示します)。
row_id は正の整数値で、検索したいラベルが入っている行の行番号を示します。
table はテーブル名または空の文字列（""）です。シームレス テーブルに属するテーブルを検索す
る場合はメンバ テーブル名を指定し、それ以外は空の文字列を指定します。
b_mapperは論理値です。TRUEを指定すれば、マップがアクティブな時に表れるラベルを検索で
きます。FALSEを指定すれば、マップがレイアウトの内部にある時に表れるラベルを検索できま
す。

戻り値
論理値。TRUEは、指定された行に対するラベルが存在することを示します。

説明
LabelFindByID()は、マップ レイヤの特定行に対するラベルを検索したい場合に呼び出してくだ
さい。戻り値が TRUEなら、行に対してラベルが存在しています。LabelInfo()関数を呼び出せば
ラベルが検索できます。
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例
以下の例は World テーブルをマップ表示して自動ラベルを表示した後、テーブルの特定行に対し
てラベルを描画するかどうか決めるものです。

Include "mapbasic.def"
Dim b_morelabels As Logical
Dim i_mapid As Integer
Dim obj_mytext As Object
Open Table "World" Interactive As World
Map From World
i_mapid = FrontWindow()
Set Map Window i_mapid Layer 1 Label Auto On
' Make sure all labels draw before we continue...
Update Window i_mapid
' Now see if row # 1 was auto-labeled
b_morelabels = LabelFindByID(i_mapid, 1, 1, "", TRUE)
If b_morelabels Then
' The object was labeled; now query its label.
obj_mytext = LabelInfo(i_mapid, 1, LABEL_INFO_OBJECT)
' At this point, you could save the obj_mytext object
' in a permanent table; or you could query it by
' calling ObjectInfo() or ObjectGeography().
End If

関連項目

LabelFindFirst() 関数、LabelFindNext() 関数、LabelInfo() 関数

LabelFindFirst() 関数

目的
内部ラベル ポインタを初期設定して、マップ レイヤ内の最初のラベルを検索できるようにしま
す。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

LabelFindFirst( map_window_id, layer_number, b_mapper )

map_window_id は整数のウィンドウ ID で、マップ ウィンドウを特定します。
layer_number は使用中のマップ ウィンドウ内のレイヤ番号です (たとえば、1 は最上位のレイヤ
を示します)。
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b_mapperは論理値です。TRUEを指定すれば、マップがアクティブな時に表れるラベルを検索で
きます。FALSEを指定すれば、マップがレイアウトの内部にある時に表れるラベルを検索できま
す。

戻り値
論理値。指定したレイヤにラベルが存在する場合（ラベルが現在可視であるか、あるいはユーザー
がラベルを編集し、その編集されたラベルが現在不可視である場合のいずれか）はTRUEが戻され
ます。

説明
ラベル検索のためにマップ レイヤのラベルによりループしたい場合には、LabelFindFirst()を呼
び出してください。ラベル検索は、下記の 2 つの手順からなります。
1. LabelFindFirst()関数、LabelFindNext() 関数、または LabelFindByID() 関数を呼び出し、

MapBasic のラベル内部ポインタを設定します。
2. 手順 1で呼び出した関数が FALSEを戻さなければ、LabelInfo()関数を呼び出して現在のラベ

ルを検索できます。
さらにラベル検索を続けたい場合は、手順 1 に戻ってください。

例
LabelInfo() 関数の例を参照してください。
関連項目

LabelFindByID() 関数、LabelFindNext() 関数、LabelInfo() 関数

LabelFindNext() 関数

目的
内部ラベルポインタを進めて、マップレイヤ内の次のラベルを検索できるようにします。この関
数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

LabelFindNext( map_window_id, layer_number )
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map_window_id は整数のウィンドウ ID で、マップ ウィンドウを特定します。
layer_number は使用中のマップ ウィンドウ内のレイヤ番号です (たとえば、1 は最上位のレイヤ
を示します)。

戻り値
論理値。TRUEは、ラベルポインタが次のラベルに進められたことを示します。FALSEは、そのレ
イヤにはもうラベルがないことを示します。

説明
LabelFindFirst()関数を呼び出してラベル検索を開始したら、その後は、LabelFindNext()を呼び
出して同じレイヤ内の次のラベルに進んでください。

例
LabelInfo() 関数の例を参照してください。
関連項目

LabelFindByID() 関数、LabelFindFirst() 関数、LabelInfo() 関数

LabelInfo() 関数

目的
マップ内のラベルに関する情報を戻します。LabeIInfoはラベルをテキストオブジェクトで戻すこ
とができます。戻されたテキスト オブジェクトは湾曲していたり、回転された直線のテキストで
あったりします。ただし、ラベルが湾曲している場合は、回転された直線のテキストとして返され
ます。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

Labelinfo( map_window_id, layer_number, attribute )

map_window_id は整数のウィンドウ ID で、マップ ウィンドウを特定します。
layer_number は使用中のマップ ウィンドウ内のレイヤ番号です (たとえば、1 は最上位のレイヤ
を示します)。
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attribute は、返される情報の属性を示すコードです。以下の表を参照してください。

戻り値
戻り値は attribute によって決まります。

説明
Labelinfo() 関数は、マップ ウィンドウ内のラベルに関する情報を戻します。

注 : ラベルはテキスト オブジェクトとは違います。テキスト オブジェクトの検索には、
ObjectInfo() 関数または ObjectGeography() 関数などの関数を呼び出してください。

Labelinfo() を呼び出す前に、必ず LabelFindFirst() 関数、LabelFindNext() 関数、または
LabelFindByID()関数を呼び出して、MapBasicの内部ラベルポインタを初期設定します。下記の
例を参照してください。
attributeパラメータには、次の表に示したコードのいずれかを指定する必要があります。これらの
コードは MAPBASIC.DEF で定義されています。

Labelinfo() の戻り値IDattribute コード

テキスト オブジェクトが戻されます。これはラベルに似たもので
す。この機能でラベルをテキスト オブジェクトに変換し、さらに
テーブルに保存もできます。

注 : LABEL_INFO_OBJECTを指定するとテキスト オブ
ジェクトが戻されます。ただし、ラベルが湾曲している場
合は、Parallel の方向でラベルが戻されます。MapBasic
では湾曲したラベルをテキスト オブジェクトとして扱う
ことができません。

1LABEL_INFO_OBJECT
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Labelinfo() の戻り値IDattribute コード

0 から 8 までの整数値で、ラベルの基準点との位置関係を示しま
す。戻り値は以下のコードのうちの 1 つになります。

• LAYER_INFO_LBL_POS_AUTO (-1)、
• LAYER_INFO_LBL_POS_CC (0)、
• LAYER_INFO_LBL_POS_TL (1)、
• LAYER_INFO_LBL_POS_TC (2)、
• LAYER_INFO_LBL_POS_TR (3)、
• LAYER_INFO_LBL_POS_CL (4)、
• LAYER_INFO_LBL_POS_CR (5)、
• LAYER_INFO_LBL_POS_BL (6)、
• LAYER_INFO_LBL_POS_BC (7)、
• LAYER_INFO_LBL_POS_BR (8)。

ラベルが水平方向に "中心付け" され、垂直方向には基準点の上に
あれば、位置の値は 0 です。ラベルが自動配置される場合、-1 ～
8 の範囲で配置されます。

2LABEL_INFO_POSITION

浮動小数点数。ラベルの基準点の位置の X 座標を示します。3LABEL_INFO_ANCHORX

浮動小数点数。ラベルの基準点の位置の Y 座標を示します。4LABEL_INFO_ANCHORY

0 から 200 までの整数値で、ラベルの基準点からのオフセット距
離 (単位はポイント) を示します。

5LABEL_INFO_OFFSET

整数値で、このラベルを所有する行の ID番号を示します。ラベル
が存在しなければ 0 を戻します。

6LABEL_INFO_ROWID

文字列値で、このラベルを所有するテーブルの名前を表します。
シームレステーブルを使っていて、どのメンバテーブルがそのラ
ベルを所有しているか知る必要がある場合に有効です。

7LABEL_INFO_TABLE

論理値。ラベルが編集されていれば TRUE になります。8LABEL_INFO_EDIT

論理値。ラベル可視性がOFFに設定されていれば TRUEになりま
す。

9LABEL_INFO_EDIT_VISIBILITY

論理値。ラベルが移動されていれば TRUE になります。10LABEL_INFO_EDIT_ANCHOR
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Labelinfo() の戻り値IDattribute コード

論理値。ラベルのオフセットが変更されていれば TRUE になりま
す。

11LABEL_INFO_EDIT_OFFSET

論理値。ラベルのフォントが変更されていればTRUEになります。12LABEL_INFO_EDIT_FONT

論理値。呼び出し行のペン形式が変更されていれば TRUE になり
ます。

13LABEL_INFO_EDIT_PEN

論理値。ラベルのテキストが変更されていればTRUEになります。14LABEL_INFO_EDIT_TEXT

論理値。ラベルのテキスト アロー設定が変更されていれば TRUE
になります。

15LABEL_INFO_EDIT_TEXTARROW

論理値。ラベルの回転角度が変更されていればTRUEになります。16LABEL_INFO_EDIT_ANGLE

論理値。ラベルの位置 (基準点との位置関係) が変更されていれば
TRUE になります。

17LABEL_INFO_EDIT_POSITION

論理値。呼び出し行が移動されていれば TRUE になります。18LABEL_INFO_EDIT_TEXTLINE

論理値。ラベルが選択されていれば TRUE になります。19LABEL_INFO_SELECT

論理値。現在ラベルが可視であれば TRUE になります。20LABEL_INFO_DRAWN

"使用中のラベル" の方向を示す 2 バイト整数の値を戻します。使
用中のラベルは、LabelFindFirst、LabelFindByID、LabelFindNext
のいずれかの Label 関数を使用して初期化されます。戻り値は以
下のいずれかです。

• LAYER_INFO_LABEL_ORIENT_HORIZONTAL (ラベルの角度は
ゼロ)

• LAYER_INFO_LABEL_ORIENT_PARALLEL (ラベルの角度はゼ
ロではない)

• LAYER_INFO_LABEL_ORIENT_CURVED (ラベルは湾曲してい
る)

21LABEL_INFO_ORIENTATION
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例
下記の例は、すべてのラベルに対してループ処理を実行して行を探す方法を示します。Labelinfo()
関数を使って各ラベルを検索します。

Dim b_morelabels As Logical
Dim i_mapid, i_layernum As Integer
Dim obj_mytext As Object
' Here, you would assign a Map window's ID to i_mapid,
' and assign a layer number to i_layernum.
b_morelabels = LabelFindFirst(i_mapid, i_layernum, TRUE)
Do While b_morelabels
obj_mytext = LabelInfo(i_mapid, i_layernum, LABEL_INFO_OBJECT)
' At this point, you could save the obj_mytext object
' in a permanent table; or you could query it by
' calling ObjectInfo() or ObjectGeography().
b_morelabels = LabelFindNext(i_mapid, i_layernum)
Loop

関連項目

LabelFindByID() 関数、LabelFindFirst() 関数、LabelFindNext() 関数

LabelOverrideInfo() 関数

特定のラベルの上書きに関する情報を返します。

構文

LabelOverrideInfo (
window_id, layer_number, labeloverride_index, attribute )

window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
layer_numberは、現在のマップウィンドウにおけるレイヤ番号 (たとえば、最前面レイヤは 1)で
す。マップ ウィンドウ内のレイヤ数を調べるには、MapperInfo() 関数を呼び出します。
labeloverride_index は レイヤ内の上書きの定義に関する (1 から始まる) 整数インデックスです。
各ラベル上書きは特定のズーム範囲と結び付けられており、一番小さいズーム範囲値が一番上 (イ
ンデックス 1) となるように並べられます。
attribute は、返される情報の属性を示すコードです。以下の表を参照してください。
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戻り値
attribute パラメータに応じた値を返します。

説明
LabelOverrideInfo()関数は、既存のマップウィンドウ内の特定のレイヤの特定のラベル上書きの
ラベル情報を返します。layer_numberは、有効なレイヤ番号でなければなりません (たとえば、1
は最前面のレイヤ)。attribute パラメータには、次の表に示したコードのいずれかを指定する必要
があります。これらのコードは MAPBASIC.DEF で定義されています。

LabelOverrideInfo() の戻り値ID属性コード

ラベル上書きの名前。1LBL_OVR_INFO_NAME

上書きラベルが可視か不可視かを示す2バイト整数値。
戻り値は以下のいずれかです。
• LBL_OVR_INFO_VIS_OFF (0)

上書きラベルは無効/オフで、不可視
• LBL_OVR_INFO_VIS_ON (1)

上書きラベルは現在マップに表示されている
• LBL_OVR_INFO_VIS_OFF_ZOOM (2)

上書きラベルは、マップのズーム範囲外にあるため、
現在表示されていない

2LBL_OVR_INFO_VISIBILITY

ラベル上書きを表示する最小ズーム値を示す浮動小数
値 (単位は、MapBasic の現在の距離単位)。

3LBL_OVR_INFO_ZOOM_MIN

ラベル上書きを表示する最大ズーム値を示す浮動小数
値。

4LBL_OVR_INFO_ZOOM_MAX

文字列。ラベルで使用される式。5LBL_OVR_INFO_EXPR
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LabelOverrideInfo() の戻り値ID属性コード

ラベル移動後に元の位置と結ぶラインのタイプを示す
2バイト整数。戻り値は次のいずれかの値になります。
• LAYER_INFO_LBL_LT_NONE (0)

ラインなし
• LAYER_INFO_LBL_LT_SIMPLE (1)

シンプル ライン
• LAYER_INFO_LBL_LT_ARROW (2)

矢印付きライン

6LBL_OVR_INFO_LT

ラベルで使用されるフォント スタイル。7LBL_OVR_INFO_FONT

論理値。レイヤが平行ラベルに設定されていれば
TRUE。

8LBL_OVR_INFO_PARALLEL

ラベル位置を示す 2 バイト整数。戻り値は次のいずれ
かの値になります (T =上、B =下、C =中央、R =右、
L = 左)。
• LAYER_INFO_LBL_POS_CC (0)
• LAYER_INFO_LBL_POS_TL (1)
• LAYER_INFO_LBL_POS_TC (2)
• LAYER_INFO_LBL_POS_TR (3)
• LAYER_INFO_LBL_POS_CL (4)
• LAYER_INFO_LBL_POS_CR (5)
• LAYER_INFO_LBL_POS_BL (6)
• LAYER_INFO_LBL_POS_BC (7)
• LAYER_INFO_LBL_POS_BR (8)

9LBL_OVR_INFO_POS

論理値。オーバーラップ ラベルが許されていれば
TRUE。

10LBL_OVR_INFO_OVERLAP

論理値。重複ラベルが許されていれば TRUE。11LBL_OVR_INFO_DUPLICATES

0～ 50の 2バイト整数。オブジェクト中心からのラベ
ル オフセットをポイント数で示します。

12LBL_OVR_INFO_OFFSET

このラベル レイヤ上書きで許される最高ラベル数を示
す整数値。最高ラベル数が設定されていなければ、
2,147,483,647 が戻されます。

13LBL_OVR_INFO_MAX
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LabelOverrideInfo() の戻り値ID属性コード

論理値。このレイヤの [部分ラベル] チェック ボックス
がチェックされていれば TRUE。

14LBL_OVR_INFO_PARTIALSEGS

レイヤのラベルを自動で方向付けするための設定を示
す 2 バイト整数を戻します。戻り値は次のいずれかの
値になります。
• LAYER_INFO_LABEL_ORIENT_HORIZONTAL

(ラベルの角度はゼロ)
• LAYER_INFO_LABEL_ORIENT_PARALLEL

(ラベルの角度はゼロではない)
• LAYER_INFO_LABEL_ORIENT_CURVED (ラベルは
湾曲している)

戻り値が LAYER_INFO_LABEL_ORIENT_PARALLEL
の場合は、LBL_OVR_INFO_PARALLELが TRUEとな
ります。

15LBL_OVR_INFO_ORIENTATION

指定されたレイヤのラベルのアルファ係数を表す 2 バ
イト整数。

• 0 = 完全透過。
• 255 = 完全不透過。

レイヤの透過性またはアルファ係数を設定するには、
SetMap Label句文を使用します。「個別のラベルのプ
ロパティの管理」を参照。

16LBL_OVR_INFO_ALPHA

論理値。このラベル上書きがラベルを自動表示するよ
うに設定されていれば TRUE。

17LBL_OVR_INFO_AUTODISPLAY

論理値。ラベルが他と重なり合う場合は TRUE で、こ
のとき、他のラベルと重ならないラベルの位置が見つ
かるまで、または、すべての位置を試行するまで、ラ
ベルの配置を繰り返し試行。

18LBL_OVR_INFO_POS_RETRY

引出し線の表示に使うペン スタイル。19LBL_OVR_INFO_LINE_PEN

2バイト整数値。曲線ラベルが折れ線から最大何パーセ
ントまで張り出すことができるか。

20LBL_OVR_INFO_PERCENT_OVER
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LabelOverrideInfo() の戻り値ID属性コード

論理値。ラベルの上書き用の高度なリージョン ラベル
オプションがオンまたはオフのいずれかに設定されて
いれば TRUE。

21LBL_OVR_INFO_AUTO_POSITION

整数値。ラベルの上書きでラベルをリージョン内に適
合させる際に使用できるフォント サイズの個数を示し
ます。フォント数は 1 ～ 10 の範囲で定義できます。0
(ゼロ) 値は Default が選択されることを示すため、
MapInfo Pro は使用するフォントの数を定義します。

22LBL_OVR_INFO_AUTO_SIZES

論理値:このラベルオプションがOnであれば TRUE。
オプションのフォント サイズを小さくした後も、ラベ
ルがリージョンに適合しない場合は、ラベルは描画さ
れません。

23LBL_OVR_INFO_SUPPRESS_IF_NO_FIT

整数値。ラベルの上書きでラベルのフォント サイズを
自動的に変更してラベルを適合させる際に使用するフォ
ント サイズの刻み (パーセント) を定義します。元の
フォントサイズが 24 ptで、サイズの刻みが 66に定義
されている場合、最小フォントは 24 pt よりも 66% 小
さくなります (最小フォントは 8pt です)。

24LBL_OVR_INFO_AUTO_SIZE_STEP

論理値。曲線ラベルの自動配置がオンまたはオフのい
ずれに設定されているかを示します。

25LBL_OVR_INFO_CURVED_BEST_POSITION

回転ラベルを作成するためにフォールバックするオプ
ションがオンまたはオフのいずれに設定されているか
を示す論理値。

26LBL_OVR_INFO_CURVED_FALLBACK

略語の使用がオンまたはオフのいずれに設定されてい
るかを示す論理値。

27LBL_OVR_INFO_USE_ABBREVIATION

略語ラベルに使用するフィールド演算式を返します。28LBL_OVR_INFO_ABBREVIATION_EXPR

論理値。ラベルの上書きでコールアウトをレンダリン
グする高度なリージョンラベルオプションがオンであ
れば TRUE。

29LBL_OVR_INFO_AUTO_CALLOUT

論理値。式のプロパティが (ベース レイヤと比較して)
編集されているかどうかを表します。

30LBL_OVR_INFO_EXPR_EDITED
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LabelOverrideInfo() の戻り値ID属性コード

論理値。ラインの種類のプロパティが編集されている
かどうかを表します。

31LBL_OVR_INFO_LT_EDITED

論理値。フォントのプロパティが編集されているかど
うかを表します。

32LBL_OVR_INFO_FONT_EDITED

論理値。配置のプロパティが編集されているかどうか
を表します。

33LBL_OVR_INFO_PARALLEL_EDITED

論理値。位置のプロパティが編集されているかどうか
を表します。

34LBL_OVR_INFO_POS_EDITED

論理値。重なりのプロパティが編集されているかどう
かを表します。

35LBL_OVR_INFO_OVERLAP_EDITED

論理値。重複のプロパティが編集されているかどうか
を表します。

36LBL_OVR_INFO_DUPLICATES_EDITED

論理値。オフセットのプロパティが編集されているか
どうかを表します。

37LBL_OVR_INFO_OFFSET_EDITED

論理値。ラベルの最大数のプロパティが編集されてい
るかどうかを表します。

38LBL_OVR_INFO_MAX_EDITED

論理値。部分ラベルのプロパティが編集されているか
どうかを表します。

39LBL_OVR_INFO_PARTIALSEGS_EDITED

論理値。配置のプロパティが編集されているかどうか
を表します。

40LBL_OVR_INFO_ORIENTATION_EDITED

論理値。アルファ係数のプロパティが編集されている
かどうかを表します。

41LBL_OVR_INFO_ALPHA_EDITED

論理値。自動表示のプロパティが編集されているかど
うかを表します。

42LBL_OVR_INFO_AUTODISPLAY_EDITED

論理値。配置の再試行のプロパティが編集されている
かどうかを表します。

43LBL_OVR_INFO_POS_RETRY_EDITED
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LabelOverrideInfo() の戻り値ID属性コード

論理値。ライン ペンのプロパティが編集されているか
どうかを表します。

44LBL_OVR_INFO_LINE_PEN_EDITED

論理値。パーセントのプロパティが編集されているか
どうかを表します。

45LBL_OVR_INFO_PERCENT_OVER_EDITED

論理値。自動配置のプロパティが編集されているかど
うかを表します。

46LBL_OVR_INFO_AUTO_POSITION_EDITED

論理値。自動サイズ設定のプロパティが編集されてい
るかどうかを表します。

47LBL_OVR_INFO_AUTO_SIZES_EDITED

論理値。はみ出すラベルを非表示にするプロパティが
編集されているかどうかを表します。

48LBL_OVR_INFO_SUPPRESS_IF_NO_FIT_EDITED

論理値。サイズ刻みのプロパティが編集されているか
どうかを表します。

49LBL_OVR_INFO_AUTO_SIZESTEP_EDITED

論理値。折れ線に沿って適切な位置を検出するプロパ
ティが編集されているかどうかを表します。

50LBL_OVR_INFO_CURV_BEST_POS_EDITED

論理値。曲線ラベルが描画できない場合の代用に関す
るプロパティが編集されているかどうかを表します。

51LBL_OVR_INFO_CURV_FALLBACK_EDITED

論理値。省略ラベルの使用に関するプロパティが編集
されているかどうかを表します。

52LBL_OVR_INFO_USE_ABBREV_EDITED

論理値。省略ラベルの演算式に関するプロパティが編
集されているかどうかを表します。

53LBL_OVR_INFO_ABBREV_EXPR_EDITED

論理値。引出し線ラベルの自動生成に関するプロパティ
が編集されているかどうかを表します。

54LBL_OVR_INFO_AUTO_CALLOUT_EDITED

例
LabelOverrideInfo(nMID, nLayer, nOverride, LBL_OVR_INFO_ORIENTATION)

関連項目
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StyleOverrideInfo() 関数、LayerStyleInfo() 関数、Set Map 文、LayerInfo() 関数

LayerControlInfo() 関数

目的
[レイヤ管理] ウィンドウの情報を返します。

構文

LayerControlInfo( attribute )

attribute は、返される情報の属性を示すコードです。以下の表を参照してください。

説明
attributeパラメータは次の表にある値です。左の欄のコードは MAPBASIC.DEFで定義されます。

TableInfo() の戻り値IDattribute コード

選択された項目の個数を表す 2 バイト整数値。1LC_INFO_SEL_COUNT

例

LayerControlInfo(LC_INFO_SEL_COUNT)

関連項目

LayerControlSelectionInfo() 関数

LayerControlSelectionInfo() 関数

目的
[レイヤ管理] ウィンドウ内の選択された項目に関する情報を返します。
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構文

LayerControlSelectionInfo( selection_index, attribute )

selection_id は、[レイヤ管理] 内の選択された項目のインデックスです。
attribute は、返される情報の属性を示すコードです。以下の表を参照してください。

説明
attributeパラメータは以下の表に示す値のいずれかになります。左の欄のコードはMAPBASIC.DEF

で定義されます。

LayerControlSelectionInfo()の戻り値IDattribute コード

選択された項目の名前を示す文字列値。1LC_SEL_INFO_NAME

選択された項目のタイプを示す 2 バイト整数値。戻り値は次のい
ずれかの値になります。
• LC_SEL_INFO_TYPE_MAP (0)
• LC_SEL_INFO_TYPE_LAYER (1)
• LC_SEL_INFO_TYPE_GROUPLAYER (2)
• LC_SEL_INFO_TYPE_STYLE_OVR (3)
• LC_SEL_INFO_TYPE_LABEL_OVR (4)
• LC_SEL_INFO_TYPE_THEME_ITEM (5)

2LC_SEL_INFO_TYPE

選択された項目に関連付けられているマップ ウィンドウのウィン
ドウ ID を示す整数値。

3LC_SEL_INFO_MAPWIN_ID

選択された項目に関連付けられているレイヤの IDを示す 2バイト
整数値。マップ項目が選択されているとき、この値を照会すると、
戻り値は -1 になります。主題図カテゴリ項目の場合は、主題図レ
イヤのレイヤ ID です。

4LC_SEL_INFO_LAYER_ID

選択された項目に関連付けられている上書きのインデックスを示
す 2 バイト整数値。マップ、レイヤ、グループ レイヤ、または主
題図カテゴリ項目が選択されているときにこの値を照会すると、
戻り値は -1 になります。

5LC_SEL_INFO_OVR_ID
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例

LayerControlSelectionInfo(layer_number, LC_SEL_INFO_NAME)

関連項目

LayerControlInfo() 関数

LayerInfo() 関数

目的
マップ ウィンドウ内のレイヤ情報を戻します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンド
ウから呼び出すことができます。

構文

LayerInfo( window_id, layer_number, attribute )

window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
layer_numberは、現在のマップウィンドウにおけるレイヤ番号 (たとえば、最前面レイヤは 1)で
す。マップ ウィンドウ内のレイヤ数を調べるには、MapperInfo() 関数を呼び出します。
attribute は、返される情報の属性を示すコードです。以下の表を参照してください。

戻り値
attribute パラメータに応じた値を返します。

制限事項
LayerInfo()関数で問い合わせることができる設定の多くは、従来のマップレイヤにしか適用され
ません (システムレイヤ、主題図レイヤ、ラスタイメージテーブルを表すマップレイヤには適用
されません)。下の例を参照してください。

説明
LayerInfo() 関数は存在する Map ウィンドウの中の 1 つのレイヤについての情報を戻します。
layer_number は、有効なレイヤ番号でなければなりません (たとえば、1 は最前面のレイヤ)。
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attributeパラメータには、次の表に示したコードのいずれかを指定する必要があります。これらの
コードは MAPBASIC.DEF で定義されています。ここでは、LAYER_HOTLINK_*属性を使用して
Hotlink オプションも検索できます。

LayerInfo() の戻り値ID属性コード

このマップ レイヤに関連付けられたテーブル名を示す
文字列。指定されたレイヤがマップのシステム レイヤ
であれば、テーブル名は "Cosmetic1" のようになりま
す。このテーブル名は、他の文 (たとえば、Select 文)
で使用できます。

1LAYER_INFO_NAME

論理値。レイヤが編集可能であれば TRUE。2LAYER_INFO_EDITABLE

論理値。レイヤが選択可能な時、TRUE を戻します。3LAYER_INFO_SELECTABLE

論理値。ズームレイヤが有効であれば TRUE。4LAYER_INFO_ZOOM_LAYERED

レイヤを表示する最小ズーム値を示す浮動小数値 (単位
は、MapBasic の現在の距離単位)。(MapBasic の距離
単位を設定するには、Set Distance Units 文を使用し
ます。)

5LAYER_INFO_ZOOM_MIN

レイヤを表示する最大ズーム値を示す浮動小数値。6LAYER_INFO_ZOOM_MAX

論理値。システム レイヤであれば TRUE。7LAYER_INFO_COSMETIC

マップ レイヤを保存したテーブルの完全パスを表す文
字列です。

8LAYER_INFO_PATH
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LayerInfo() の戻り値ID属性コード

このレイヤの表示状態を示す 2 バイト整数。戻り値は
次のいずれかの値になります。
• LAYER_INFO_DISPLAY_OFF (0)

(レイヤは表示されない)
• LAYER_INFO_DISPLAY_GRAPHIC (1)

このレイヤ内のオブジェクトは、それぞれの "デフォ
ルト"スタイル、つまりテーブルに保存されているス
タイルで表示される

• LAYER_INFO_DISPLAY_GLOBAL (2)

このレイヤ内のオブジェクトは、[レイヤ管理] の "上
書きスタイル" 指定に従って表示される。

• LAYER_INFO_DISPLAY_VALUE (3)

(このレイヤ内のオブジェクトは、主題で色分けされ
る)

9LAYER_INFO_DISPLAY

ライン オブジェクトの表示に使用されるペン スタイ
ル。レイヤのプロパティの基本セットに積み上げスタ
イルが含まれている場合は、返されたペンが積み上げ
スタイルの最初のパスになります。

10LAYER_INFO_OVR_LINE

フィルされたオブジェクトの境界の表示に使用される
ペン スタイル。レイヤのプロパティの基本セットに積
み上げスタイルが含まれている場合は、返されたペン
が積み上げスタイルの最初のパスになります。

11LAYER_INFO_OVR_PEN

フィルされたオブジェクトの表示に使用されるブラシ
スタイル。レイヤのプロパティの基本セットに積み上
げスタイルが含まれている場合は、返されたブラシが
積み上げスタイルの最初のパスになります。

12LAYER_INFO_OVR_BRUSH

ポイントオブジェクトの表示に使用されるシンボルス
タイル。レイヤのプロパティの基本セットに積み上げ
スタイルが含まれている場合は、返されたシンボルが
積み上げスタイルの最初のパスになります。

13LAYER_INFO_OVR_SYMBOL

テキストオブジェクトの表示に使用されるフォントス
タイル。レイヤのプロパティの基本セットに積み上げ
スタイルが含まれている場合は、返されたフォントが
積み上げスタイルの最初のパスになります。

14LAYER_INFO_OVR_FONT
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文字列。ラベルで使用される式。15LAYER_INFO_LBL_EXPR

ラベル移動後に元の位置と結ぶラインのタイプを示す
2バイト整数。戻り値は次のいずれかの値になります。
• LAYER_INFO_LBL_LT_NONE (0)

ラインなし
• LAYER_INFO_LBL_LT_SIMPLE (1)

シンプル ライン
• LAYER_INFO_LBL_LT_ARROW (2)

矢印付きライン

16LAYER_INFO_LBL_LT

MapBasic 3.x でコンパイルされたアプリケーションで
は、次の値が戻されます。
論理値。現行のフォントを使用するようにレイヤが設
定されていればTRUE、レイヤがユーザー指定フォント
を使用するように設定されていればFALSE
（LAYER_INFO_LBL_FONTを参照）。
MapBasic 4.0 以降でコンパイルされたアプリケーショ
ンでは、常に FALSE が戻されます。

17LAYER_INFO_LBL_CURFONT

ラベルで使用されるフォント スタイル。18LAYER_INFO_LBL_FONT

論理値。レイヤが平行ラベルに設定されていれば
TRUE。

19LAYER_INFO_LBL_PARALLEL

ラベル位置を示す 2 バイト整数。戻り値は次のいずれ
かの値になります (T =上、B =下、C =中央、R =右、
L = 左)。
• LAYER_INFO_LBL_POS_TL (1)
• LAYER_INFO_LBL_POS_TC (2)
• LAYER_INFO_LBL_POS_TR (3)
• LAYER_INFO_LBL_POS_CL (4)
• LAYER_INFO_LBL_POS_CC (0)
• LAYER_INFO_LBL_POS_CR (5)
• LAYER_INFO_LBL_POS_BL (6)
• LAYER_INFO_LBL_POS_BC (7)
• LAYER_INFO_LBL_POS_BR (8)

20LAYER_INFO_LBL_POS
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論理値。ライン オブジェクトに方向を示す矢印が表示
されるレイヤであれば TRUE。

21LAYER_INFO_ARROWS

論理値。オブジェクト ノードが示されるレイヤであれ
ば TRUE。

22LAYER_INFO_NODES

論理値。オブジェクト中心が示されるレイヤであれば
TRUE。

23LAYER_INFO_CENTROIDS

レイヤのファイル タイプを表す 2 バイト整数。
• LAYER_INFO_TYPE_NORMAL (0)

通常のレイヤ
• LAYER_INFO_TYPE_COSMETIC (1)

システム レイヤ
• LAYER_INFO_TYPE_IMAGE (2)

ラスタ イメージ レイヤ
• LAYER_INFO_TYPE_THEMATIC (3)

主題図レイヤ
• LAYER_INFO_TYPE_GRID (4)

グリッド イメージ レイヤ
• LAYER_INFO_TYPE_WMS (5)

Web Service Map からのレイヤ
• LAYER_INFO_TYPE_TILESERVER (6)

タイル サーバからのレイヤ
• LAYER_INFO_TYPE_GRIDLINE (7)

グリッドラインのレイヤ

24LAYER_INFO_TYPE

ラベルが可視かどうかを示す 2 バイト整数。Set Map
文のVisibility句を参照してください。戻り値は次のい
ずれかの値になります。
• LAYER_INFO_LBL_VIS_ON (3)

ラベルは常に可視
• LAYER_INFO_LBL_VIS_OFF (1)

ラベルは不可視
• LAYER_INFO_LBL_VIS_ZOOM (2)

ラベルはズーム範囲内であれば可視

25LAYER_INFO_LBL_VISIBILITY
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このレイヤのラベル用の最少ズーム距離を示す浮動値。26LAYER_INFO_LBL_ZOOM_MIN

このレイヤのラベルに対する最大ズーム距離を示す浮
動小数値。

27LAYER_INFO_LBL_ZOOM_MAX

論理値。このレイヤがラベルを自動表示するように設
定されていればTRUE。SetMap文のAuto句を参照し
てください。

28LAYER_INFO_LBL_AUTODISPLAY

論理値。オーバーラップ ラベルが許されていれば
TRUE。

29LAYER_INFO_LBL_OVERLAP

論理値。重複ラベルが許されていれば TRUE。30LAYER_INFO_LBL_DUPLICATES

0～ 50の 2バイト整数。オブジェクト中心からのラベ
ル オフセットをポイント数で示します。

31LAYER_INFO_LBL_OFFSET

このレイヤで許される最高ラベル数を示す整数値。最
高ラベル数が設定されていなければ、2,147,483,647が
戻されます。

32LAYER_INFO_LBL_MAX

論理値。このレイヤの [部分ラベル]チェック ボックス
がチェックされていれば TRUE。

33LAYER_INFO_LBL_PARTIALSEGS

レイヤのHotlinkファイル名の式を戻します。空の文字
列 ("") が戻される場合があります。

34LAYER_INFO_HOTLINK_EXPR

レイヤの Hotlink モードを次のいずれかの値で戻しま
す。

• HOTLINK_MODE_LABEL (0): デフォルト
• HOTLINK_MODE_OBJ (1)
• HOTLINK_MODE_BOTH (2)

35LAYER_INFO_HOTLINK_MODE

相対パスオプションがオンのときは TRUE、それ以外
のときは FALSE を戻します。デフォルトは FALSE で
す。

36LAYER_INFO_HOTLINK_RELATIVE

レイヤ内の HotLink 定義の数を検索できます。37LAYER_INFO_HOTLINK_COUNT
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レイヤのラベルを自動で方向付けするための設定を示
す 2 バイト整数。戻り値は次のいずれかの値になりま
す。
• LAYER_INFO_LABEL_ORIENT_HORIZONTAL

(ラベルの角度はゼロ)
• LAYER_INFO_LABEL_ORIENT_PARALLEL

(ラベルの角度はゼロではない)
• LAYER_INFO_LABEL_ORIENT_CURVED (ラベルは
湾曲している)

戻り値が LAYER_INFO_LABEL_ORIENT_PARALLEL
の場合は、LBL_OVR_INFO_PARALLELが TRUEとな
ります。

38LAYER_INFO_LBL_ORIENTATION*

指定されたレイヤのアルファ係数を表す2バイト整数。

• 0 = 完全透過。
• 255 = 完全不透過。

レイヤの透過性またはアルファ係数を設定するには、
Set Map 文を使用します。

39LAYER_INFO_LAYER_ALPHA

指定されたレイヤの透過性 (パーセント) を表す 2 バイ
ト整数。

• 100 = 完全透過。
• 0 = 完全不透過。

レイヤの透過性またはアルファ係数を設定するには、
Set Map 文を使用します。

40LAYER_INFO_LAYER_TRANSLUCENCY

指定されたレイヤのラベルのアルファ係数を表す 2 バ
イト整数。

• 0 = 完全透過。
• 255 = 完全不透過。

レイヤの透過性またはアルファ係数を設定するには、
Set Map LABELCLAUSE文を使用します。

41LAYER_INFO_LABEL_ALPHA
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現在のレイヤ リストに含まれるレイヤの全体的な数値
IDを返します。たとえば、あるレイヤがマップレイヤ
リストの最上位から数えて最初のグループ レイヤ (グ
ループ レイヤ ID は 1) であり、レイヤとしては全体の
4 番目にあたるとします。この場合、レイヤ リスト ID
は 4です。この IDは LayerListInfo 関数に使用できま
す。

42LAYER_INFO_LAYERLIST_ID

このグループを直接含むグループのグループレイヤ ID
を返します。レイヤが最上位リストにある場合は 0 を
返します。

43LAYER_INFO_PARENT_GROUP_ID

表示スタイルの上書きの個数を示す 2 バイト整数値。44LAYER_INFO_OVR_STYLE_COUNT

ラベルの上書きの個数を示す 2 バイト整数値。45LAYER_INFO_OVR_LBL_COUNT

現在のズーム範囲にある表示スタイルの上書きインデッ
クスを示す 2 バイト整数値。0 は上書きがないことを
意味します。

46LAYER_INFO_OVR_STYLE_CURRENT

現在のズーム範囲にあるラベルの上書きインデックス
を示す 2 バイト整数値。0 は上書きがないことを意味
します。

47LAYER_INFO_OVR_LBL_CURRENT

レイヤのプロパティの基本セットでライン オブジェク
トを表示するために定義されたペン スタイルの個数を
示す 2 バイト整数値。

48LAYER_INFO_OVR_LINE_COUNT

レイヤのプロパティの基本セットでフィル オブジェク
トの境界線を表示するために定義されたペン スタイル
の個数を示す 2 バイト整数値。

49LAYER_INFO_OVR_PEN_COUNT

レイヤのプロパティの基本セットでフィル オブジェク
トを表示するために定義されたブラシ スタイルの個数
を示す 2 バイト整数値。

50LAYER_INFO_OVR_BRUSH_COUNT

レイヤのプロパティの基本セットでポイント オブジェ
クトを表示するために定義されたシンボル スタイルの
個数を示す 2 バイト整数値。

51LAYER_INFO_OVR_SYMBOL_COUNT

557MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



LayerInfo() の戻り値ID属性コード

レイヤのプロパティの基本セットでテキスト オブジェ
クトを表示するために定義されたフォント スタイルの
個数を示す2バイト整数値。積み上げスタイルではフォ
ント スタイルはサポートされていないので、常に 1 が
返されます。

52LAYER_INFO_OVR_FONT_COUNT

現在のマップ ビューにレイヤを表示するために使用さ
れるタイルサーバレベルを表す 2バイト整数値。タイ
ル サーバ レイヤがない場合は -1。

53LAYER_INFO_TILE_SERVER_LEVEL

レイヤの高度なリージョンラベルオプションがオンま
たはオフのいずれに設定されているかを示す論理値。

54LAYER_INFO_LBL_AUTO_POSITION

ラベルをリージョン内に適合させる際に使用できるフォ
ント サイズの個数を定義する論理値。フォント数は 1
～ 10 の範囲で定義できます。0 (ゼロ) 値は Default が
選択されることを示すため、MapInfo Pro は使用する
フォントの数を定義します。

55LAYER_INFO_LBL_AUTO_SIZES

このラベル オプションがオンまたはオフのいずれに設
定されているかを示す論理値。オプションのフォント
サイズを小さくした後も、ラベルがリージョンに適合
しない場合は、ラベルは描画されません。

56LAYER_INFO_LBL_SUPPRESS_IF_NO_FIT

ラベルのフォント サイズを自動的に変更してラベルを
適合させる際に使用するフォントサイズの刻み (パーセ
ント) を定義する 2 バイト整数値。元のフォント サイ
ズが 24pt で、サイズの刻みが 66 に定義されている場
合、最小フォントは 24pt よりも 66% 小さくなります
(最小フォントは 8pt です)。

57LAYER_INFO_LBL_AUTO_SIZE_STEP

曲線ラベルの自動配置がオンまたはオフのいずれに設
定されているかを示す論理値。

58LAYER_INFO_LBL_CURVED_BEST_POSITION

回転ラベルを作成するためにフォールバックするオプ
ションがオンまたはオフのいずれに設定されているか
を示す論理値。

59LAYER_INFO_LBL_CURVED_FALLBACK

略語の使用がオンまたはオフのいずれに設定されてい
るかを示す論理値。

60LAYER_INFO_LBL_USE_ABBREVIATION
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略語ラベルに使用するフィールド演算式を返します。61LAYER_INFO_ABBREVIATION_EXPR

レイヤのコールアウトをレンダリングする高度なリー
ジョンラベルオプションがオンまたはオフのいずれに
設定されているかを示す論理値。

62LAYER_INFO_LBL_AUTO_CALLOUT

レイヤのラベルの順序を示す 2 バイト整数値。63LAYER_INFO_LBL_ORDER

レイヤに割り当てられたわかりやすい名前のString値。64LAYER_INFO_FRIENDLYNAME

グリッドラインの作成に使用される座標を格納した
String値。レイヤがグリッドラインではない場合は空の
文字列です。

65LAYER_INFO_GRIDLINE_COORDSYS

要求された値ではなく、現在の画面上での実際のグリッ
ドライン マップ間隔を表す浮動小数値。間隔の自動設
定を使用する場合は、これは水平方向の間隔です。ラ
インの間隔が水平方向の最小間隔より詰まっている場
合は、これは、マップ上に表示される水平方向の間隔
(要求された値より大きな値) を返します。レイヤがグ
リッドラインではない場合は 0.0 を返します。

66LAYER_INFO_GRIDLINE_SPACE_HORIZONTAL

要求された値ではなく、現在の画面上での実際のグリッ
ドライン マップ間隔を表す浮動小数値。間隔の自動設
定を使用する場合は、これは垂直方向の間隔です。ラ
インの間隔が用紙上の垂直方向の最小間隔より詰まっ
ている場合は、これは、マップ上に表示される垂直方
向の間隔 (要求された値より大きな値) を返します。レ
イヤがグリッドラインではない場合は0.0を返します。

67LAYER_INFO_GRIDLINE_SPACE_VERTICAL

レイヤが、間隔の自動設定を使うグリッドラインであ
る場合に TRUE になる論理値。

68LAYER_INFO_GRIDLINE_AUTO

間隔の自動設定を使うときに、水平方向のグリッドラ
イン間隔として許容される用紙上の最小間隔を示す浮
動小数値。値は現在の用紙単位で表されます (SetPaper
Units 文を参照)。レイヤがグリッドラインではない場
合は 0 を返します。

69LAYER_INFO_GRIDLINE_MIN_HORIZONTAL
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間隔の自動設定を使うときに、垂直方向のグリッドラ
イン間隔として許容される用紙上の最小間隔を示す浮
動小数値。値は現在の用紙単位で表されます (SetPaper
Units 文を参照)。レイヤがグリッドラインではない場
合は 0 を返します。

70LAYER_INFO_GRIDLINE_MIN_VERTICAL

間隔が自動設定の場合は要求された用紙での距離を返
し、間隔が自動設定ではない場合は現在の実際の用紙
での距離を返す浮動小数値。値は現在の用紙単位で表
されます (Set Paper Units文を参照)。レイヤがグリッ
ドラインではない場合は 0 を返します。

71LAYER_INFO_GRIDLINE_PAPER_HORIZONTAL

間隔が自動設定の場合は要求された用紙での距離を返
し、間隔が自動設定ではない場合は現在の実際の用紙
での距離を返す浮動小数値。値は現在の用紙単位で表
されます (Set Paper Units文を参照)。レイヤがグリッ
ドラインではない場合は 0 を返します。

72LAYER_INFO_GRIDLINE_PAPER_VERTICAL

マップの端 (内側) からグリッドラインのラベルまでの
現在の用紙単位での距離を表す浮動小数値。値は現在
の用紙単位で表されます (Set Paper Units文を参照)。
レイヤがグリッドラインではない場合は -1 を返しま
す。

73LAYER_INFO_GRIDLINE_OFFSET

[他の場所に表示] のラベル プロパティが設定されてい
る場合に TRUE を返し、それ以外の場合に FALSE を
返す論理値。

74LAYER_INFO_LABEL_POS_RETRY

水平方向グリッドラインのラベルの現在位置を表す浮
動小数値。戻り値は以下のとおり。

• -1: レイヤがグリッドラインではない場合。
• GRIDLINE_HORIZONTAL_LABEL_NONE (0):水平方
向グリッドラインのラベルがない場合。

• GRIDLINE_HORIZONTAL_LABEL_LEFT (1): 水平方
向グリッドラインの左側だけにラベルがある場合。

• GRIDLINE_HORIZONTAL_LABEL_RIGHT (2): 水平
方向グリッドラインの右側だけにラベルがある場合。

• GRIDLINE_HORIZONTAL_LABEL_BOTH (3):水平方
向グリッドラインの左右にラベルがある場合。

75LAYER_INFO_GRIDLINE_HORIZONTAL_LABEL_POS
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垂直方向グリッドラインのラベルの現在位置を表す浮
動小数値。戻り値は以下のとおり。

• -1: レイヤがグリッドラインではない場合。
• GRIDLINE_VERTICAL_LABEL_NONE (0): 垂直方向
グリッドラインのラベルがない場合。

• GRIDLINE_VERTICAL_LABEL_TOP (1): 垂直方向グ
リッドラインの上側だけにラベルがある場合。

• GRIDLINE_VERTICAL_LABEL_BOTTOM (2):垂直方
向グリッドラインの下側だけにラベルがある場合。

• GRIDLINE_VERTICAL_LABEL_BOTH (3): 垂直方向
グリッドラインの上下にラベルがある場合。

76LAYER_INFO_GRIDLINE_VERTICAL_LABEL_POS

グリッドラインのラベルの方向を表す浮動小数値。戻
り値は以下のとおり。

• -1: レイヤがグリッドラインではない場合。
• GRIDLINE_LABEL_DIRECTION_COMPASS (1): グ
リッドラインの座標系が緯度/経度で、グリッドライ
ン ラベルに方位 (N は北、S は南、E は東、W は西)
が付加されている場合。数値は必ず正の数として表
示されます。

• GRIDLINE_LABEL_DIRECTION_PLUSMINUS (0):グ
リッドラインラベルが正または負の数値である場合。

77LAYER_INFO_GRIDLINE_LABEL_DIRECTION

MalpInfo Pro レイヤ リストに表示されるレイヤ名を表
す String 値。

78LAYER_INFO_ALIAS

ラベルの引き出し線に使用されるラインのライン ペン
句を表す String 値。ラベルをサポートしないラスタ レ
イヤである場合は、セッションのライン ペンが返され
ます。

79LAYER_INFO_LBL_LINE_PEN

イメージのコントラストを表す 2 バイト整数値 (0 ～
100 のパーセント値)。

80LAYER_INFO_RASTER_CONTRAST

明るさを表す 2 バイト整数値 (0 ～ 100 のパーセント
値)。

81LAYER_INFO_RASTER_BRIGHTNESS

イメージの透過性のアルファ係数を表す 2 バイト整数
値 (0 ～ 100 のパーセント値)。

82LAYER_INFO_RASTER_ALPHA
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デフォルトのイメージ モードではなく、グレースケー
ルでイメージを表示するかどうかを表す論理値。

83LAYER_INFO_RASTER_GREYSCALE

ラベル式に使用されるテーブルの名前を表す文字列値。84LAYER_INFO_LABEL_EXPR_TABLE

たとえばラインの終点を超えてラベルを表示する割合
などを示す整数値。

85LAYER_INFO_LBL_CURVED_PERCENT_OVER

論理値。レイヤが凡例をサポートする場合は Trueを返
します。

86LAYER_INFO_LEGEND

ホットリンク

下位互換性を維持するため、バージョン 10.0 より以前のオリジナルの属性セットは今も有効で、
レイヤの最初のホットリンク定義についての値を返します。関数を呼び出した時にHotLinkが定義
されていない場合、以下の値が戻されます。
LAYER_INFO_HOTLINK_EXPR – 空の文字列 ("")

LAYER_INFO_HOTLINK_MODE – デフォルト値 HOTLINK_MODE_LABELを返す
LAYER_INFO_HOTLINK_RELATIVE – デフォルト値 FALSE を返す

例
LayerInfo()関数で問い合わせることができる設定の多くは、従来のマップレイヤにしか適用され
ません (システムレイヤ、主題図レイヤ、ラスタイメージテーブルを表すマップレイヤには適用
されません)。
マップ レイヤが従来のレイヤかどうかを調べるには、次のように LAYER_INFO_TYPEを指定し
ます。

i_lay_type = LayerInfo( map_id, layer_number, LAYER_INFO_TYPE)

If i_lay_type = LAYER_INFO_TYPE_NORMAL Then
'
' ... then this is a "normal" layer
'
End If
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次の例は、レイヤの優先順位を示します。ラベルの優先順位が次のように設定されているとしま
す。

Set Map Window FrontWindow() LabelPriority 5, 1, 2, 4, 3

この場合、ラベルのデフォルトの描画順序はマップ レイヤの描画順序と同じ (ボトムアップ方式)
なので、次の式は値 1 を返します。

LayerInfo(FrontWindow(), 5, LAYER_INFO_LBL_ORDER)

関連項目

GroupLayerInfo 関数、LayerListInfo( ) 関数、MapperInfo( ) 関数、Set Map 文

LayerListInfo() 関数

目的
この関数は、マップのレイヤをリストとして列挙し、グループ レイヤと図形レイヤの両方を参照
するために使用できます。

構文

LayerListInfo( map_window_id, numeric_counter, attribute )

map_window_id は、マップ ウィンドウの識別子です。
numeric_counterはゼロ (0)～MAPPER_INFO_ALL_LAYERS (マップウィンドウ内のシステムレ
イヤ以外のレイヤ数) の範囲の値です。MAPPER_INFO_ALL_LAYERS の詳細については、
「MapperInfo() 関数」を参照してください。
attribute は、返される情報の属性を示すコードです。以下の表を参照してください。

戻り値
attribute パラメータに応じて異なる情報が返されます。

説明
この関数を使用すると、マップのレイヤ リストに対して、numeric_counter がゼロ (0) から
MAPPER_INFO_ALL_LAYERS までの範囲のすべての要素に反復処理を実行できます。

563MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



attribute の値は次のとおりです。

説明IDwindow_id の値、attribute

リストに含まれるレイヤの種類:

• LAYERLIST_INFO_TYPE_LAYER (0)
• LAYERLIST_INFO_TYPE_GROUP (1)

1LAYERLIST_INFO_TYPE

レイヤまたはグループ レイヤの名前を示す文字列値を返します。2LAYERLIST_INFO_NAME

レイヤのレイヤ ID を示す数値を返します。この値を使用して、
LayerInfo() 関数でさらにレイヤを照会します。

3LAYERLIST_INFO_LAYER_ID

グループ レイヤのグループ レイヤ ID を示す数値を返します。こ
の値を使用して、GroupLayerInfo 関数でさらにグループ レイヤ
を照会します。

4LAYERLIST_INFO_GROUPLAYER_ID

図形レイヤが返される場合、LayerInfoを使って属性を取得できます。グループレイヤの場合は、
GroupLayerInfo を使って属性を取得できます。この平坦なレイヤ リストに対して反復処理を実行
する場合は、MAPPER_INFO_ALL_LAYERS を反復回数の限度として使用します。
マップ ウィンドウ ID としてゼロ (0) を指定すると、システム レイヤの情報が返されます。
関連項目

GroupLayerInfo 関数、LayerInfo() 関数、MapperInfo() 関数

LayerStyleInfo() 関数

積み上げスタイル (1 つ以上のスタイル定義で構成されたスタイル) のスタイル情報を返します。

構文

LayerStyleInfo (
window_id, layer_number, override_index, pass_index, attribute )

window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
layer_numberは、現在のマップウィンドウにおけるレイヤ番号 (たとえば、最前面レイヤは 1)で
す。マップ ウィンドウ内のレイヤ数を調べるには、MapperInfo() 関数を呼び出します。
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override_index は 0 (0 はレイヤのプロパティの基本セットを表す) から始まる整数インデックス
で、スタイルの上書きについては 1 以上の値を取ります。
pass_index は 1 から始まる整数インデックスで、このインデックスは積み上げスタイル内の特定
のパスに対応します。最初のパスは最初に描画されるスタイルの部分、2番目のパスは次に描画さ
れるスタイルの部分、... というようになります。
attribute は、返される情報の属性を示すコードです。以下の表を参照してください。

戻り値
attribute パラメータに応じた値を返します。

説明
LayerStyleInfo()関数は、積み上げスタイルのスタイル情報を返します。積み上げスタイルは1つ
以上のスタイル定義で構成されます。たとえば、ライン スタイルの描画に 2 つの独立したスタイ
ルを使用し、一方の細いライト レッドのラインがもう一方の太いダーク レッドのラインの上に描
画されるものとすると、このライン スタイルは MapBasic 構文で次のように記述されます。

Line (7,2,12582912), Line (3,2,16736352)

この例では、太いダーク レッドのラインが最初に描画されます。
layer_number は、有効なレイヤ番号でなければなりません (たとえば、1 は最前面のレイヤ)。
attributeパラメータには、次の表に示したコードのいずれかを指定する必要があります。これらの
コードは MAPBASIC.DEF で定義されています。

LayerStyleInfo() の戻り値ID属性コード

ラインオブジェクトの指定されたパスを表示するためのペンスタ
イル。

10STYLE_OVR _INFO_LINE

フィル オブジェクトの境界線の指定されたパスを表示するための
ペン スタイル。

11STYLE_OVR _INFO_PEN

フィルオブジェクトの指定されたパスを表示するためのブラシス
タイル。

12STYLE_OVR_INFO_BRUSH

ポイント オブジェクトの指定されたパスを表示するためのシンボ
ル スタイル。

13STYLE_OVR_INFO_SYMBOL
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LayerStyleInfo() の戻り値ID属性コード

テキスト オブジェクトの指定されたパスを表示するためのフォン
ト スタイル。

14STYLE_OVR_INFO_FONT

例

LayerStyleInfo(nMID, nLayer, nOverride, nPass, STYLE_OVR_INFO_PEN)

関連項目

StyleOverrideInfo() 関数、LabelOverrideInfo() 関数、Set Map 文、LayerInfo() 関数

LayoutInfo() 関数

目的
レイアウト ウィンドウに関する情報を返します。レイアウト キャンバスの幅と高さ、余白、ズー
ム レベル、レイアウトの中心などを取得できます。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィ
ンドウから呼び出すことができます。

構文

LayoutInfo( window_id, attribute )

window_id は整数のウィンドウ識別子です。
attributeは、戻される情報の種類を指定する整数コードです。値については、この説明の後出の表
を参照してください。

戻り値
attribute パラメータによって戻り値が異なります (下記の表を参照)。

説明
LayoutInfo()関数は、レイアウトウィンドウに関する情報を返します。この関数は、従来のレイア
ウト ウィンドウには適用されません。
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window_idパラメータで、情報を取得するウィンドウを指定します。ウィンドウ識別子を取得する
には、ウィンドウを開いた直後に FrontWindow() 関数を呼び出すか、またはウィンドウ作成後の
任意の時点で WindowID() 関数を呼び出します。
指定したレイアウト ウィンドウに関して LayoutInfo() が返す属性はいくつかあります。attribute
パラメータを使用して、LayoutInfo()関数でレイアウトウィンドウのどの情報を取得するかを指定
します。attributeパラメータには、次の表に示したコードのいずれかを指定する必要があります。
これらのコードは MAPBASIC.DEF で定義されています。

戻り値IDattribute パラメータ

整数値。レイアウトに含まれる項目数を返します。1LAYOUT_INFO_NUM_ITEMS

浮動小数値。レイアウト キャンバスの幅を用紙単位で
返します。

2LAYOUT_INFO_WIDTH

浮動小数値。レイアウト キャンバスの高さを用紙単位
で返します。

3LAYOUT_INFO_HEIGHT

浮動小数値。レイアウトの左余白の幅を用紙単位で返し
ます。

4LAYOUT_INFO_LEFT_MARGIN

浮動小数値。レイアウトの右余白の幅を用紙単位で返し
ます。

5LAYOUT_INFO_RIGHT_MARGIN

浮動小数値。レイアウトの上余白の幅を用紙単位で返し
ます。

6LAYOUT_INFO_TOP_MARGIN

浮動小数値。レイアウトの下余白の幅を用紙単位で返し
ます。

7LAYOUT_INFO_BOTTOM_MARGIN

浮動小数値。レイアウトのズーム パーセンテージ。デ
フォルトは 100 です。

8LAYOUT_INFO_ZOOM

浮動小数値。レイアウトの中心の x座標を用紙単位で返
します。

9LAYOUT_INFO_CENTER_X

浮動小数値。レイアウトの中心の y座標を用紙単位で返
します。

10LAYOUT_INFO_CENTER_Y

整数値。レイアウトに含まれるページ数を返します。11LAYOUT_INFO_NUM_PAGES
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戻り値IDattribute パラメータ

整数値。表示されているページ数 (現在のページ数)。12LAYOUT_INFO_CUR_PAGE

論理値。グリッドが表示されていればTRUE、それ以外
の場合は FALSE。

13LAYOUT_INFO_GRID_VISIBILITY

論理値。グリッドへのスナップがオンならばTRUE、そ
れ以外の場合は FALSE。

14LAYOUT_INFO_GIRD_SNAP

現在の用紙単位でのグリッドラインのサイズまたは間隔
を表す浮動小数値。

15LAYOUT_INFO_GRID_SIZE

論理値。スマート ガイドが有効ならば TRUE、それ以
外の場合は FALSE。

16LAYOUT_INFO_SMART_GUIDES

デフォルトで、用紙単位値はインチです。別の用紙単位に変更するには、Set Paper Units文を使
用します。
関連項目

FrontWindow() 関数、LayoutItemInfo() 関数、Set Paper Units 文、WindowID() 関数

LayoutItemID() 関数

目的
レイアウトウィンドウ内のフレーム IDを返します。複数のページが含まれるレイアウトでは、現
在のページのみが検索の対象となります。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウか
ら呼び出すことができます。

構文

LayoutItemID( window_id, frame_name, frame_type )

window_id は整数のウィンドウ識別子です。
frame_name は、フレームの名前を表す文字列です。名前なしフレームには "" を使用します。
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frame_typeは、検索するレイアウトフレームのタイプを表す 2バイト整数です。下記のいずれか
の LAYOUT_ITEM_INFO_TYPE値を使用します。
LAYOUT_ITEM_INFO_TYPEを使用して以下のフレーム タイプを取得できます。

フレームの説明IDフレーム タイプ

フレームのタイプにかかわらず、指定した名前で最初
に見つかったフレーム。

-1LAYOUT_ITEM_TYPE_ANY

空のフレーム。コンテンツのないフレームです。0LAYOUT_ITEM_TYPE_EMPTY

マップフレーム。1LAYOUT_ITEM_TYPE_MAPPER

ブラウザ フレーム。2LAYOUT_ITEM_TYPE_BROWSER

凡例フレーム。3LAYOUT_ITEM_TYPE_LEGEND

テキスト フレーム。4LAYOUT_ITEM_TYPE_TEXT

図形フレーム。ライン、長方形、面取り長方形、楕円
など。

5LAYOUT_ITEM_TYPE_SHAPE

イメージ フレーム。6LAYOUT_ITEM_TYPE_IMAGE

デフォルトで、用紙単位値はインチです。別の用紙単位に変更するには、Set Paper Units文を使
用します。

戻り値
レイアウト項目 ID が整数として返されます。項目が見つからない場合は、-1 が返されます。

説明
LayoutItemID()関数は、レイアウト ウィンドウ内のフレーム IDを返します。この関数は、従来の
レイアウト ウィンドウには適用されません。
window_idパラメータで、情報を取得するウィンドウを指定します。ウィンドウ識別子を取得する
には、ウィンドウを開いた直後に FrontWindow() 関数を呼び出すか、またはウィンドウ作成後の
任意の時点で WindowID() 関数を呼び出します。
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複数のページが含まれるレイアウトでは、現在のページのみが検索の対象となります。
関連項目

FrontWindow()関数、LayoutInfo()関数、LayoutItemInfo()関数、SetPaperUnits文、WindowID()
関数

LayoutItemInfo() 関数

目的
レイアウト ウィンドウ内のフレームに関する情報を返します。複数のページが含まれるレイアウ
トでは、現在のページにあるフレームの情報のみを返します。 この関数は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。
この関数は LayoutPageItemInfo()関数によく似ています。LayoutPageItemInfo()関数は、情報を
検索するページがレイアウト ウィンドウ上に現在表示されていない場合に使用できます。

構文

LayoutItemInfo( window_id, frame_id, attribute )

window_id は、レイアウト ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
frame_id は、レイアウト ウィンドウ内のどのフレームの情報を取り出すかを指定する番号、また
は文字列名です。フレームには 1 から n までの番号が付けられています。n はレイアウト内のフ
レーム数です。フレーム名は最大 255 文字の文字列で、フレーム作成時に Name 句で設定される
か、Alter Designer Frame文を使用して設定されるか、または、[レイアウトフレームプロパティ]
ダイアログの [名前] フィールドを編集することによって設定されます。
attributeは、取り出す情報の種類を表す整数コードです。値については、この説明の後出の表を参
照してください。

戻り値
attribute パラメータによって戻り値が異なります (下記の表を参照)。
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説明
LayoutItemInfo()関数は、レイアウトウィンドウに関する情報を返します。この関数は、従来のレ
イアウト ウィンドウには適用されません。複数のページが含まれるレイアウトでは、現在のペー
ジにあるフレームの情報のみを返します。
window_idパラメータで、情報を取得するウィンドウを指定します。ウィンドウ識別子を取得する
には、ウィンドウを開いた直後に FrontWindow() 関数を呼び出すか、またはウィンドウ作成後の
任意の時点で WindowID() 関数を呼び出します。
指定したレイアウトウィンドウに関してLayoutItemInfo()が返す属性はいくつかあります。attribute
パラメータを使用して、LayoutItemInfo()関数でレイアウトウィンドウのどの情報を取得するかを
指定します。attributeパラメータには、次の表に示したコードのいずれかを指定する必要がありま
す。これらのコードは MAPBASIC.DEF で定義されています。

LayoutItemInfo() の戻り値IDattribute パラメータ

浮動小数値。項目の位置を示すため、レイアウトの左端
からの距離を用紙単位で返します。

1LAYOUT_ITEM_INFO_POS_X

浮動小数値。項目の位置を示すため、レイアウトの上端
からの距離を用紙単位で返します。

2LAYOUT_ITEM_INFO_POS_Y

浮動小数値。レイアウト上での項目の幅を用紙単位で返
します。

3LAYOUT_ITEM_INFO_WIDTH

浮動小数値。レイアウト上での項目の高さを用紙単位で
返します。

4LAYOUT_ITEM_INFO_HEIGHT

整数値。レイアウト項目 (フレーム)のウィンドウ IDを
返します。関連付けられたウィンドウが存在しなけれ
ば、0 を返します。

5LAYOUT_ITEM_INFO_WIN

論理値。項目が選択状態にある場合にTrueを返します。6LAYOUT_ITEM_INFO_SELECTED

論理値。項目がアクティブ状態にある (たとえばAltキー
を押しながらマップフレームをクリックしてそのフレー
ムをアクティブにした) 場合に True を返します。

7LAYOUT_ITEM_INFO_ACTIVATED

論理値。項目が空のフレームであれば True を返し、そ
うではない場合に False を返します。

8LAYOUT_ITEM_INFO_EMPTY
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LayoutItemInfo() の戻り値IDattribute パラメータ

整数値。凡例フレームについては、親凡例ウィンドウ上
での凡例フレーム インデックス番号を返します。この
値は、MapBasic の各 Legend 文で使用できます。非凡
例フレームについては 0 を返します。

9LAYOUT_ITEM_INFO_LEGEND_FRAME_ID

整数値。凡例フレームについては、親凡例ウィンドウの
ウィンドウ ID を返します。この値は、MapBasic の各
Legend 文で使用できます。非凡例フレームについては
0 を返します。

10LAYOUT_ITEM_INFO_LEGEND_DESIGNER_WINDOW

2 バイト整数値。フレーム タイプを表す番号を返しま
す。以下の表を参照してください。

11LAYOUT_ITEM_INFO_TYPE

整数値。凡例フレームについては、フレームにあるイ
メージ ファイルのフル パスを返します。イメージ フ
レームがエラー状態にある場合は、フレームが表示を試
みているファイルへのパスを返します。非イメージ フ
レームの場合は空の文字列を返します。

12LAYOUT_ITEM_INFO_IMAGE_FILE

オブジェクト値。テキスト フレームまたは図形フレー
ムのオブジェクトを返します。テキスト フレームの場
合はオブジェクトを返します。図形フレームの場合は、
ライン、長方形、面取り長方形、または楕円オブジェク
トを返します。フレームにオブジェクトが存在しなけれ
ば、初期化されていないオブジェクトを返します。

13LAYOUT_ITEM_INFO_OBJ

文字列値。レイアウト フレームの名前を返します。14LAYOUT_ITEM_INFO_NAME

ペン値。図形またはフレームのペンを返します。15LAYOUT_ITEM_INFO_PEN

ブラシ値。図形またはフレームのブラシ スタイルを返
します。ライン図形を含むフレームでは無効になりま
す。

16LAYOUT_ITEM_INFO_FILL_BRUSH

整数値。項目のZオーダーを返します。Zオーダーは、
各要素が一意になる正規化されたフレーム優先順位の
セットから取得されます。

17LAYOUT_ITEM_INFO_Z_ORDER
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LayoutItemInfo() の戻り値IDattribute パラメータ

イメージフレームやテキストフレームのフレーム回転、
または、シンボルフレームのTrueTypeシンボル回転の
いずれかを返す浮動小数値。値は、度単位の角度を表し
ます。フレームが回転をサポートしない場合は、0.0 を
返します。

18LAYOUT_ITEM_INFO_ANGLE

文字列。カスタムフレームのアドインファイルの名前。19LAYOUT_ITEM_INFO_ADDIN_FILE_NAME

文字列。カスタム フレームのシリアル化ファイルの名
前。

20LAYOUT_ITEM_INFO_SERIALIZED_NAME

文字列。カスタムフレームのXPSビューファイルの名
前。

21LAYOUT_ITEM_INFO_XPS_VIEW_NAME

整数値。このレイアウトページ上のフレーム数。フレー
ム ID は無視されます。

22LAYOUT_ITEM_INFO_NUM_ITEMS_ON_PAGE

文字列。レイアウト フレームの一意のフレーム ID。23LAYOUT_ITEM_INFO_FRAME_UNIQUE_ID

文字列。テキストフレームでのみ有効。テキストフレー
ム コントロールに含まれるフォーマットされていない
文字列を返します。これは、LAYOUT_ITEM_INFO_OBJ
によって返されるテキスト オブジェクトの ObjectInfo
属性OBJ_INFO_TEXTSTRING (3)を使って返される文
字列と同じものです。すべて大文字や文字間隔の拡大の
ようなフォーマットは、返される文字列に含まれませ
ん。

24LAYOUT_ITEM_INFO_TEXTSTRING

文字列。テキストフレームでのみ有効。テキストフレー
ム コントロールに表示されるフォーマットされていな
い文字列を返します。テキストにスマート テキスト式
が含まれている場合、これらの式の評価された戻り値が
この文字列内で返されます。スマート テキスト式を評
価できない場合は、エラー文字列が返されます。すべて
大文字や文字間隔の拡大のようなフォーマットは、返さ
れる文字列に含まれません。

25LAYOUT_ITEM_INFO_SMART_TEXTSTRING

LAYOUT_ITEM_INFO_TYPEを使用して以下のフレーム タイプを取得できます。
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フレームの説明IDフレーム タイプ

フレームのタイプにかかわらず、指定した名前で最初に
見つかったフレーム。

-1LAYOUT_ITEM_TYPE_ANY

空のフレーム。コンテンツのないフレームです。0LAYOUT_ITEM_TYPE_EMPTY

マップフレーム。1LAYOUT_ITEM_TYPE_MAPPER

ブラウザ フレーム。2LAYOUT_ITEM_TYPE_BROWSER

凡例フレーム。3LAYOUT_ITEM_TYPE_LEGEND

テキスト フレーム。4LAYOUT_ITEM_TYPE_TEXT

図形フレーム。ライン、長方形、面取り長方形、楕円な
ど。

5LAYOUT_ITEM_TYPE_SHAPE

イメージ フレーム。6LAYOUT_ITEM_TYPE_IMAGE

カスタム フレーム。7LAYOUT_ITEM_TYPE_CUSTOM

デフォルトで、用紙単位値はインチです。別の用紙単位に変更するには、Set Paper Units文を使
用します。
レイアウトウィンドウ上のページに関する情報を取得するには、LayoutPageItemInfo()関数を使
用します
関連項目

FrontWindow() 関数、LayoutInfo() 関数、LayoutItemID() 関数、LayoutPageItemInfo() 関数、
Set Paper Units 文、WindowID() 関数
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LayoutItemMetadataValue() 関数

目的
この関数は、レイアウト ウィンドウ内のフレームに関連するメタデータに格納されているキーに
対応する値を返します。この関数は、従来のレイアウト ウィンドウには適用されません。 この関
数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

LayoutItemMetadataValue( window_id, frame_id, key)

window_id は整数のウィンドウ識別子です。
frame_id は、レイアウト ウィンドウ内のどのフレームの情報を取り出すかを指定する番号です。
フレームには 1 から n までの番号が付けられています。n はレイアウト内のフレーム数です。
key は、検索するレイアウト フレームのメタデータ値のキーを表す文字列です。

戻り値
String

この関数は、引数として渡されたレイアウト ウィンドウ内のフレームに対するキーを基に、メタ
データ値を返します。キーが見つからなかった場合は、""が返されます。戻り値は、特定のフレー
ムのメタデータに格納されているキーに対応する値です。

説明
window_idパラメータで、情報を取得するウィンドウを指定します。複数のページが含まれるレイ
アウトでは、現在のページのみが検索の対象となります。
関連項目

Create Frame 文、Alter Designer Frame 文、SaveLayoutItemCustomFrameFiles() 関数
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LayoutPageItemInfo() 関数

目的
レイアウト ウィンドウ内の特定のページにあるフレームに関する情報を返します。 この関数は、
MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。
この関数は LayoutItemInfo() 関数によく似ています。LayoutItemInfo() 関数は、情報を検索する
ページがレイアウト ウィンドウ上に現在表示されていない場合に使用できます。

構文

LayoutPageItemInfo( window_id, page_num, frame_id, attribute )

window_id は、レイアウト ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
page_num は、フレーム ID を検索するページの番号です。1 から n までの番号を指定します。n
はレイアウト内のページ番号です。
frame_id は、レイアウト ウィンドウ内のどのフレームの情報を取り出すかを指定する番号です。
フレームには 1 から n までの番号が付けられています。n はレイアウト内のフレーム数です。
attributeは、取り出す情報の種類を表す整数コードです。値については、この説明の後出の表を参
照してください。

戻り値
attribute パラメータによって戻り値が異なります (下記の表を参照)。

説明
LayoutPageItemInfo()関数は、レイアウト ウィンドウに関する情報を返します。この関数は、従
来のレイアウト ウィンドウには適用されません。
window_idパラメータで、情報を取得するウィンドウを指定します。ウィンドウ識別子を取得する
には、ウィンドウを開いた直後に FrontWindow() 関数を呼び出すか、またはウィンドウ作成後の
任意の時点で WindowID() 関数を呼び出します。
指定したレイアウト ウィンドウに関して LayoutPageItemInfo()が返す属性はいくつかあります。
attribute パラメータを使用して、LayoutPageItemInfo()関数でレイアウト ウィンドウのどの情報
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を取得するかを指定します。attributeパラメータには、次の表に示したコードのいずれかを指定す
る必要があります。これらのコードは MAPBASIC.DEF で定義されています。

LayoutPageItemInfo()の戻り値IDattribute パラメータ

浮動小数値。項目の位置を示すため、レイアウトの左
端からの距離を用紙単位で返します。

1LAYOUT_ITEM_INFO_POS_X

浮動小数値。項目の位置を示すため、レイアウトの上
端からの距離を用紙単位で返します。

2LAYOUT_ITEM_INFO_POS_Y

浮動小数値。レイアウト上での項目の幅を用紙単位で
返します。

3LAYOUT_ITEM_INFO_WIDTH

浮動小数値。レイアウト上での項目の高さを用紙単位
で返します。

4LAYOUT_ITEM_INFO_HEIGHT

整数値。レイアウト項目 (フレーム)のウィンドウ IDを
返します。関連付けられたウィンドウが存在しなけれ
ば、0 を返します。

5LAYOUT_ITEM_INFO_WIN

論理値。項目が選択状態にある場合に True を返しま
す。

6LAYOUT_ITEM_INFO_SELECTED

論理値。項目がアクティブ状態にある (たとえば Alt
キーを押しながらマップ フレームをクリックしてその
フレームをアクティブにした)場合にTrueを返します。

7LAYOUT_ITEM_INFO_ACTIVATED

論理値。項目が空のフレームであれば Trueを返し、そ
うではない場合に False を返します。

8LAYOUT_ITEM_INFO_EMPTY

整数値。凡例フレームについては、親凡例ウィンドウ
上での凡例フレーム インデックス番号を返します。こ
の値は、MapBasicの各 Legend文で使用できます。非
凡例フレームについては 0 を返します。

9LAYOUT_ITEM_INFO_LEGEND_FRAME_ID

整数値。凡例フレームについては、親凡例ウィンドウ
のウィンドウ ID を返します。この値は、MapBasic の
各Legend文で使用できます。非凡例フレームについて
は 0 を返します。

10LAYOUT_ITEM_INFO_LEGEND_DESIGNER_WINDOW
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LayoutPageItemInfo()の戻り値IDattribute パラメータ

2 バイト整数値。フレーム タイプを表す番号を返しま
す。以下の表を参照してください。

11LAYOUT_ITEM_INFO_TYPE

整数値。凡例フレームについては、フレームにあるイ
メージ ファイルのフル パスを返します。イメージ フ
レームがエラー状態にある場合は、フレームが表示を
試みているファイルへのパスを返します。非イメージ
フレームの場合は空の文字列を返します。

12LAYOUT_ITEM_INFO_IMAGE_FILE

オブジェクト値。テキスト フレームまたは図形フレー
ムのオブジェクトを返します。テキスト フレームの場
合はオブジェクトを返します。図形フレームの場合は、
ライン、長方形、面取り長方形、または楕円オブジェ
クトを返します。フレームにオブジェクトが存在しな
ければ、初期化されていないオブジェクトを返します。

13LAYOUT_ITEM_INFO_OBJ

文字列値。レイアウト フレームの名前を返します。14LAYOUT_ITEM_INFO_NAME

ペン値。図形またはフレームのペンを返します。15LAYOUT_ITEM_INFO_PEN

ブラシ値。図形またはフレームのブラシ スタイルを返
します。ライン図形を含むフレームでは無効になりま
す。

16LAYOUT_ITEM_INFO_FILL_BRUSH

整数値。項目のZオーダーを返します。Zオーダーは、
各要素が一意になる正規化されたフレーム優先順位の
セットから取得されます。

17LAYOUT_ITEM_INFO_Z_ORDER

イメージ フレームやテキスト フレームのフレーム回
転、または、シンボル フレームの TrueType シンボル
回転のいずれかを返す浮動小数値。値は、度単位の角
度を表します。フレームが回転をサポートしない場合
は、0.0 を返します。

18LAYOUT_ITEM_INFO_ANGLE

文字列。カスタム フレームのアドイン .mbx ファイル
の名前。

19LAYOUT_ITEM_INFO_ADDIN_FILE_NAME

文字列。カスタム フレームのシリアル化ファイルの名
前。

20LAYOUT_ITEM_INFO_SERIALIZED_NAME
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LayoutPageItemInfo()の戻り値IDattribute パラメータ

文字列。カスタム フレームの XPS ビュー ファイルの
名前。

21LAYOUT_ITEM_INFO_XPS_VIEW_NAME

整数値。このレイアウトページ上のフレーム数。フレー
ム ID は無視されます。

22LAYOUT_ITEM_INFO_NUM_ITEMS_ON_PAGE

LAYOUT_ITEM_INFO_TYPEを使用して以下のフレーム タイプを取得できます。

フレームの説明IDフレーム タイプ

フレームのタイプにかかわらず、指定した名前で最初
に見つかったフレーム。

-1LAYOUT_ITEM_TYPE_ANY

空のフレーム。コンテンツのないフレームです。0LAYOUT_ITEM_TYPE_EMPTY

マップフレーム。1LAYOUT_ITEM_TYPE_MAPPER

ブラウザ フレーム。2LAYOUT_ITEM_TYPE_BROWSER

凡例フレーム。3LAYOUT_ITEM_TYPE_LEGEND

テキスト フレーム。4LAYOUT_ITEM_TYPE_TEXT

図形フレーム。ライン、長方形、面取り長方形、楕円
など。

5LAYOUT_ITEM_TYPE_SHAPE

イメージ フレーム。6LAYOUT_ITEM_TYPE_IMAGE

カスタム フレーム。7LAYOUT_ITEM_TYPE_CUSTOM

デフォルトで、用紙単位値はインチです。別の用紙単位に変更するには、Set Paper Units文を使
用します。
関連項目

FrontWindow()関数、LayoutInfo()関数、LayoutItemInfo()関数、SetPaperUnits文、WindowID()
関数
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Layout 文

目的
新しいレイアウト ウィンドウをオープンします。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンド
ウから発行できます。

構文

Layout [ Designer ]
[ Position ( x, y ) [ Units paperunits ] ]
[ Width window_width [ Units paperunits ] ]
[ Height window_height [ Units paperunits ] ]
[ { Min | Max | Floating | Docked | Tabbed | AutoHidden } ]

x, y は、レイアウトの左上隅のポジションを用紙単位で指定します。0,0 は、MapInfo Pro ウィン
ドウの左上隅です。用紙単位の詳細については、「Set Paper Units 文」を参照してください。
paper_unitsは用紙単位名を表す文字列です。cm (センチメートル)、mm (ミリメートル)、in (イン
チ)、pt (ポイント)、およびパイカがあります。
• 1 インチ (in) = 2.54 センチメートル、254 ミリメートル、6 パイカ、72 ポイント
• 1 ポイント (pt) = 0.01389 インチ、0.03528 センチメートル、0.35278 ミリメートル、0.08333
パイカ

• 1 パイカ = 0.16667 インチ、0.42333 センチメートル、4.23333 ミリメートル、12 ポイント
• 1センチメートル (cm) = 0.39370インチ、10ミリメートル、2.36220パイカ、28.34646ポイン
ト

• 1ミリメートル (mm) = 0.1センチメートル、0.03937インチ、0.23622パイカ、2.83465ポイン
ト

win_width は、ウィンドウの幅です。
win_height は、ウィンドウの高さです。
以下は、64 ビット版の MapInfo Pro にのみ特有のドッキング状態です。
• Floating ドッキング状態は、ウィンドウを浮動させます。
• Docked ドッキング状態は、ウィンドウをデフォルト位置に固定します。
• Tabbed ドッキング状態は、ウィンドウをタブ形式にします。この状態のウィンドウは、ドキュ
メントとも呼ばれます。

• AutoHidden ドッキング状態は、ウィンドウを自動的に隠します。
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説明
この文は、以前の 32 ビット版の MapInfo Pro と下位互換性があります。Designer 句を省略する
と、32ビット版のMapInfoProにしかない、古い形式のレイアウトウィンドウが開きます。MapInfo
Proの現行バージョン (64ビット版)を使用している場合は、Designer句を指定して、より多くの
機能を備えるレイアウト ウィンドウを開いてください。このウィンドウは、レイアウト デザイン
ウィンドウと呼ばれる場合もあります。MapInfo Proは、負の位置や座標に対応し、古いレイアウ
トからレイアウト デザイン ウィンドウにそれらを変換します。
文にオプションの Min キーワードがあれば、ウィンドウは表示される前に最小になります。文に
オプションの Max キーワードがあれば、ウィンドウは表示される前に最大になり、MapInfo Pro
のスクリーンいっぱいになります。
Width 句と Height 句は、ページ レイアウト自体のサイズでなくウィンドウのサイズを制御しま
す。ページ レイアウト サイズは使用中の紙サイズおよびレイアウトに含まれるページ数で決まり
ます。
レイアウトに含まれるページ数の設定についての詳細は「Set Layout 文」を参照してください。
従来のレイアウトウィンドウとバージョン 12.5よりも前のバージョンで作成されたマップを操作
する場合、MapInfoProは、従来のレイアウトウィンドウのそれぞれに特殊な隠しテーブル名を割
り当てますが、現在のレイアウト ウィンドウには割り当てません。最初のウィンドウに Layout1
というテーブル名が与えられ、次のウィンドウにLayout2が与えられます。これ以降も同様です。
従来のレイアウト ウィンドウの詳細については、「従来のレイアウト ウィンドウの操作」を参照
してください。
MapBasicプログラムはテーブル名を参照する文を発行することによりレイアウトウィンドウ上の
オブジェクトを生成し、選択または修正することができます。例えば、次の文は従来のレイアウト
ウィンドウまたはレイアウト ウィンドウからすべてのオブジェクトを選択します。

Select * From Layout1

例
次の例は幅 2 インチ、高さ 4 インチのレイアウト ウィンドウを MapInfo Pro ワークスペースの左
上コーナーに生成します。

Layout Designer Position (0, 0) Width 2 Height 4

関連項目

Open Window 文、Set Layout 文
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LCase$() 関数

目的
文字列を小文字に直して戻します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び
出すことができます。

構文

LCase$( string_expr )

string_expr は文字列式です。

戻り値
String

説明
LCase$() 関数は文字列式 string_expr を小文字に直した文字列を返します。
大文字から小文字への変換は英文字 (AからZ) のみに影響します。数字および記号は影響されませ
ん。したがって、関数呼び出し

LCase$( "A#12a" )

は、"a#12a" の値を戻します。

例

Dim regular, lower_case As String
regular = "Los Angeles"
lower_case = LCase$(regular)
'
' Now, lower_case contains the value "los angeles"
'

関連項目

Proper$() 関数、UCase$() 関数
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Left$() 関数

目的
文字列の左端から始めて、その文字列の一部または全部を返します。この関数は、MapInfoProの
MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

Left$( string_expr, num_expr )

string_expr は文字列式です。
num_expr はゼロ以上の数値式です。

戻り値
String

説明
Left$()関数は、文字列式 string_exprで指定された文字列の左端部分を文字列として返します。返
される文字列の長さ (文字数) は num_expr で指定します。
num_expr パラメータにはゼロ以上の整数値を指定する必要があります。num_expr に分数値を指
定した場合、MapBasic はその値を最も近い整数値に丸めます。num_expr がゼロの場合、Left$()
関数は null 文字列を戻します。string_expr で指定した文字列の文字数より大きい値を num_expr
パラメータに指定すると、Left$() 関数は、string_expr 文字列全体のコピーを戻します。

例

Dim whole, partial As String
whole = "Afghanistan"
partial = Left$(whole, 6)

' at this point, partial contains the string: "Afghan"

関連項目

Mid$() 関数、Right$() 関数
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LegendFrameInfo() 関数

目的
凡例ウィンドウのフレーム情報を戻します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウ
から呼び出すことができます。

構文

LegendFrameInfo( window_id, frame_id, attribute )

window_id は、情報を返す凡例ウィンドウの ID です。
frame_id は、情報を取り出す凡例ウィンドウ フレームの ID です。凡例ウィンドウのフレームに
は、1 からフレームの数までの ID が付けられています。
attributeは、取り出す情報の種類を表す整数コードです。値については、この説明の後出の表を参
照してください。

戻り値
attribute パラメータによって戻り値が異なります (下記の表を参照)。

説明
window_idパラメータで、情報を取得するウィンドウを指定します。ウィンドウ識別子を取得する
には、ウィンドウを開いた直後に FrontWindow() 関数を呼び出すか、またはウィンドウ作成後の
任意の時点で WindowID() 関数を呼び出します。
指定した凡例ウィンドウに関して LegendFrameInfo()が返す属性はいくつかあります。attributeパ
ラメータを使用して、LegendFrameInfo()関数で凡例ウィンドウのどの情報を取得するかを指定し
ます。attributeパラメータには、次の表に示したコードのいずれかを指定する必要があります。こ
れらのコードは MAPBASIC.DEF で定義されています。
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LegendFrameInfo() の戻り値IDattribute パラメータ

フレームの種類を表す次の定義済み定数のいずれかを
返します。
• FRAME_TYPE_NONE (0)
• FRAME_TYPE_STYLE (1)
• FRAME_TYPE_THEME (2)
• FRAME_TYPE_RASTER (3)

1FRAME_INFO_TYPE

フレームがあるレイヤの ID を返します。2FRAME_INFO_MAP_LAYER_ID

フレームが Norefresh キーワードを指定しないで作成
された場合 TRUE を返します。主題図凡例の場合は常
に TRUE を返します。

3FRAME_INFO_REFRESHABLE

凡例ウィンドウの上の境界からフレーム左上までの距
離を返します (用紙単位)。

4FRAME_INFO_POS_X

凡例ウィンドウの上の境界からフレーム左上までの距
離を返します (用紙単位)。

5FRAME_INFO_POS_Y

フレームの幅を返します (用紙単位)。用紙単位の詳細
については、「Set Paper Units文」を参照してくださ
い。

6FRAME_INFO_WIDTH

フレームの高さを返します (用紙単位)。7FRAME_INFO_HEIGHT

スタイル フレームまたは主題フレームのタイトルを返
します。

8FRAME_INFO_TITLE

凡例フレーム タイトルのフォントを返します。フレー
ムにタイトルがない場合は、デフォルトのタイトルフォ
ントを返します。

9FRAME_INFO_TITLE_FONT

スタイル フレームまたは主題図フレームのサブタイト
ルを返します。

10FRAME_INFO_SUBTITLE

FRAME_INFO_TITLE_FONT (9) と同じ11FRAME_INFO_SUBTITLE_FONT
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LegendFrameInfo() の戻り値IDattribute パラメータ

地図凡例ウィンドウまたは主題図凡例ウィンドウで境
界線に使用されたペンを返します。
凡例ウィンドウではサポートされていないため、中抜
き (目に見えない)ペン スタイル Pen (0, 1, 0)を返しま
す。

12FRAME_INFO_BORDER_PEN

フレームのスタイル数を返します。13FRAME_INFO_NUM_STYLES

フレームが表示されている場合、TRUE を返します。14FRAME_INFO_VISIBLE

凡例の属性フィールド名を返します。主題図フレーム
では空の文字列を返します。

15FRAME_INFO_COLUMN

ラベル演算式があった場合、演算式を文字列として返
します。主題図フレームでは空の文字列を返します。

16FRAME_INFO_LABEL

凡例枠内のフィールドの数を返します。地図凡例ウィ
ンドウの場合は -1 を返します。

17FRAME_INFO_COLUMNS

凡例フレーム内に表示されている行の数を返します。
地図凡例ウィンドウ (バージョン 11.5より前)に対して
は -1 を返します。

18FRAME_INFO_NUM_VISIBLE_ROWS

ライン サンプルの幅を MapBasic の用紙単位で返しま
す。地図凡例ウィンドウ、またはカラー バーを表示す
るラスタ凡例フレームの場合は、-1 を返します。用紙
単位の詳細については、「Set Paper Units文」を参照
してください。

19FRAME_INFO_LINE_SAMPLE_WIDTH

リージョン サンプルの幅を MapBasic の用紙単位で返
します。地図凡例ウィンドウ、またはカラー バーを表
示するラスタ凡例フレームの場合は、-1 を返します。
用紙単位の詳細については、「Set Paper Units文」を
参照してください。

20FRAME_INFO_REGION_SAMPLE_WIDTH
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LegendFrameInfo() の戻り値IDattribute パラメータ

リージョン サンプルの高さを MapBasic の用紙単位で
返します。地図凡例ウィンドウ、またはカラー バーを
表示するラスタ凡例フレームの場合は、-1を返します。
用紙単位の詳細については、「Set Paper Units文」を
参照してください。

21FRAME_INFO_REGION_SAMPLE_HEIGHT

使用されているフォント サイズを返します。カラー
バーを表示するラスタ凡例フレームの場合は、-1 を返
します。

22FRAME_INFO_AUTO_FONT_SIZE

論理値。凡例において、レコード数を行ごとに表示す
るかどうかを返します。分類済みラスタの凡例につい
てのみ有効です。

23FRAME_INFO_SHOW_COUNTS

DT_INTEGER。凡例フレームにおける凡例行 (見本とテ
キスト)の描画方法を表すコードを返します。ラスタの
凡例についてのみ有効ですが、すべての凡例フレーム
に対して次のいずれかの値が返されます。

• FRAME_DISPLAY_TYPE_NOT_SPECIFIED (0) - す
べてベクトルおよび主題図凡例フレーム。

• FRAME_DISPLAY_TYPE_GAP (1) - 分類済みラスタ
凡例、または Display Gap MapBasic を用いて作成
されたラスタ凡例。

• FRAME_DISPLAY_TYPE_PALETTE (2) - レンジ ラ
スタ凡例、または Display Palette MapBasicを用い
て作成されたラスタ凡例。

• FRAME_DISPLAY_TYPE_BAR (3) -連続ラスタ凡例、
または Display Bar MapBasic を用いて作成された
ラスタ凡例。

24FRAME_INFO_DISPLAY_TYPE

DT_FLOAT。連続ラスタ凡例
(FRAME_DISPLAY_TYPE_BAR)のカラー バーの厚さ
を、MapBasicの現在の用紙単位で返します。その他の
種類の凡例フレームの場合は -1 を返します。

25FRAME_INFO_BAR_THICKNESS

DT_FLOAT。連続ラスタ凡例
(FRAME_DISPLAY_TYPE_BAR)のカラー バーの長さ
を、MapBasicの現在の用紙単位で返します。その他の
種類の凡例フレームの場合は -1 を返します。

26FRAME_INFO_BAR_LENGTH
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LegendFrameInfo() の戻り値IDattribute パラメータ

DT_LOGICAL。カラーバーが水平方向かどうかを返し
ます。カラー バーが水平方向の場合は true を返しま
す。カラー バーが垂直方向の場合、またはその他の種
類の凡例フレームの場合は -1 を返します。

27FRAME_INFO_BAR_IS_HORIZONTAL

関連項目

FrontWindow() 関数、LegendInfo()関数、LegendTextFrameInfo() 関数、LegendStyleInfo()関
数、WindowID() 関数

LegendInfo() 関数

目的
凡例に関する情報を返します。凡例フレームを並べる方向、凡例フレームの数、大 /小のサンプル
サイズ スタイルなどを取得できます。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼
び出すことができます。

構文

LegendInfo( window_id, attribute )

window_id は、情報を返す凡例ウィンドウの ID です。
attributeは、取り出す情報の種類を表す整数コードです。値については、この説明の後出の表を参
照してください。

戻り値
attribute パラメータによって戻り値が異なります (下記の表を参照)。

説明
window_idパラメータで、情報を取得するウィンドウを指定します。ウィンドウ識別子を取得する
には、ウィンドウを開いた直後に FrontWindow() 関数を呼び出すか、またはウィンドウ作成後の
任意の時点で WindowID() 関数を呼び出します。
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指定した凡例ウィンドウに関して LegendInfo()が返す属性はいくつかあります。attributeパラメー
タを使用して、LegendInfo()関数で凡例ウィンドウのどの情報を取得するかを指定します。attribute
パラメータには、次の表に示したコードのいずれかを指定する必要があります。これらのコードは
MAPBASIC.DEF で定義されています。

LegendInfo() の戻り値ID属性コード

整数値。親マップ ウィンドウの ID を返します
(WindowInfo() 関数に WIN_INFO_TABLE コードを指
定して実行しても同じ値を取得できます)。

1LEGEND_INFO_MAP_ID

整数値。凡例の表示方向を定義した値を返します。
• ORIENTATION_PORTRAIT (1)
• ORIENTATION_LANDSCAPE (2)
• ORIENTATION_CUSTOM (3)

2LEGEND_INFO_ORIENTATION

整数値。凡例のフレーム数を返します。3LEGEND_INFO_NUM_FRAMES

整数値。凡例のサンプル サイズのスタイルが小さい場
合は 0、大きい場合は 1 を返します。凡例ウィンドウ
の場合は -1 を返します。

4LEGEND_INFO_STYLE_SAMPLE_SIZE

整数値。ライン サンプルの幅を MapBasic の用紙単位
で返します。地図凡例ウィンドウに対しては -1 を返し
ます。用紙単位の詳細については、「Set Paper Units
文」を参照してください。

5LEGEND_INFO_LINE_SAMPLE_WIDTH

整数値。リージョン サンプルの幅を MapBasic の用紙
単位で返します。地図凡例ウィンドウに対しては -1 を
返します。

6LEGEND_INFO_REGION_SAMPLE_WIDTH

整数値。リージョン サンプルの高さを MapBasic の用
紙単位で返します。地図凡例ウィンドウに対しては -1
を返します。

7LEGEND_INFO_REGION_SAMPLE_HEIGHT

整数値。現在の凡例ウィンドウ内にあるテキストフレー
ムの数を返します。

8LEGEND_INFO_NUM_TEXTFRAMES

文字列。凡例のデフォルトのタイトル パターンを返し
ます。

9LEGEND_INFO_DEFAULT_TITLE

589MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



LegendInfo() の戻り値ID属性コード

文字列。凡例のデフォルトのタイトルパターンフォン
トを返します。

10LEGEND_INFO_DEFAULT_TITLE_FONT

文字列。凡例のデフォルトのサブタイトル パターンを
返します。

11LEGEND_INFO_DEFAULT_SUBTITLE

文字列。凡例のデフォルトのサブタイトル パターン
フォントを返します。

12LEGEND_INFO_DEFAULT_SUBTITLE_FONT

文字列。凡例のデフォルトのスタイル名パターンを返
します。

13LEGEND_INFO_DEFAULT_STYLE

文字列。凡例のデフォルトのスタイル名パターン フォ
ントを返します。

14LEGEND_INFO_DEFAULT_STYLE_FONT

論理値。「フォントに合わせてサンプル サイズを自動
拡大」のデフォルト値を返します。

15LEGEND_INFO_DEFAULT_AUTO_FNT_SZ

例

dim wndLegend, wndMap as integer
for i = 1 to NumWindows()
If WindowInfo(WindowID(i), WIN_INFO_TYPE) = WIN_MAPPER then
wndMap = WindowInfo(WindowID(i), WIN_INFO_WINDOWID)
end if
if WindowInfo(WindowID(i), WIN_INFO_TYPE) = WIN_LEGEND_DESIGNER then
wndLegend = WindowInfo(WindowID(i), WIN_INFO_WINDOWID)
end if
next

この例では、凡例ウィンドウの作成に使用されたマップウィンドウ IDを調べる方法を説明してい
ます。

If LegendInfo(wndLegend, LEGEND_INFO_MAP_ID) = wndMap then
Print "Map ID: " + str$(MapID) + " was correct"
End if

関連項目

FrontWindow()関数、LegendFrameInfo()関数、LegendTextFrameInfo()関数、LegendStyleInfo()
関数、WindowID() 関数
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LegendStyleInfo() 関数

目的
凡例フレーム内のスタイルを返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから
呼び出すことができます。

構文

LegendStyleInfo( window_id, frame_id, style_id, attribute )

window_id は、情報を返す凡例ウィンドウの ID です。
frame_id は、情報を取り出す凡例ウィンドウ フレームの ID です。凡例ウィンドウのフレームに
は、1 からフレームの数までの ID が付けられています。
style_idは、情報を返す凡例ウィンドウフレーム内のスタイルの IDです。凡例ウィンドウのフレー
ムには、1 からフレームの数までの ID が付けられています。
attribute は、取り出す情報の種類を表す整数コードです。

戻り値

LegendStyleInfo() の戻り値ID属性コード

スタイルのテキストを返します。1LEGEND_STYLE_INFO_TEXT

スタイルのフォントを返します。2LEGEND_STYLE_INFO_FONT

スタイルのオブジェクトを返します。各種類の主題図に対し、と
り得る戻り値は以下のとおりです。

• レンジ主題図 – 長方形、ライン、またはポイント
• 棒グラフ主題図 – 長方形
• グリッド主題図 – 長方形
• サイズ可変シンボル主題図 – ポイント
• ドット密度主題図 – 長方形
• 円グラフ主題図 – 長方形

3LEGEND_STYLE_INFO_OBJ
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LegendStyleInfo() の戻り値ID属性コード

凡例においてスタイル行が表示されるかどうかを返します。地図
凡例ウィンドウ (バージョン 11.5 より前) に対しては true を返し
ます。

4LEGEND_STYLE_INFO_ROW_VISIBLE

DT_LARGEINT。この凡例行のカウント値を返します。凡例フレー
ムまたは行にカウントがない場合は -1 を返します。ラスタ凡例に
対してカウントが指定されていない場合も -1 を返します。

5LEGEND_STYLE_INFO_COUNT

エラー コード
スタイルのないフレーム (主題図凡例) を指定するとエラーが発生します。

例
以下の例は、凡例ウィンドウにおいて主題図フレーム スタイルのスタイル情報のみを返すための
LegendStyleInfo()関数の呼び出し方法を示しています。この例では、凡例ウィンドウが最前面に
あると仮定しています。スタイル情報をレンジ主題図フレーム #1、スタイルサンプル 1から取得
します。

dim objStyle as object
dim tBrush as Brush
dim tPen as Pen
dim tSymbol as Symbol
dim tFont as Font
dim strSampleText as string

objStyle = LegendStyleInfo(FrontWindow(), 1, 1, LEGEND_STYLE_INFO_OBJ)
tFont = LegendStyleInfo(FrontWindow(), 1, 1, LEGEND_STYLE_INFO_FONT)
strSampleText = LegendStyleInfo(FrontWindow(), 1, 1,
LEGEND_STYLE_INFO_TEXT)

Do Case ObjectInfo(objStyle, OBJ_INFO_TYPE)
Case OBJ_TYPE_POINT
tSymbol = ObjectInfo(objStyle, OBJ_INFO_SYMBOL)
Print tSymbol

'or use StyleAttr() to return specific properties of the Symbol Style,
for example: StyleAttr(tSymbol, SYMBOL_FONT_NAME)
Case OBJ_TYPE_LINE
tPen = ObjectInfo(objStyle, OBJ_INFO_PEN)
Print tPen

'or use StyleAttr() to return specific properties of the Pen\Line Style,
for example: StyleAttr(tPen, PEN_COLOR)
Case OBJ_TYPE_RECT
tBrush = ObjectInfo(objStyle, OBJ_INFO_BRUSH)
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Print tBrush
'or use StyleAttr() to return specific properties of the Brush\Region
Style, for example: StyleAttr(tBrush, BRUSH_FORECOLOR)
Case Else
Note "Unexpected Object type"

End Case

Print tFont 'for example: Font ("Arial",0,8,0,0)

StyleAttr() 関数を使用してフォント スタイルの特定のプロパティを返します。

StyleAttr(tFont, FONT_NAME)

最初の主題図レンジ値のテキストを出力します (5,700,000 ～ 23,700,000 など)。

Print strSampleText

関連項目

StyleAttr() 関数

LegendTextFrameInfo() 関数

目的
凡例ウィンドウ内のテキスト フレームに関する情報を返します。 この関数は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

LegendTextFrameInfo( window_id, frame_id, attribute )

window_id は、情報を返す凡例ウィンドウの ID です。
frame_id は、情報を取り出す凡例ウィンドウ フレームの ID です。凡例ウィンドウのフレームに
は、1 からフレームの数までの ID が付けられています。
attribute は、取り出す情報の種類を表す整数コードです。

戻り値
attribute パラメータに応じて異なる情報が返されます。
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LegendTextFrameInfo() の戻り値IDattribute パラメータ

凡例ウィンドウの上の境界からフレーム左上までの距離を返しま
す (用紙単位)。

1FRAME_INFO_POS_X

凡例ウィンドウの上の境界からフレーム左上までの距離を返しま
す (用紙単位)。

2FRAME_INFO_POS_Y

フレームの幅を返します (用紙単位)。用紙単位の詳細については、
「Set Paper Units 文」を参照してください。

3FRAME_INFO_WIDTH

フレームの高さを返します (用紙単位)。用紙単位の詳細について
は、「Set Paper Units 文」を参照してください。

4FRAME_INFO_HEIGHT

テキスト フレームのテキストを返します。5FRAME_INFO_TEXT

テキスト フレームのテキストのフォントを返します。6FRAME_INFO_TEXT_FONT

関連項目

LegendInfo( ) 関数、LegendFrameInfo( ) 関数、LegendStyleInfo( ) 関数

Len() 関数

目的
文字列の文字数、または文字列以外の変数のバイト数を返します。 この関数は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

注 : 文字列変数の場合、Len() 関数は、文字列中のバイト数ではなく文字数のみを返しま
す。文字列中のバイト数を取得する場合は、StringByteLength()関数が使用できます。
たとえば、Len("ABCD属性コ構") は、文字列の文字数として 8 を返しますが、
StringByteLength("ABCD属性コ構", WindowsJapanese)は、WindowsJapanese文字セット
の文字列のバイト数として 12 を返します。
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構文

Len( expr )

expr は変数です。これに Pen、Brush、Symbol、Font、Alias を指定することはできません。

戻り値
SmallInt

説明
Len() 関数の働きは expr パラメータのデータ タイプに応じて変わります。
expr 式が文字列を表す場合、Len() 関数は文字列中の文字数を返します。
その他の場合、exprがMapBasic変数であれば、Len()は変数のサイズをバイト数で戻します。つ
まり、整数変数を渡した場合は Len() は 4 の値を返し (各整数変数は 4 バイトを占めるので)、
SmallInt 変数を渡した場合、Len() は 2 の値 (各 SmallInt 変数は 2 バイトを占めるので) を返しま
す。

例

Dim name_length As SmallInt
name_length = Len("Boswell")

name_length には、値 7 が格納されます。
関連項目

• StringByteLength() 関数
• ObjectLen() 関数

LibraryServiceInfo() 関数

目的
ライブラリ サービスの現在の動作モード、バージョン、デフォルト URL など、ライブラリ サー
ビスに関する情報を返します。MapInfo Manager サーバで公開された CSW URL のリストも返し
ます。
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構文

LibraryServiceInfo( attribute )

attribute は、返される情報の属性を示すコードです。以下の表を参照してください。

説明
LibraryServiceInfo()関数は、ライブラリ サービスに関する情報を 1 つ返します。
attributeパラメータは次の表にある値です。左の欄のコードは MAPBASIC.DEFで定義されます。

LibraryServiceInfo() の戻り値IDattribute コード

ライブラリ サービスの現在の動作モードを表す整数。1LIBSRVC_INFO_LIBSRVCMODE

ライブラリ サービスのバージョンを表す文字列。この関数を呼び
出す前にライブラリサービスのデフォルトURLを設定する必要が
あります。

2LIBSRVC_INFO_LIBVERSION

ライブラリサービスのデフォルトURLを表す文字列。ライブラリ
URL のデフォルト値は空の文字列です。

3LIBSRVC_INFO_DEFURLPATH

MapInfo Manager サーバで公開された CSW URL がリストされて
いる文字列。これはセミコロン ( ; ) で区切られた単一の文字列で
す。

4LIBSRVC_INFO_LISTCSWURL

例
次の例で、この関数の使用方法を示します。

include "mapbasic.def"
declare sub main
sub main
dim liburlpath as string
dim libversion as string
liburlpath = LibraryServiceInfo(LIBSRVC_INFO_DEFURLPATH)if
StringCompare(liburlpath, "") == 0 then
Set LibraryServiceInfo URL
"http://localhost:8080/LibraryService/LibraryService"
endif
libversion = LibraryServiceInfo(LIBSRVC_INFO_LIBVERSION)
end sub
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関連項目

Set LibraryServiceInfo 文

Like() 関数

目的
文字列がパターンマッチの基準を満たすかどうかを調べ、TRUEまたはFALSEを戻します。この
関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

Like( string, pattern_string, escape_char )

string は、テストのための文字列式です。
pattern_string は、通常の文字列または特殊ワイルドカード文字を含む文字列です。
escape_charは、エスケープ文字を定義する文字列式です。エスケープ文字 ("\"など)を使用する
のは、文字列式にワイルドカード文字 ("%" と "_") があるかどうかをチェックする必要がある場合
です。エスケープ文字が必要ない場合は空の文字列 ("") を使ってください。

戻り値
論理値 (string が pattern_string と一致した場合に TRUE)

説明
Like()関数は文字列比較を実行します。この文字列比較は大文字小文字を区別します。大文字と小
文字を区別しない比較を行うには Like 演算子を使用してください。
pattern_string には次のワイルドカード文字を使用できます。

単独の文字と一致_ (アンダースコア)

ゼロ以上の個数の文字と一致% (パーセント)
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たとえば、下線またはパーセント文字を検索するには、escape_charを指定してください。例を次
の表に示します。

次のパラメータを指定してください。文字列が次のものかどうかを検索するには...

Like( string_var, "South%", "")
"South" で始まる文字列

Like( string_var, "%America", "")
"America" で終わる文字列

Like( string_var, "%ing%", "" )
任意の場所に "ing" を含む文字列

Like( string_var, "\_%", "\")
下線で始まる文字列

関連項目

Len() 関数、StringCompare() 関数

Line Input 文

目的
シーケンシャル テキスト ファイルから 1 行を変数に読み込みます。

構文

Line Input [#] filenum, var_name

filenum は、オープン済みファイルの番号を示す整数値です。
var_name は文字列変数の名前です。
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説明
Line Input 文は、テキスト ファイルから行全体を読み込み、結果を文字列変数に保管します。テ
キスト ファイルは Input モードでオープンしていなければなりません。
Line Input 文は、ファイルの各行を 1 つの長い文字列と見なします。ファイルの各行にコンマで
区切った式のリストが含まれており、各式をそれぞれ別の変数に読み込みたい場合は、Line Input
の代わりに Input # 文を使用します。

例
次のプログラムは、既存のテキストファイルをオープンし、一度に 1行ずつテキストファイルの
内容を読み込み、それを別のテキスト ファイルにコピーします。

Dim str As String
Open File "original.txt" For Input As #1
Open File "copy.txt" For Output As #2
Do While Not EOF(1)
Line Input #1, str
If Not EOF(1) Then
Print #2, str
End If
Loop
Close File #1
Close File #2

関連項目

Input # 文、Open File 文、Print # 文

LocateFile$() 関数

目的
MapInfo アプリケーション データ ファイルへのパスを返します。 この関数は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

LocateFile$( file_id )

file_id は、次のいずれかの値です。
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説明ID値

環境設定ファイル (MAPINFOW.PRF)。0LOCATE_PREF_FILE

デフォルトのワークスペース ファイル (MAPINFOW.WOR)。1LOCATE_DEF_WOR

色ファイル (MAPINFOW.CLR)。2LOCATE_CLR_FILE

ペン ファイル (MAPINFOW.PEN)。3LOCATE_PEN_FILE

シンボル ファイル(MAPINFOW.FNT)。4LOCATE_FNT_FILE

略語ファイル(MAPINFOW.ABB)。5LOCATE_ABB_FILE

投影法ファイル(MAPINFOW.PRJ)。6LOCATE_PRJ_FILE

メニュー ファイル(MAPINFOW.MNU)。7LOCATE_MNU_FILE

カスタム シンボル ディレクトリ(CUSTSYMB)。8LOCATE_CUSTSYMB_DIR

主題図テンプレート ディレクトリ(THMTMPL)。9LOCATE_THMTMPLT_DIR

グラフ サポート ディレクトリ(GRAPHSUPPORT)。10LOCATE_GRAPH_DIR

WMS サーバの XML リスト(MIWMSSERVERS.XML)。11LOCATE_WMS_SERVERLIST

WFS サーバの XML リスト(MIWFSSERVERS.XML)。12LOCATE_WFS_SERVERLIST

ジオコード サーバの XML リスト (MIGEOCODESERVERS.XML)。13LOCATE_GEOCODE_SERVERLIST

ルーティングサーバのXMLリスト (MIROUTINGSERVERS.XML)。14LOCATE_ROUTING_SERVERLIST

レイアウト テンプレート ディレクトリ (LAYOUTTEMPLATE)15LOCATE_LAYOUT_TEMPLATE_DIR

戻り値
String
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説明
MapInfo Pro アプリケーション データ ファイルの ID を指定すると、この関数は、MapInfo Pro が
そのファイルを検出した位置を返します。MapInfoProは、これらのファイルをユーザのApplication
Dataディレクトリにインストールしますが、プログラムディレクトリなど、これらのファイルを
配置できるディレクトリが数箇所あります。MapBasicアプリケーションでは、ファイルの位置を
推測で判断せずに、LocateFile$() を使用して実際の位置を調べる必要があります。

例

include "mapbasic.def"
declare sub main
sub main
dim sGraphLocations as string
sGraphLocations = LocateFile$(LOCATE_GRAPH_DIR)
Print sGraphLocations
end sub

関連項目

GetFolderPath$() 関数

LOF() 関数

目的
オープン済みファイルの長さを戻します。

構文

LOF( filenum )

filenum はオープン済みファイルの番号です。

戻り値
LargeInt 値

説明
LOF() 関数は、オープン済みファイルの長さをバイト数で戻します。
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file パラメータはオープン済みファイルの番号を示します。これは Open File 文の As 句に指定さ
れるのと同じ番号です。

エラー コード
指定したファイルが開いていない場合は、ERR_FILEMGR_NOTOPEN (366) エラーが生成されま
す。

例

Dim size As Integer
Open File "import.txt" For Binary As #1
size = LOF(1)
' size now contains the # of bytes in the file

関連項目

Open File 文

Log() 関数

目的
数の自然対数を戻します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すこと
ができます。

構文

Log( num_expr )

num_expr は数値式です。

戻り値
浮動小数

説明
Log() 関数は、num_expr パラメータで指定した数値式の自然対数を返します。
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自然対数とは、数学的な値 eを何回累乗すれば num_exprが得られるかを表す値です。eの値は、
約 2.7182818 です。
対数は正の数についてのみ定義されます。したがって、num_exprが負の場合、Log()関数はエラー
になります。
自然対数を用いて、他の底 (10 など) の対数の値を計算することができることに注意してくださ
い。10を底とする nの対数を得るには、nの自然対数 (Log( n ))を 10の自然対数 (Log( 10 ))で割
ります。

例

Dim original_val, log_val As Float
original_val = 2.7182818
log_val = Log(original_val)

' log_val will now have a value of 1 (approximately),
' since E raised to the power of 1 equals
' 2.7182818 (approximately)

関連項目

Exp() 関数

LTrim$() 関数

目的
文字列の初めにあるスペースキャラクタを削除して、その結果を戻します。この関数は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

LTrim$( string_expr )

string_expr は文字列式です。

戻り値
String
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説明
LTrim$() 関数は、string_expr で指定された文字列の先頭のスペースを削除し、結果として得られ
る文字列を返します。

例

Dim name As String
name = " Mary Smith"
name = LTrim$(name)

' name now contains the string "Mary Smith"

関連項目

RTrim$() 関数

Main プロシージャ

目的
アプリケーションを実行するとき最初に呼び出されるプロシージャ。

構文

Declare Sub Main
Sub Main
statement_list

End Sub

statement_list は、アプリケーション実行時に実行する文のリストです。

説明
Mainは、MapBasicの特殊なプロシージャ名です。アプリケーションにMainというサブプロシー
ジャがあれば、MapInfo Proは、アプリケーションを最初に実行するときに自動的にそのプロシー
ジャを実行します。Mainプロシージャではその後、他のサブプロシージャを実行することができ
ます (たとえば Call 文を発行するなど)。
Main プロシージャは、明示的に宣言する必要はありません。Main というプロシージャを宣言す
る代わりに、プログラム ファイルの先頭または先頭付近にいずれかのプロシージャ宣言の外側に
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1つ以上の文を入れるだけで済みます。これにより、その文のグループがMainプロシージャ内に
あるかのように扱われます。これは "明示的"なMainプロシージャに対して、"暗黙"のMainプロ
シージャと呼ばれます。

例
MapBasic プログラムは 1 行だけの長さにすることも可能です。たとえば、次の文だけから成る
MapBasic プログラムを生成することができます。

Note "Testing, one two three."

上の文がプログラムの全体である場合、そのプログラムは暗黙的なMainプロシージャにあると見
なされます。アプリケーションを実行すると、MapBasic で Note 文が実行されます。
一方、Main プロシージャを明示的に宣言する次の例でも同じ結果 (Note 文など) が得られます。

Declare Sub Main
Sub Main
Note "Testing, one two three."
End Sub

次の例は、暗黙的な Main プロシージャおよび Talk プロシージャという別のサブプロシージャを
含みます。暗黙的な Main プロシージャでは、Call 文を使用して Talk プロシージャを呼び出しま
す。

Declare Sub Talk(ByVal msg As String)
Call Talk("Hello")
Call Talk("Goodbye")
Sub Talk(ByVal msg As String)
Note msg
End Sub

次の例は、明示的な Main プロシージャおよび Talk プロシージャという別のサブプロシージャを
含みます。Main プロシージャでは、Call 文を使用して Talk プロシージャを呼び出します。

Declare Sub Main
Declare Sub Talk(ByVal msg As String)

Sub Main
Call Talk("Hello")
Call Talk("Goodbye")
End Sub

Sub Talk(ByVal msg As String)
Note msg
End Sub

関連項目
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EndHandler プロシージャ、RemoteMsgHandler プロシージャ、SelChangedHandler プロシー
ジャ、Sub...End Sub 文、ToolHandler プロシージャ、WinClosedHandler プロシージャ

MakeBrush() 関数

目的
ブラシ値を返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことがで
きます。

構文

MakeBrush( pattern, forecolor, backcolor)

patternは 1～ 8または 12～ 186の整数値で、フィル パターンを指定します。パターンの一覧に
ついては、「Brush 句」を参照してください。
forecolor は、パターンの前景色の整数 RGB カラー値です。詳細については、「RGB() 関数」を
参照してください。
backcolorは、パターンの背景色の整数RGBカラー値です。背景を透明にするには、1を背景色と
して指定し、3 以上のパターンを指定してください。

戻り値
Brush

説明
MakeBrush() 関数はブラシ値を返します。この戻り値を Brush 変数に割り当てたり、ブラシ設定
をパラメータとして受け取る文 (Create Ellipse 文、Set Map 文、Set Style 文、Shade 文など) で
パラメータとして使うことができます。
ブラシ設定の詳細については、「Brush 句」を参照してください。

例

Include "mapbasic.def"
Dim b_water As Brush
b_water = MakeBrush(64, CYAN, BLUE)
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関連項目

Brush 句、CurrentBrush() 関数、RGB() 関数、StyleAttr() 関数

MakeCustomSymbol() 関数

目的
ビットマップ ファイルに基づくシンボル値を返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

MakeCustomSymbol( filename, color, size, customstyle )

filenameは、ビットマップファイル名を表す31文字までの長さの文字列です。このファイルは、
ユーザの環境設定で指定されたディレクトリの中になければなりません。
color は、整数の RGB カラー値です。詳細については、「RGB() 関数」を参照してください。
size は、1 ～ 48 の整数ポイント サイズです。
customstyleは、色および背景の属性を制御する整数コードです。以下の表を参照してください。

戻り値
シンボル

説明
MakeCustomSymbol()関数は、ビットマップ ファイルに基づきシンボル値を戻します。シンボ
ルの種類については、「Symbol 句」を参照してください。
次の表に、Customstyle 引数でシンボル スタイルがどのように操作されるかを示します。

シンボル スタイルcustomstyle 値

[Show Background]、[色の適用]、および [実際のサイズで表示]の設定がオフ。シンボル
はデフォルトの状態で、sizeパラメータに指定されたポイントサイズで表示されます。
ビットマップ内の白いピクセルは透明になるため、背後のどの色もシンボルを通して見
えるようになります。

0

607MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



シンボル スタイルcustomstyle 値

[Show Background] の設定がオン。ビットマップ内の白いピクセルは不透明です。1

[色の適用] 設定がオン。ビットマップ内の白以外の色はシンボルのカラー設定と置き換
えられます。

2

[Show Background] と [色の適用] の設定がいずれもオン。3

[実際のサイズで表示] の設定がオン。ビットマップ イメージはネイティブなピクセル単
位の幅と高さで描画される。

4

[Show Background] と [実際のサイズで表示] の設定がオン。5

[Show Background]、[色の適用]、および [実際のサイズで表示] の設定がオン。7

例

Include "mapbasic.def"
Dim sym_marker As Symbol
sym_marker = MakeCustomSymbol("CAR1-64MP", BLUE, 18, 0)

関連項目

CurrentSymbol()関数、MakeFontSymbol()関数、MakeSymbol()関数、StyleAttr()関数、Symbol
句

MakeDateTime() 関数

目的
指定された Date および Time から作成された DateTime を返します。 この関数は、MapInfo Pro
の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

MakeDateTime( date, time )
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戻り値
DateTime

例
この例を MapBasic ウィンドウにコピーして、この関数の使い方を参照してください。

dim tX as time
dim dX as date
dim dtX as datetime
tX = 105604123
dX = 20070908
dtX = MakeDateTime(dX,tX)
Print FormatDate$(GetDate(dtX))
Print FormatTime$(GetTime(dtX), "hh:mm:ss.fff tt")

関連項目

DateWindow() 関数、Set Date Window() 文

MakeFont() 関数

目的
フォント値を返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことが
できます。

構文

MakeFont( fontname, style, size, forecolor, backcolor )

fontnameは、フォントを指定するテキスト文字列 ("Arial"など)です。この引数には大文字と小文
字の区別があります。
style は正の整数式です。0 は標準テキスト、1 は太字テキストなど。詳しくは Font 句の解説を参
照してください。
size は、1 以上の整数のポイントサイズです。
forecolor は文字の RGB カラー値です。RGB() 関数を参照してください。
backcolorは背景のRGBカラー値です (またはスタイル設定で蛍光色が指定されている場合は蛍光
色)。背景を透明にするには -1 を背景色として指定してください。
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戻り値
フォント

説明
MakeFont()関数は Font値を返します。返された値は、Font変数に代入することや、Create Text
文や Set Style 文のように Font 設定をパラメータとして使う文のパラメータとして使用すること
ができます。
フォント設定の詳細については、「Font 句」を参照してください。

例

Include "mapbasic.def"
Dim big_title As Font
big_title = MakeFont("Arial", 1, 20,BLACK,WHITE)

関連項目

CurrentFont() 関数、Font 句、StyleAttr() 関数

MakeFontSymbol() 関数

目的
TrueType フォントの文字をシンボルとして使ったシンボル値を返します。 この関数は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

MakeFontSymbol( shape, color, size, fontname, fontstyle, rotation )

shapeは、TrueTypeフォントの文字コードを指定する 31以上 (31は不可視)の 2バイト整数値で
す。
color は、整数の RGB カラー値です。詳細については、「RGB() 関数」を参照してください。
size は、シンボルのポイント サイズを示す 1 から 48 までの 2 バイト整数値です。
fontnameは、TrueTypeフォントの名前を表す文字列です ("WingDings"など)。この引数には大文
字と小文字の区別があります。
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fontstyle は、太字などの属性を表す数値コードです。下記参照。
rotation は、シンボルの回転角度を度数で表した浮動小数点数です。

戻り値
シンボル

説明
MakeFontSymbol()関数は、TrueTypeフォントの文字に基づくシンボル値を返します。シンボル
の種類については、「Symbol 句」を参照してください。
次の表に、fontstyle パラメータでシンボル スタイルがどのように操作されるかを示します。

シンボル スタイルfontstyle 値

通常文字0

太字1

境界 (黒の縁取り)16

陰影32

蛍光 (白の縁取り)256

2つ以上のスタイル属性を指定するには、左のフィールドの値を加算します。たとえば、太字と陰
影の両方の属性を指定するには、fontstyle値として 33を指定します。太字と蛍光を同時に適用す
ることはできません。

例

Include "mapbasic.def"
Dim sym_marker As Symbol
sym_marker = MakeFontSymbol(65,RED,24,"WingDings",32,0)

関連項目

CurrentSymbol() 関数、MakeCustomSymbol() 関数、MakeSymbol() 関数、StyleAttr() 関数、
Symbol 句
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MakePen() 関数

目的
ペンの値を返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことがで
きます。

構文

MakePen( width, pattern, color )

width でペン幅を指定します。
patternでラインパターンを指定します。ラインパターンの一覧については、Pen句の解説を参照
してください。
color は、RGB カラー値です。詳細については、「RGB() 関数」を参照してください。

戻り値
Pen

説明
MakePen()関数は、ライン スタイルを定義するペン値を返します。返された値は、Pen変数に代
入することや、Create Line 文、Create Pline 文、Set Style 文、または Set Map 文のようにペン
設定をパラメータとして使う文のパラメータとして使用することができます。
ペン設定の詳細については、「Pen 句」を参照してください。

例

Include "mapbasic.def"
Dim p_bus_route As Pen
p_bus_route = MakePen(3, 9, RED)

関連項目

CurrentPen() 関数、Pen 句、StyleAttr() 関数、RGB() 関数
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MakeSymbol() 関数

目的
MapInfo 3.0 のシンボル セットの文字を使用してシンボル値を返します。MapInfo 3.0 のシンボル
セットは、もともと MapInfo for Windows 3.0 で公開され、MapInfo Pro の後続のバージョンで維
持されてきたものです。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことが
できます。

構文

MakeSymbol( shape, color, size )

shape は 2 バイト整数値で、シンボルの形を指定する 31 以上の値です (31 は非表示)。標準のシ
ンボル セットにはシンボル 31 ～ 67 が含まれます。シンボルの一覧については、「Symbol 句」
を参照してください。
color は、整数の RGB カラー値です。詳細については、「RGB() 関数」を参照してください。
size は、シンボルのポイント サイズを示す 1 から 48 までの 2 バイト整数値です。

戻り値
シンボル

説明
MakeSymbol()関数はシンボル値を返します。返された値は、Pen変数に代入することや、Create
Point 文、Set Map 文、Set Style 文、または Shade 文のようにパラメータを Symbol 句として
使う文のパラメータとして使用することができます。
TrueTypeフォントの文字からシンボルを作成するには、「MakeFontSymbol()関数」を呼び出し
ます。
ビットマップ ファイルからシンボルを作成するには、「MakeCustomSymbol() 関数」を呼び出
します。
シンボル設定の詳細については、「Symbol 句」を参照してください。
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例

Include "mapbasic.def"
Dim sym_marker As Symbol
sym_marker = MakeSymbol(44, RED, 16)

関連項目

CurrentSymbol() 関数、MakeCustomSymbol() 関数、MakeFontSymbol() 関数、StyleAttr() 関
数、Symbol 句

Map 文

目的
新しいマップ ウィンドウを開きます。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行
できます。

構文

Map From item [ , item ... ]
[ Position ( x, y ) [ Units paperunits ] ]
[ Width window_width [ Units paperunits ] ]
[ Height window_height [ Units paperunits ] ]
[ { Min | Max | Floating | Docked | Tabbed | AutoHidden | Hide} ]
[ Pen .... ] [ Brush ... ] [ Priority n ] [ Name framename ]
[ Redraw { On | Off | Suspended } ]
[ Into { Window layout_win_id } { ID empty_frame_id } ]

item は次のとおりです。

table | [GroupLayer ("friendly_name" [ , item ...])

item は、開いたテーブルまたはグループ レイヤの名前です。
グループ レイヤの friendly_name は必須ですが、固有の名前でなくても構いません。グループ レ
イヤには、別のグループ レイヤやテーブルを含めたり、何も含めない (テーブルが 1つもない)こ
とができます。
paperunits は、用紙単位の名前 ("in" など) です。
Floating ドッキング状態は、ウィンドウを浮動させます。
Docked ドッキング状態は、ウィンドウをデフォルト位置に固定します。

614MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



Tabbedドッキング状態は、ウィンドウをタブ形式にします。この状態のウィンドウは、ドキュメ
ントとも呼ばれます。
AutoHidden ドッキング状態は、ウィンドウを自動的に隠します。
Hideは、非表示状態のウィンドウを作成するオプションのキーワードで、動作は Set Window id
hideと同じです。このような非表示ウィンドウを表示するには、Set Window...Show statement

を使用します。
注 : AutoHidden ドッキング状態は、ウィンドウを自動的に隠します。

注 : これら 4 つのドッキング状態はすべて、64 ビット版の MapInfo Pro にのみ特有です。

"x, y"により、マップウィンドウの左上隅の位置を用紙単位で指定します。用紙単位の詳細につい
ては、「Set Paper Units 文」を参照してください。Into Window 句では、レイアウト ウィンド
ウの左上隅を基準とする位置になります。
window_width および window_height により、マップ ウィンドウのサイズを用紙単位で指定しま
す。Into Window 句では、これはレイアウト ウィンドウ内のフレームの幅と高さを表します。有
効な幅と高さを指定しなければ、フレームに値が生成されません。
nは、レイアウトウィンドウにあるオブジェクト (フレーム)のZオーダー値を指定する整数です。
クローン文の作成時やワークスペースの保存時に、フレームの優先順位は 1 で始まる固有の値に
正規化されます。
framenameは、レイアウトウィンドウに埋め込まれたこのマップの名前を表す文字列です。レイ
アウトウィンドウ内のフレームに割り当てられた名前は、WORファイルに書き込まれます。Name
句が WOR ファイルに書き込まれると、ワークスペースのバージョンが 1500 に更新されます。
layout_win_id は、レイアウト ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
empty_frame_id は、空のレイアウト ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。

説明
Map文は新しいマップウィンドウを開きます。マップウィンドウを開いた後、Set Map文を発行
することによりウィンドウを変更することができます。
ネストされたグループ レイヤを作成するために、GroupLayer キーワードが追加されました。グ
ループ レイヤは、別々のマップ レイヤをグループに整理できる特別な種類のレイヤです。フォル
ダやサブフォルダを使ってファイルを整理するのと似ています。グループ レイヤを利用すると、
多数のレイヤがあるマップの管理が楽になります。グループの使用には、主に次の 2 つの利点が
あります。
1. 整理に役立つ - レイヤ リストを使いやすいグループに整理すると、さらに管理が楽になりま

す。
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2. 効率が良くなる -レイヤをグループに整理しておくと、「すべての道路レイヤを無効にする」
などの操作をわずかなマウス クリックや手順で行えます。

指定するテーブルは既に開いている必要があります。さらに、地図作成が可能であることが必要で
す。つまり、テーブルにはレコードに関連する図形オブジェクトを含めることができる必要があり
ます。テーブルに実際に図形オブジェクトがなくても構いませんが、テーブルの構造で地図作成が
可能として指定されている必要があります。
マップ ウィンドウには 1 つ以上のレイヤが必要なため、Map 文には、1 つ以上のテーブルが必要
です。 テーブルがグループ レイヤの一部かどうかは無関係です。Map 文では複数のテーブル名
(コンマで区切る) を指定することで、複数のレイヤを含むマップ ウィンドウを開くことができま
す。マップ ウィンドウを再表示すると、Map 文の最初のテーブルが常に最後に表示されます。し
たがって、Map 文の最初のテーブルが常にトップに表示されます。通常、ポイント オブジェクト
があるテーブルがMap文の初めの方に記述され、リージョン (境界区域)オブジェクトがあるテー
ブルが Map 文の終わりの方に記述されます。
結果として得られるマップウィンドウのデフォルトのサイズは画面サイズのおよそ4分の1です。
ウィンドウのデフォルトの位置は現在の画面上のウィンドウの数によって決まります。オプション
のPosition、Height、およびWidth句を使用して、新しいマップウィンドウの大きさと位置を制
御することができます。Height句とWidth句では、ウィンドウのサイズをインチ単位で指定しま
す。Position句は画面の左上隅を基準とするのではなく、MapInfoProアプリケーションの左上隅
を基準として位置を指定することに注意してください。
Map 文にオプションの Max キーワードを指定した場合、作成されるマップ ウィンドウは最大化
され、MapInfoProが利用できる画面スペースをすべて使用します。逆に、Map文にMinキーワー
ドを指定した場合は、ウィンドウはすぐに最小化されます。
各マップウィンドウには別々の投影法を指定できます。MapInfoProでは、地図表示される最初の
テーブルのネイティブ投影法に基づいてマップ ウィンドウの初期投影法が決まります。ユーザは
[マップ]タブの [マップオプション]コマンドを選択してマップの投影法を変えることができます。
MapBasic プログラムは Set Map 文を発行することにより投影法を変更します。
Brushは有効なBrush句です。ソリッドブラシだけを使用できます。ソリッド以外の値を入力し
てもエラーになりませんが、種類として常にソリッドが強制的に使用されます。この句はフレーム
に背景色を使うときだけ使用されます。
Penは有効な Pen句です。この句は、オン (ソリッド)またはオフ (中抜き)と、フレームの境界線
の色を設定するように設計されています。
オプションの Redraw句には、On、Off、Suspendedという 3つのオプションがあります。これ
らのオプションは、SetMap文のRedrawオプションと同じです。これにより、指定された再描画
モードに初期設定されたマップウィンドウを作成することができます。Redrawでは、マップウィ
ンドウの自動再描画を無効または有効にします。RedrawOff文を発行すると、後続の文 (たとえば
Set Map、Add Map Layer、Remove Map Layer など) がマップに適用されるときに、マップ ウィ
ンドウが再描画されません。マップウィンドウに必要なすべての変更を行った後でSetMapRedraw
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On文を発行し、自動再描画を有効にします (このとき、MapInfo Proではすべての変更を表示する
ためにマップを一度再描画します)。Suspendedキーワードを使うと、マップ再描画の状態にある
ことが視覚的なマークによりマップ ウィンドウに示されます。
IntoWindow句は、既存のレイアウトウィンドウ内に新しいフレームを作成します。layout_win_id
が指定されない場合、新しいフレームは最前面のレイアウト ウィンドウに追加されます。
開いているテーブルを空のレイアウト フレームに挿入するには、ID 句を使用します。マップのデ
フォルト ビューが表示され、空のフレームに既に設定されているフレームのプロパティは保持さ
れます (ペン、ブラシ、位置、サイズ、名前、および Z オーダー)。次の場合はエラーが発生しま
す。
• From Window ID がマップまたはブラウザではない: 1696 "エラー: マップまたはブラウザ ウィ
ンドウが必要です。"

• フレーム ID が空ではない: 1698 "レイアウト枠 ^0 は空でなければなりません。"
• From Window が閉じない: 1697 "ウィンドウを空のフレーム内に複製できません。"
• マップの凡例が複製されない: 1708 "マップ枠の凡例を複製できません。"

次の例では、World および World_Cities という名前の開いたテーブル用のマップを作成し、レイ
アウト ウィンドウの空のフレームに挿入します。

Map From World, World_Cities Into Window layout_win_id ID empty_frame_id

表示された内容を空にした後でフレームを再利用するには、「Set Designer Frame文」を参照し
てください。これによって、表示されていた内容と同じサイズと位置の空のフレームが残り、フ
レームの名前はそのまま保持されます。

例
次の例では、幅 3 インチ、高さ 2 インチのマップ ウィンドウを、MapInfo Pro アプリケーション
の左上隅から 1 インチ内側に開きます。このマップには 2 つのレイヤがあります。

Open Table "world"
Open Table "cust1994" As customers
Map from customers, world
Position (1,1) Width 3 Height 2

次の例では、複数のグループ レイヤがあるマップ ウィンドウ (いくつかのレイヤはネストされて
いる) を開きます (すべてのテーブルがあらかじめ開いてあると仮定します)。

Map From
GroupLayer (
"Grid",
GroupLayer ("Tropics", Tropic_Of_Capricorn, Tropic_Of_Cancer),
Wgrid15
),
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GroupLayer (
"World Places", WorldPlaces, WorldPlacesMajor, WorldPlaces_Capitals
),
Airports,
GroupLayer ("World Boundaries", world_Border),
GroupLayer (
"Roads", Roads, US_Primary_Roads, US_Secondary_Roads, US_Major_Roads
),
GroupLayer ("Countries" Countries_small, Countries_large),
Ocean

グループ レイヤには、レイヤと同じように固有の ID があります。レイヤ ID は、数値またはテー
ブル名です。数値のレイヤ IDは、レイヤリストの上からの順番 (描画順位とは逆)を意味します。
グループレイヤの数値 IDは別の順序に従いますが、上位から順に値が増える点は同じです。上記
の例では、グループ レイヤとレイヤ ID は次のようになります。

レイヤ IDグループ レイヤ

グループ 1GroupLayer “Grid”

グループ 2GroupLayer “Tropics”

レイヤ 1Tropic_Of_Capricorn

レイヤ 2Tropic_Of_Cancer

レイヤ 3Wgrid15

グループ 3GroupLayer “World Places”

レイヤ 4WorldPlaces

レイヤ 5
WorldPlacesMajor

レイヤ 6WorldPlaces_Capitals

レイヤ 7Airports

グループ 4GroupLayer “World Boundaries”
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レイヤ IDグループ レイヤ

レイヤ 8world_Border

グループ 5GroupLayer “Roads”

レイヤ 19道路

レイヤ 10US_Primary_Roads

レイヤ 11US_Secondary_Roads

レイヤ 12US_Major_Roads

グループ 6GroupLayer “Countries”

レイヤ 13Countries_small

レイヤ 14Countries_large

レイヤ 15Ocean

関連項目

Add Map 文、Set Designer Frame 文、Remove Map 文、Set Map 文、Set Shade 文、Shade
文

Map3DInfo() 関数

目的
3D マップ ウィンドウのプロパティを返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィン
ドウから呼び出すことができます。

構文

Map3DInfo( window_id, attribute )
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window_id は整数のウィンドウ識別子です。
attribute は、取得する情報の種類を指定する整数コードです。

戻り値
Float、Logical、String 型。attribute パラメータによって変わります。

説明
Map3DInfo() 関数は、3D マップ ウィンドウの情報を返します。
window_idパラメータで、情報を取り出す 3Dマップウィンドウの識別子を指定します。ウィンド
ウ識別子を取得するには、ウィンドウを開いた直後に FrontWindow() 関数を呼び出すか、または
ウィンドウ作成後の任意の時点で WindowID() 関数を呼び出します。
指定された 3D マップ ウィンドウに関して Map3DInfo() 関数が返すことができる数値属性はいく
つかあります。attribute パラメータは、Map3DInfo() 関数でマップ ウィンドウのどの情報を取得
するかを指定します。attributeパラメータには、次の表に示したコードのいずれかを指定する必要
があります。これらのコードは MAPBASIC.DEF で定義されています。

戻り値IDattribute パラメータ

3D マップの倍率を表す Float 値1MAP3D_INFO_SCALE

3Dマップウィンドウの X 方向グリッド解像度を示す整数値2MAP3D_INFO_RESOLUTION_X

3D マップ ウィンドウの Y 方向グリッド解像度を示す整数値3MAP3D_INFO_RESOLUTION_Y

背景色を表す整数値 (RGB() 関数の項を参照)4MAP3D_INFO_BACKGROUND

マップの面積単位名を省略名で示す文字列 ("mi" = マイルなど)5MAP3D_INFO_UNITS

光源の x 座標を示す Float 値6MAP3D_INFO_LIGHT_X

光源の y 座標を示す浮動小数値7MAP3D_INFO_LIGHT_Y

光源の z 座標を示す浮動小数値8MAP3D_INFO_LIGHT_Z

光源の色を表す整数値 (RGB() 関数を参照)9MAP3D_INFO_LIGHT_COLOR
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戻り値IDattribute パラメータ

カメラの x 座標を示す浮動小数値10MAP3D_INFO_CAMERA_X

カメラの y 座標を示す浮動小数値11MAP3D_INFO_CAMERA_Y

カメラの z 座標を示す浮動小数値12MAP3D_INFO_CAMERA_Z

カメラの焦点の x 座標を示す浮動小数値13MAP3D_INFO_CAMERA_FOCAL_X

カメラの焦点の y 座標を示す浮動小数値14MAP3D_INFO_CAMERA_FOCAL_Y

カメラ焦点の z 座標を表すFloat値15MAP3D_INFO_CAMERA_FOCAL_Z

ビューアップ単位標準ベクトルの最初の値を表す浮動小数値16MAP3D_INFO_CAMERA_VU_1

ビューアップ単位標準ベクトルの 2 番目の値を表す浮動小数値17MAP3D_INFO_CAMERA_VU_2

ビューアップ単位標準ベクトルの 3 番目の値を表す浮動小数値18MAP3D_INFO_CAMERA_VU_3

方向標準方位の最初の値を表す Float 値19MAP3D_INFO_CAMERA_VPN_1

ビュー平面単位標準ベクトルの 2 番目の値を表す浮動小数値20MAP3D_INFO_CAMERA_VPN_2

ビュー平面単位標準ベクトルの 3 番目の値を表す浮動小数値21MAP3D_INFO_CAMERA_VPN_3

カメラに近い側のクリップ平面を表す浮動小数値22MAP3D_INFO_CAMERA_CLIP_NEAR

カメラから遠い側のクリップ平面を表す浮動小数値23MAP3D_INFO_CAMERA_CLIP_FAR

例
3D マップ ウィンドウの設定情報を印刷します。

include "Mapbasic.def"
Print "MAP3D_INFO_SCALE: " + Map3DInfo(FrontWindow(), MAP3D_INFO_SCALE)
Print "MAP3D_INFO_RESOLUTION_X: " + Map3DInfo(FrontWindow(),
MAP3D_INFO_RESOLUTION_X)
Print "MAP3D_INFO_RESOLUTION_Y: " + Map3DInfo(FrontWindow(),
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MAP3D_INFO_RESOLUTION_Y)
Print "MAP3D_INFO_BACKGROUND: " + Map3DInfo(FrontWindow(),
MAP3D_INFO_BACKGROUND)
Print "MAP3D_INFO_UNITS: " + Map3DInfo(FrontWindow(), MAP3D_INFO_UNITS)
Print "MAP3D_INFO_LIGHT_X : " + Map3DInfo(FrontWindow(),
MAP3D_INFO_LIGHT_X )
Print "MAP3D_INFO_LIGHT_Y : " + Map3DInfo(FrontWindow(),
MAP3D_INFO_LIGHT_Y )
Print "MAP3D_INFO_LIGHT_Z: " + Map3DInfo(FrontWindow(),
MAP3D_INFO_LIGHT_Z)
Print "MAP3D_INFO_LIGHT_COLOR: " + Map3DInfo(FrontWindow(),
MAP3D_INFO_LIGHT_COLOR)
Print "MAP3D_INFO_CAMERA_X: " + Map3DInfo(FrontWindow(),
MAP3D_INFO_CAMERA_X)
Print "MAP3D_INFO_CAMERA_Y : " + Map3DInfo(FrontWindow(),
MAP3D_INFO_CAMERA_Y )
Print "MAP3D_INFO_CAMERA_Z : " + Map3DInfo(FrontWindow(),
MAP3D_INFO_CAMERA_Z )
Print "MAP3D_INFO_CAMERA_FOCAL_X: " + Map3DInfo(FrontWindow(),
MAP3D_INFO_CAMERA_FOCAL_X)
Print "MAP3D_INFO_CAMERA_FOCAL_Y: " + Map3DInfo(FrontWindow(),
MAP3D_INFO_CAMERA_FOCAL_Y)
Print "MAP3D_INFO_CAMERA_FOCAL_Z: " + Map3DInfo(FrontWindow(),
MAP3D_INFO_CAMERA_FOCAL_Z)
Print "MAP3D_INFO_CAMERA_VU_1: " + Map3DInfo(FrontWindow(),
MAP3D_INFO_CAMERA_VU_1)
Print "MAP3D_INFO_CAMERA_VU_2: " + Map3DInfo(FrontWindow(),
MAP3D_INFO_CAMERA_VU_2)
Print "MAP3D_INFO_CAMERA_VU_3: " + Map3DInfo(FrontWindow(),
MAP3D_INFO_CAMERA_VU_3)
Print "MAP3D_INFO_CAMERA_VPN_1: " + Map3DInfo(FrontWindow(),
MAP3D_INFO_CAMERA_VPN_1)
Print "MAP3D_INFO_CAMERA_VPN_2: " + Map3DInfo(FrontWindow(),
MAP3D_INFO_CAMERA_VPN_2)
Print "MAP3D_INFO_CAMERA_VPN_3: " + Map3DInfo(FrontWindow(),
MAP3D_INFO_CAMERA_VPN_3)
Print "MAP3D_INFO_CAMERA_CLIP_NEAR: " + Map3DInfo(FrontWindow(),
MAP3D_INFO_CAMERA_CLIP_NEAR)
Print "MAP3D_INFO_CAMERA_CLIP_FAR: " + Map3DInfo(FrontWindow(),
MAP3D_INFO_CAMERA_CLIP_FAR)

関連項目

Create Map3D 文、Set Map3D 文
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MapperInfo() 関数

目的
マップウィンドウに関する座標または距離情報を返します。この関数は、MapInfoProのMapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

MapperInfo( window_id, attribute )

window_id は整数のウィンドウ識別子です。
attributeは、取得する情報の種類を指定する整数コードです。属性の値については、次の表を参照
してください。

戻り値
Float、Logical、String 型。attribute パラメータによって変わります。

説明
MapperInfo() 関数は、マップ ウィンドウについての情報を返します。
window_id パラメータで、情報を取得するマップ ウィンドウを指定します。ウィンドウ識別子を
取得するには、ウィンドウを開いた直後に FrontWindow() 関数を呼び出すか、またはウィンドウ
作成後の任意の時点で WindowID() 関数を呼び出します。
指定されたマップウィンドウに関してMapperInfo()関数が返すことができる数値属性はいくつか
あります。attribute パラメータは、MapperInfo() 関数でマップ ウィンドウのどの情報を取得する
かを指定します。attributeパラメータには、次の表に示したコードのいずれかを指定する必要があ
ります。これらのコードは MAPBASIC.DEF で定義されています。

MapperInfo() の戻り値IDattribute の設定

MapBasicの現行の距離単位で指定されているマップ
ウィンドウの現在のズーム値 (マップウィンドウに現
在表示されている東西距離など)。「Set Distance
Units 文」を参照してください。

1MAPPER_INFO_ZOOM
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MapperInfo() の戻り値IDattribute の設定

ウィンドウに表示される用紙単位 (例:インチ)あたり
のマップ距離単位 (例:マイル)の数で定義されるマッ
プ ウィンドウの現行の縮尺。これにより MapBasic
の現行の距離単位が戻されます。

2MAPPER_INFO_SCALE

Map ウィンドウ中心点の x 座標3MAPPER_INFO_CENTERX

Map ウィンドウ中心点の y 座標4MAPPER_INFO_CENTERY

ウィンドウに表示されている最小の x 座標5MAPPER_INFO_MINX

ウィンドウに表示されている最小の y 座標6MAPPER_INFO_MINY

ウィンドウに現在表示されている最大の x 座標7MAPPER_INFO_MAXX

ウィンドウに現在表示されている最大の y 座標8MAPPER_INFO_MAXY

マップ ウィンドウ内のレイヤ (システム レイヤおよ
びグループレイヤを除く)の数を2バイト整数値で返
します。

9MAPPER_INFO_LAYERS

現在編集可能なレイヤの数を示す 2 バイト整数。値
ゼロはシステム レイヤが編集可能であることを意味
します。-1 の値はどのレイヤも編集可能でないこと
を意味します。

10MAPPER_INFO_EDIT_LAYER

マップの座標単位名を省略名で示す文字列 ("degree"
など)

11MAPPER_INFO_XYUNITS

マップの距離単位名を省略名で示す文字列 ("mi" = マ
イルなど)

12MAPPER_INFO_DISTUNITS

マップの面積単位名を省略名で示す文字列 ("sq mi" =
平方マイルなど)

13MAPPER_INFO_AREAUNITS

マップ ウィンドウがスクロール バーを表示するか否
かを示す論理値

14MAPPER_INFO_SCROLLBARS
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MapperInfo() の戻り値IDattribute の設定

ステータス バーにマップのどの部分を表示するかを
示す 2 バイト整数値。Set Map Display に対応して
います。戻り値は以下の内のいずれかです。
• MAPPER_INFO_DISPLAY_SCALE (0)
• MAPPER_INFO_DISPLAY_ZOOM (1)
• MAPPER_INFO_DISPLAY_POSITION (2)
• MAPPER_INFO_DISPLAY_CARTOGRAPHIC_SCALE
(3)

15MAPPER_INFO_DISPLAY

マップ ウィンドウの主題レイヤの数を示す 2 バイト
整数値。

16MAPPER_INFO_NUM_THEMATIC

文字列値、ウィンドウの CoordSys 句を表します。17MAPPER_INFO_COORDSYS_CLAUSE

MAPINFOW.PRJ に表示されているように (ただし、
MAPINFOW.PRJに表示されるオプションの "\p..."接
尾辞なしで) CoordSys の名前を表す文字列の値。
CoordSys が MAPINFOW.PRJ で発見できなかった場
合には、空白の文字列を戻します。

18MAPPER_INFO_COORDSYS_NAME

マップ ウィンドウでオブジェクトの形状が変更され
た時に、重複ノードが移動されるかどうかを表す 2
バイト整数値0の場合、ノードが重複しても移動され
ません。1を指定すると、同じレイヤにあるノードが
重複した場合に移動されます。(マップウィンドウの
設定から) デフォルトに戻すには、Set Map Move
Nodes Default を指定します。

19MAPPER_INFO_MOVE_DUPLICATE_NODES

マップ ウィンドウの距離、長さ、周囲、面積の計算
方法を表す 2バイト整数値。Set MapDistance Type
に対応しています。以下のような値が戻されます。
• MAPPER_INFO_DIST_SPHERICAL (0)
• MAPPER_INFO_DIST CARTESIAN (1)

20MAPPER_INFO_DIST_CALC_TYPE
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MapperInfo() の戻り値IDattribute の設定

マップの座標表示が、小数度、DMS (度/分/秒)、ミリ
タリー グリッド参照システム、USNG (US National
Grid)形式のどれであるかを示す 2バイト整数値。戻
り値は以下の内のいずれかです。
• MAPPER_INFO_DISPLAY_DECIMAL (0)
• MAPPER_INFO_DISPLAY_DEGMINSEC (1)
• MAPPER_INFO_DISPLAY_MGRS (2)

ミリタリー グリッド参照システム
• MAPPER_INFO_DISPLAY_USNG_WGS84 (3)

US National Grid NAD 83/WGS 84
• MAPPER_INFO_DISPLAY_USNG_NAD27 (4)

US National Grid NAD 27

21MAPPER_INFO_DISPLAY_DMS

ウィンドウの CoordSys 句を (境界を含めて) 表す文
字列値

22MAPPER_INFO_COORDSYS_CLAUSE_WITH_BOUNDS

実行するクリップの方法を戻します。次のいずれかが
選択されます。
• MAPPER_INFO_CLIP_DISPLAY_ALL (0)
• MAPPER_INFO_CLIP_DISPLAY_POLYOBJ (1)
• MAPPER_INFO_CLIP_OVERLAY (2)

23MAPPER_INFO_CLIP_TYPE

クリップ領域の設定を示す文字列を戻します。マップ
ウィンドウにクリップ領域が設定されていると、文字
列 "on"を戻します。設定されていない場合は "off"を
戻します。

24MAPPER_INFO_CLIP_REGION

現在の再投影モード値を示す文字列値です。次のいず
れかの値を指定できます。

• None - マップの再投影を行いません。
• Always - 常にマップの再投影を行います。
• Auto - マップの再投影を行うかどうかの判断を
MapInfo Pro に委ねます。

25MAPPER_INFO_REPROJECTION
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MapperInfo() の戻り値IDattribute の設定

再投影するソース イメージのピクセル値の計算方法
を示す文字列値です。次のいずれかの値を指定できま
す。
• CubicConvolution
• NearestNeighbor

26MAPPER_INFO_RESAMPLING

文字列値:ユーザがマップウィンドウを現在のマップ
ウィンドウにマージするために必要となるMapBasic
文の文字列です。

27MAPPER_INFO_MERGE_MAP

レイヤおよびグループレイヤ (ネストされたすべての
レイヤとグループ レイヤも含む) の数を返します。

28MAPPER_INFO_ALL_LAYERS

すべてのグループ レイヤ (ネストされたグループ レ
イヤも含む) の数を返します。

29MAPPER_INFO_GROUPLAYERS

ラベルをマップ ウィンドウ内で選択できるかどうか
を示す論理値。

30MAPPER_INFO_LABELS_SELECTABLE

マップにカスタム ラベルがあるかどうかを表す論理
値。

31MAPPER_INFO_HAS_CUSTOM_LABELS

表示用に丸められる前にMapInfoProによって計算さ
れた縮尺値の浮動小数値。

32MAPPER_INFO_CARTO_SCALE

マップ ウィンドウのステータス バーに表示される形
式に似た縮尺の文字列式。たとえば、縮尺が945,000
の場合、返される文字列式は "1:945,000" になりま
す。文字列の書式は、地域ごとの数値書式設定に従っ
て設定されます。

33MAPPER_INFO_CARTO_SCALE_EXPR

マップに関連付けられているマップ修飾の数を表す整
数を返します。MapperInfoの通常の範囲外の値、100
などを使用します。

200MAPPER_INFO_NUM_ADORNMENTS

マップに関連付けられている指定のマップ修飾の
WindowID を返します。

200MAPPER_INFO_ADORNMENT+n
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MapperInfo() 関数を使って座標値を得る場合 (たとえば、attribute 設定として
MAPPER_INFO_CENTERXを指定した場合) は、戻り値の座標が MapBasic の現在の座標系で表
されます。この座標系は、マップ ウィンドウの座標系とは異なる可能性があります。別の座標系
を指定するには Set CoordSys 文を使用します。
マップ ウィンドウごとの設定と MapBasic の使用により、マッパーごとの現在の設定を設定した
り、取り出したりすることができます。形状の変更を行う場合、同じレイヤにある重複ノードの移
動を none または move all duplicates と設定することができます。
新しくマップ ウィンドウを開くたびに、その重複ノードの移動の初期設定が、マップ ウィンドウ
の環境設定から取り出されます ([オプション] / [環境設定] / [マップウィンドウ] / [重複ノードの移
動])。
既存のマップウィンドウでは、MapperInfo()関数の新しい属性コードを使用して、マップウィン
ドウごとの重複ノードの移動設定を取り出します。
現在のマップ ウィンドウでの設定を変更するには Set Map 文を使用します。

座標値の取得
MapperInfo()は、マップウィンドウに対して設定された単位で座標 (MINX、MAXX、MINY、MAXY
など)を返しません。代わりに、座標値はMapInfoProセッションあるいは関数を呼び出すMapBasic
アプリケーション (アプリケーション内で座標系が変更された場合) の内部座標系の単位で返され
ます。また、MAPPER_INFO_XYUNITS属性は、カーソル位置をステータスバーに表示する際に
使用される単位を返します (Set Map Window Frontwindow() XY Units により設定されます)。

クリップ領域情報
MapInfo Pro 6.0 は、リージョンのクリップに 3 つのモードが使用できます。1 つは MapInfo Pro
6.0より以前のバージョンで使用されていた唯一のクリップ方法、MAPPER_INFO_CLIP_OVERLAY
(2)です。このメソッドでは、内部的に Overlap() 関数 ([ターゲット外部の消去]コマンド)が使用
されます。Overlap() 関数はテキスト オブジェクトに対して結果を返せないため、テキスト オブ
ジェクトがクリップされることはありませんでした。ポイント オブジェクトの場合そのポイント
を含めたり、除いたりすることでリージョンにあるシンプルなポイントのテストは可能でした。ラ
ベルオブジェクトはポイントオブジェクトと同様に完全に表示 (ラベルポイントがリージョンオ
ブジェクトの中にある場合)されるか、無視されるかのどちらかでした。クリップが空間データオ
ブジェクトに対し行われることから、スタイル (太線、シンボル、テキスト) がクリップされるこ
とはありません。
MAPPER_INFO_CLIP_DISPLAY_ALL (0) は Windows ディスプレイを使用してクリップします。
すべてのオブジェクトがクリップされます。主題図、ラスター イメージとグリッド イメージもク
リップされます。スタイル (太線、シンボル、テキスト) は常にクリップされます。デフォルトの
クリップ方法です。
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MAPPER_INFO_CLIP_DISPLAY_POLYOBJ (1) は、Windows ディスプレイを使用した
MAPPER_INFO_CLIP_OVERLAY (2) クリップを一部使用します。Windows ディスプレイクリッ
プは 3 つ以上のノードを持つすべてのオブジェクト (リージョンおよび折れ線オブジェクト) とこ
のオブジェクトに変換可能なオブジェクト (長方形、面取り長方形、楕円、弧) のクリップに使用
されます。クリップされるオブジェクトのシンボルはすべてクリップされます。ポイント、ラベ
ル、テキストは MAPPER_INFO_CLIP_OVERLAY (2) と同様にクリップされます。一般にこの方
法のパフォーマンスは MAPPER_INFO_CLIP_OVERLAY (2) より優れています。

エラー コード
パラメータが有効なウィンドウ番号でない場合は、ERR_BAD_WINDOW (590) エラーが生成され
ます。
引数の値が有効な範囲にない場合は、ERR_FCN_ARG_RANGE (644) エラーが生成されます。
window idがマップ ウィンドウでない場合は、ERR_WANT_MAPPER_WIN (313)エラーが生成さ
れます。
関連項目

LayerInfo() 関数、Set Distance Units 文、Set Map 文

Maximum() 関数

目的
2 つの数値から、大きい値を戻します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから
呼び出すことができます。

構文

Maximum( num_expr, num_expr )

num_expr は数値式です。

戻り値
浮動小数
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説明
Maximum() 関数は、2 つの数値式のうち大きい方を返します。

例

Dim x, y, z As Float
x = 42
y = 27
z = Maximum(x, y)

z には、値 42 が格納されます。
関連項目

Minimum() 関数

MBR() 関数

目的
オブジェクトの最小外接長方形 (MBR)を表す長方形オブジェクトを返します。この関数は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

MBR( obj_expr )

obj_expr はオブジェクト式です。

戻り値
Object (長方形)

説明
MBR() 関数は、指定された obj_expr オブジェクトの最小外接長方形 (MBR) を計算します。
最小外接長方形は特定のオブジェクトを包含する最小の長方形です。すなわち、米国のMBRは東
はメーン州の最東端まで、南はハワイ州の最南端まで、西はアラスカ州の最西端まで、北はアラス
カ州の最北端までになります。
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ポイントオブジェクトの MBR は幅、高さ共に 0 です。

例

Dim o_mbr As Object
Open Table "world"
Fetch First From world
o_mbr = MBR(world.obj)

関連項目

Centroid() 関数、CentroidX() 関数、CentroidY() 関数

Menu Bar 文 - 非推奨

目的
メニュー バーの表示および非表示を行います。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウ
から発行できます。

構文

Menu Bar { Hide | Show }

説明
Menu Bar 文は、MapInfo Pro のメニュー バーを表示または非表示にします。メニュー バーを非
表示にすることにより、アプリケーションはウィンドウ画面を広くすることができます。
Menu Bar Hide 文の後ではメニュー バーが非表示になり、Menu Bar Show 文が実行されるまで
表示されません。メニューバーがないとユーザは非常に不便になるため、プログラマはMenuBar
Hide 文の使用にあたっては慎重に考慮する必要があります。すべての Menu Bar Hide 文につい
て、対となる Menu Bar Show 文を必ず記述してください。
メニュー バーが非表示になっている間、MapInfo はメニューに関連するキーワードは一切無視し
ます。たとえば、MapInfo Pro のユーザは通常、Ctrl+O によって [開く] ダイアログを表示します
が、メニュー バーが非表示になっている間、MapInfo Proは Ctrl+Oのホットキーを無視します。
関連項目

Alter Menu Bar 文、Create Menu Bar 文
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MenuItemEnabled() 関数

目的
メニューコマンド IDの状態が有効かどうかを返します。この関数は、MapInfo ProのMapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

MenuItemEnabled(menuitem_ID)

戻り値
Run Menu Command が有効な場合は TRUE、そうでない場合は FALSE を返します。

MenuItemInfoByHandler() 関数

目的
MapInfo Pro のメニュー項目に関する情報を戻します。

構文

MenuItemInfoByHandler( handler, attribute )

handler は、文字列 (Calling 句で指定されたハンドラ プロシージャの名前を含む) または整数
(Calling 句で定数として指定されたもの) を示します。
attribute は、返される属性を示す整数コードです。下記を参照して下さい。

説明
handlerパラメータは、整数または文字列のいずれかです。文字列 (プロシージャ名)を指定したと
きにそのプロシージャを呼び出すメニュー項目が 2つ以上存在する場合、MapInfo Proはそのプロ
シージャを呼び出す最初のメニュー項目に関する情報を返します。同じハンドラ プロシージャを
呼び出すような複数のメニュー項目の情報を検索したいときは、各メニュー項目に ID 番号を指定
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して (たとえば、Create Menu 文の中でオプションの ID 句を使用します)、
MenuitemInfoByHandler()ではなく MenuItemInfoByID() 関数を呼び出します。
attribute パラメータは、次の表に示すいずれかの数値コード (MAPBASIC.DEF に定義される) で
す。

戻り値IDattribute の設定

論理：そのメニュー項目が使用可能な場合は TRUE。1MENUITEM_INFO_ENABLED

論理：メニュー項目がチェック可能であり現在チェックされてい
る場合は TRUE。また、そのメニュー項目が代替メニュー テキス
トを持ち (たとえばメニュー項目が [...を表示]と [...を非表示]の間
で切り替わる)、現在 [...を表示]の状態にある場合も TRUEを返し
ます。それ以外の場合は、FALSE を返します。

2MENUITEM_INFO_CHECKED

論理：そのメニュー項目がチェック可能 (メニュー テキストの "!"
の接頭辞で指定される) な場合は TRUE。

3MENUITEM_INFO_CHECKABLE

論理：そのメニュー項目が代替メニュー テキストを持つ (たとえ
ば、メニュー項目が[...を表示]と [...を非表示]の間で切り替わるな
ど) 場合は TRUE。(Create Menu 文または Alter Menu 文の中で)
メニュー項目テキストの最初に "!"を追加し文字列の中にカレット
(^) を含めて作成したメニュー項目は、代替テキストを持ちます。

4MENUITEM_INFO_SHOWHIDEABLE

文字列：そのメニュー項目のアクセラレータ ("/W^Z"、"/W#%119"
など)か、そのメニュー項目がアクセラレータを持たない場合は空
の文字列が戻されます。メニュー アクセラレータの詳細について
は、「Create Menu 文」を参照してください。

5MENUITEM_INFO_ACCELERATOR

文字列：そのメニュー項目の作成に (Create Menu 文の中など)使
われたテキストの全体。

6MENUITEM_INFO_TEXT

文字列：そのメニュー項目のヘルプ メッセージ (Create Menu 文
の HelpMsg 句で指定されたもの)、またはそのメニュー項目がヘ
ルプ メッセージを持たない場合は空の文字列。

7MENUITEM_INFO_HELPMSG
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戻り値IDattribute の設定

整数:そのメニュー項目のハンドラ番号。そのメニュー項目のCalling
句で数値定数が指定される場合 (Calling M_FILE_SAVE)は、こ
の呼び出しによってその定数の値が返されます。Calling 句で
"OLE"、"DDE"、またはプロシージャ名が指定されている場合、こ
の呼び出しは以降のMenuitemInfoByHandler()の呼び出しやRun
Menu Command 文で使用できる一意な整数 (内部ハンドラ番号)
を返します。

8MENUITEM_INFO_HANDLER

整数:そのメニューの ID番号 (Create Menu 文 のオプションの ID
句で指定されたもの)、またはそのメニュー項目が IDを持たない場
合は 0。

9MENUITEM_INFO_ID

関連項目

MenuItemInfoByID() 関数

MenuItemInfoByID() 関数

目的
MapInfo Pro のメニュー項目に関する情報を戻します。

構文

MenuItemInfoByID( menuitem_ID, attribute )

menuitem_ID は、整数メニュー ID (Create Menu の ID 句で指定されたもの) です。
attribute は、返される属性を示す整数コードです。

説明
この関数は MenuItemInfoByHandler() 関数と似ていますが、最初の引数が整数 ID であるところ
が異なります。
あるメニュー項目のステータスを検索したい時に検索するメニュー項目の ID がわかっている場合
は、この関数を呼び出します。あるメニュー項目のステータスを検索するときにそのメニュー項目
をハンドラ名で識別したい場合は、MenuItemInfoByHandler() 関数を呼び出します。
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attribute引数は、MENUITEM_INFO_CHECKED (2)など、MAPBASIC.DEFのコードです。使用可
能なコードの一覧については、MenuItemInfoByHandler() 関数を参照してください。
関連項目

MenuItemInfoByHandler() 関数

Metadata 文

目的
テーブルのメタデータを管理します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行
できます。

構文 1

Metadata Table table_name
{ SetKey key_name To key_value |
DropKey key_name [ Hierarchical ] |
SetTraverse starting_key_name [ Hierarchical ]
Into ID traverse_ID_var }

table_name は、開いているテーブルの名前です。
key_nameは、メタデータキーの名前を表す文字列です。この文字列は、バックスラッシュ (\)で
始まってバックスラッシュ以外の文字で終わる必要があります。
key_value は、キーに割り当てる値を表す最長 239 文字の文字列です。
starting_key_nameは、テーブルから取得する最初のキー名を表す文字列です。キーのリストの最
初でトラバーサルを設定するには、\ (バックスラッシュ) を指定します。
traverse_ID_var は、IntPtr 変数の名前です。MapInfo Pro は、この変数にトラバーサル ID を格納
します。この ID は、以降の Metadata Traverse... 文で使用することができます。

構文 2

Metadata Traverse traverse_ID
{ Next Into Key key_name_var In key_value_var |
Destroy }

traverse_ID は、整数値 (上記の traverse_ID_var 変数の値など) です。
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key_name_var は、文字列変数の名前です。MapInfo Pro では、フェッチしたキーの名前がこの変
数に格納されます。
key_name_var は、文字列変数の名前です。MapInfo Pro では、フェッチしたキーの値がこの変数
に格納されます。

説明
Metadata 文は、MapInfo テーブルに格納されたメタデータを管理します。メタデータは、行やカ
ラムではなくテーブルの .TAB ファイルに格納された情報を指します。
各テーブルは、0個以上のキーを持つことができます。各キーは、著者名や著作権情報などのある
情報カテゴリーを表します。また各キーは、そのキーに関連する 1 つの文字列を持ちます。たと
えば、“\Copyright” という名前のキーに “Copyright 2001 Precisely Corporation” という値が含まれ
ることが考えられます。メタデータの詳細については、『MapBasicユーザーズガイド』を参照し
てください。

テーブルのメタデータの修正
メタデータの作成、変更、削除を行うには、構文 1 を使用します。この操作では、次の句が使用
できます。
SetKey

メタデータキーに値を割り当てます。キーが既に存在する場合、MapInfoProはキーに新規値を割
り当てます。キーが存在しない場合は、MapInfo Proは新しいキーを作成します。新しいキーを作
成すると、変更内容は即座に適用されます。保存操作を行う必要はありません。

MetaData Table Parcels SetKey "\Info\Date" To Str$(CurDate())

注 : MapInfo Pro はテーブルに初めてメタデータを追加する際に、"\IsReadOnly" ("FALSE"
のデフォルト値を持ちます) というメタデータ キーを自動的に作成します。\IsReadOnly
キーは、MapInfo Pro の内部で使用される予約済みの特殊キーです。

DropKey

指定したキーをテーブルから削除します。キーワード Hierarchical を含めると、メタデータ階層
の指定キー以降の部分がすべて削除されます。たとえば、あるテーブルが "\Info\Author"と
"\Info\Date"という 2 つのキーを持っている場合、次の文を使って両方のキーを削除することがで
きます。

MetaData Table Parcels DropKey "\Info" Hierarchical

テーブルのメタデータの読み出し
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テーブルのメタデータ値を読み出すには、SetTraverse句を使ってトラバーサルの初期化を行った
後、Next 句を使ってキー値をフェッチします。キー値のフェッチ操作が完了したら、Destroy 句
を使ってトラバーサルに使用されたメモリを解放します。この操作では、次の句が使用できます。
SetTraverse

テーブルのキーのトラバースを行うために、指定したキーから順番にその準備を行います。キーの
リストの最初から準備を開始するには、開始キーとして "\"と指定します。Hiierarchicalキーワー
ドを含めると、トラバーサルは階層に基づいてすべてのキーをフェッチすることができます。
Hierarchical キーワードを指定しないと、平面的なトラバーサルが実行されて、MapInfo Pro は
ルート レベルのキーだけをフェッチします (たとえば、"\Info" キーはフェッチされます
が、"\Info\Date"キーはフェッチされません)。
Next Into Key... Into Value...

次のキーの読み出しを試みます。次に読み出すキーがある場合、MapInfo Proはそのキーの名前を
key_name_var変数に、またキーの値を key_name_var変数に格納します。すべてのキーが読み出
された後は、MapInfo Pro は両方の変数に空の文字列を格納します。
Destroy

トラバーサルを終了し、トラバーサルに使用されたメモリを解放します。
注 : 階層メタデータトラバーサルをルートレベル (\)から開始すると、最高 10のレベルが
一度にトラバースできます (例: "\One\Two\Three\Four\Five\Six\Seven\Eight\Nine\Ten")。10
以上の階層レベルを持つようなキーを取り出す場合は、ルートより下のレベル (例:
"\One\Two\Three\Four\Five")からトラバースを開始します。

例
次のプロシージャは、あるテーブルのすべてのメタデータ値を読み出します。テーブル名は、呼び
出し手によって指定されます。また、キー名とキー値がメッセージウィンドウに表示されます。

Sub Print_Metadata(ByVal table_name As String)
Dim i_traversal As Integer
Dim s_keyname, s_keyvalue As String

' Initialize the traversal:
Metadata Table table_name
SetTraverse "\" Hierarchical Into ID i_traversal

' Attempt to fetch the first key:
Metadata Traverse i_traversal
Next Into Key s_keyname Into Value s_keyvalue

' Now loop for as long as there are key values;
' with each iteration of the loop, retrieve
' one key, and print it to the Message window.
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Do While s_keyname <> ""
Print " "
Print "Key name: " & s_keyname
Print "Key value: " & s_keyvalue

Metadata Traverse i_traversal
Next Into Key s_keyname Into Value s_keyvalue
Loop

' Release this traversal to free memory:
MetaData Traverse i_traversal Destroy

End Sub

関連項目

GetMetadata$( ) 関数、TableInfo( ) 関数

MGRSToPoint() 関数

目的
MGRS (Military Grid Reference System:ミリタリーグリッド参照システム)の文字列表現を、現在
の MapBasic 座標システムのポイント オブジェクトに変換します。 この関数は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

MGRSToPoint( string )

string は MGRS 座標を表す文字列です。
デフォルトの緯度/経度座標システムが初期選択として使用されます。

戻り値
オブジェクト

説明
座標は、現在の MapBasic 座標システム (基準の指定がない場合、デフォルトは緯度/経度) で返さ
れます。出力された座標を最も正確な方法でテーブルに格納するには、MGRSToPoint()を呼び出
す前に、MapBasic座標システムを格納先の座標システムに合わせて設定する必要があります。こ
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うすれば、途中で緯度/経度座標システム (基準が省略された場合) に変換されないので、精度が大
幅に損なわれるのを防ぐことができます。

例
例 1:

dim obj1 as Object
dim s_mgrs As String
dim obj2 as Object
obj1 = CreatePoint(-74.669, 43.263)
s_mgrs = PointToMGRS$(obj1)
obj2 = MGRSToPoint(s_mgrs)

例 2:

Open Table "C:\Temp\MyTable.TAB" as MGRSfile
' When using the PointToMGRS$() or MGRSToPoint() functions,
' it is very important to make sure that the current MapBasic
' coordsys matches the coordsys of the table where the
' point object is being stored.
'Set the MapBasic coordsys to that of the table used
Set CoordSys Table MGRSfile
'Update a Character column (for example COL2) with MGRS strings from
'a table of points
Update MGRSfile
Set Col2 = PointToMGRS$(obj)
'Update two float columns (Col3 & Col4) with
'CentroidX & CentroidY information
'from a character column (Col2) that contains MGRS strings.
Update MGRSfile
Set Col3 = CentroidX(MGRSToPoint(Col2))
Update mgrstestfile ' MGRSfile
Set Col4 = CentroidY(MGRSToPoint(Col2))
Commit Table MGRSfile
Close Table MGRSfile

関連項目

PointToMGRS$() 関数
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Mid$() 関数

目的
他の文字列の中から抽出した文字列を戻します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィン
ドウから呼び出すことができます。

構文

Mid$( string_expr, position, length )

string_expr は文字列式です。
position は文字列式の始まりの位置を示す数値式です。
length は抽出する文字数を示す数値式です。

戻り値
String

説明
Mid$() 関数は、指定された string_expr 文字列からコピーしたサブ文字列を返します。
Mid$() は、position で示された位置の文字から始まり、長さが length の文字を、string_expr 文字
列からコピーします。position 値が 1 以下である場合、string_expr の最初の文字からコピーしま
す。
string_expr 文字列の長さが短ければ、length の文字数の文字列が存在しない場合があります。そ
のため、パラメータによっては、Mid$()が lengthの文字数の文字列が返されないことがあります。
position パラメータの数値が、string_expr の文字数よりも大きい場合、Mid$() は null 文字列を返
します。length パラメータが 0 の場合、Mid$() は null 文字列を返します。length または position
パラメータが小数であれば、MapBasic は最も近い整数に四捨五入します。

例

Dim str_var, substr_var As String
str_var = "New York City"
substr_var = Mid$(str_var, 10, 4)
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' substr_var now contains the string "City"

関連項目

InStr() 関数、Left$() 関数、Right$() 関数

MidByte$() 関数

目的
2バイト文字システムの個々のバイトにアクセスします。この関数は、MapInfo ProのMapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

MidByte$( string_expr, position, length )

string_expr は文字列式です。
position は文字列の始まりの位置を示す整数の数値式です。
length は返されるバイト数を示す整数の数値式です。

戻り値
String

説明
MidByte$() 関数は、指定した string_expr 文字列からコピーした文字列を返します。
MidByte$() 関数を使用するのは、文字列からある範囲のバイトを抽出する必要がある場合で、2
バイト文字セットを使用するシステム (2 バイト文字システム) 上でアプリケーションを実行して
いる場合です。例えば、Microsoft Windows の日本語版は 2 バイト文字を使用します。
1バイト文字セットのシステムまたは MapInfo Proの Unicodeバージョンで MidByte$()関数を使
用すると、Mid$() 関数を使用した場合とまったく同じ結果が返されます。
関連項目

InStr() 関数、Left$() 関数、Right$() 関数
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Minimum() 関数

目的
2 つの数のうち小さい方を返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼
び出すことができます。

構文

Minimum( num_expr, num_expr )

num_expr は数値式です。

戻り値
浮動小数

説明
Minimum() 関数は、2 つの数値式のうち小さい方を返します。

例

Dim x, y, z As Float
x = 42
y = -100
z = Minimum(x, y)

z には、値 -100 が格納されます。
関連項目

Maximum() 関数
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Minute() 関数

目的
Time 値の分の部分を整数 (0 ～ 59) として取得します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

Minute( Time )

戻り値
SmallInt

例
この例を MapBasic ウィンドウにコピーして、この関数の使い方を参照してください。

dim X as time
dim iMin as integer
X = CurDateTime()
iMin = Minute(X)
Print iMin

関連項目

Hour() 関数、Second() 関数

Month() 関数

目的
日付値の月 (1～ 12)を戻します。 この関数は、MapInfo Proの MapBasicウィンドウから呼び出
すことができます。
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構文

Month( date_expr )

date_expr は日付式です。

戻り値
1 から 12 まで (1 および 12 を含む) の 2 バイト整数値。

説明
Month() 関数は指定の日付の月 (1 ～ 12) を表す数を戻します。

例
次の例では、Month() 関数を使って、特定の日付値から月の部分だけを抽出します。

If Month(CurDate()) = 12 Then
'
' ... then it is December...
'
End If

SQL Select 文の中でも、Month() 関数を使うことができます。次の Select 文は Orders テーブル
から特定の行のみを抽出します。この例では Orders テーブルが Order_Date という Date フィー
ルドを持つと仮定します。この Select文のWhere句で、MapInfo Proに 2013年の 12月の注文だ
けを選択するよう指示しています。

Open Table "orders"
Select *
From orders
Where Month(orderdate) = 12 And Year(orderdate) = 2013

関連項目

CurDate() 関数、Day() 関数、Minute() 関数、Month() 関数、Second() 関数、Weekday() 関数、
Year() 関数
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Nearest 文

目的
特定のオブジェクトに最も近いオブジェクトをテーブルで検索します。最短距離を表す 2 ポイン
ト折れ線オブジェクトが返されます。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行
できます。

構文

Nearest [ N | All ]
From { Table fromtable | Variable fromvar }
To totable Into intotable
[ Type { Spherical | Cartesian }]
[ Ignore [ Contains ] [ Min min_value ] [ Max max_value ]
Units unitname ] [ Data clause ]

N は、オプションのパラメータです。検索対象となる 最も近い オブジェクトの数を表します。デ
フォルトでは、1 に設定されています。All を指定した場合、すべての組み合わせで距離オブジェ
クトが作成されます。
fromtable は、検索対象の最短距離の基点となるオブジェクトのテーブルを表します。
fromvar は、検索対象の最短距離の基点となるオブジェクトを表す MapBasic 変数です。
totable は、検索対象の最短距離の終点となるオブジェクトのテーブルを表します。
intotable は、結果を挿入するテーブルを表します。
min_value は結果に書き出す最短距離です。
max_value は結果に書き出す最長距離です。
unitname は min_value あるいは max_value に使用する距離単位の名前を表す文字列です (たとえ
ば "km" など)。
clause は結果を検索するテーブルを指定するための式です。

説明
Nearest文は fromtable内で特定のオブジェクトから最も近いオブジェクトを検索します。fromtable
内にあるすべてのオブジェクトが考慮されます。つまり、fromtable 内のオブジェクトごとに、そ
のオブジェクトから最も近いオブジェクトが totable で検索されます。N を指定した場合は、最も
近い N 個のオブジェクトが totable で検索されます。そして、fromtable オブジェクトと選択され
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た totableオブジェクト間の最短距離を表す、2ポイント折れ線オブジェクトが intotableテーブル
に挿入されます。All を指定した場合は、fromtable オブジェクトと各 totable オブジェクト間の距
離を表すオブジェクトが intotable に挿入されます。
fromtableオブジェクトからの距離が同じオブジェクトが totableに複数ある場合は、いずれかのオ
ブジェクトのみが返されます。また、複数のオブジェクトが要求された場合、つまり、1よりも大
きい値を N に設定した場合は、同じ距離のオブジェクトがあると、そのオブジェクトの順位は後
ろにずれます。たとえば、2番目に近いオブジェクトに "同位"が存在するとします。この場合、3
つのオブジェクトが要求されると、そのオブジェクトは 3 番目に近いオブジェクトになります。
テキスト オブジェクトを除くすべてのオブジェクトを、fromtable と totable のオブジェクトとし
て使用できます。たとえば、両方のテーブルにリージョン オブジェクトが含まれている場合、2
ポイント折れ線オブジェクトは、2 つのリージョン オブジェクトを最短距離で結ぶ各オブジェク
ト上の 2 つのポイントを表します。リージョン オブジェクトが交差していると、最短距離はゼロ
になり、返された2ポイント折れ線オブジェクトは無効になります。そして、2つのポイントが重
なるポイントが 1 つの交差ポイントを表します。
距離の計算では、道路経路の距離は考慮されません。直線距離で計算されます。
Type は、オブジェクト間の距離の計算方法で、Spherical または Cartesian が指定できます。距
離計算の方法は、intotable の座標系に対応している必要があります。対応していない場合は、エ
ラーが発生します。たとえば、intotableの座標系が一般座標の場合、距離の計算方法としてSpherical
(球面計算法)を指定すると、エラーが発生します。また、intotableの座標系が経度/緯度の場合は、
Cartesian (デカルト計算法) を指定すると、エラーが発生します。
Ignore 句を使うと、返される距離に対して制限を設定できます。つまり、min_value 以下、また
はmax_valueを超える距離が無視されるように設定することができます。min_valueとmax_value
の距離の単位は、unitnameで指定します。unitnameで指定した距離単位が有効でない場合は、エ
ラーが発生します。たとえば、距離が 0 のオブジェクトが抽出されないようにするには、Min を
設定します。このMinは、2つのテーブルで同じポイントを比較しないようにするときに役に立ち
ます。たとえば、都市を表す 2 つのテーブルがあるとします。それぞれの都市について一番近い
都市を見つけるには、同じ都市同士が比較されないようにします。Ignore 句全体は省略可能で、
その内部の Min および Max のサブ句も省略可能です。
Max は、totable オブジェクトを制限するためのオプションで、N に数値を指定するとき、あるい
は All を指定するときに使用すると便利です。たとえば、複数の都市 (fromtable) を指定して、そ
の都市から 100 マイル以内にある空港 (totable) を、都市から近い順に 5 つ検索することができま
す。ただし、ある都市については、返される空港が5つに達しないことがあります。この場合は、
All パラメータを組み合わせて使えば、100 マイル以内の空港すべてを抽出できます。Max パラ
メータを指定すると、検索対象となる totableオブジェクトの数を効率的に制御できるため、Nearest
文のパフォーマンスが向上します。
有効な距離は、min_value よりも大きく、max_value 以下の値です。

min_value < distance <= max_value
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これにより、Nearest文では、複数の不等式を使って範囲または距離を返すことができます。たと
えば、最初の不等式で 0 ～ 100 マイル間のすべてのオブジェクトを返し、2 番目の不等式で 100
～ 200 マイル間のすべてのオブジェクトを返すことができます。この 2 つの不等式の結果には重
複する値が含まれません。つまり、100マイルの距離は、最初の不等式で返され、2番目の不等式
では返されません。
あるオブジェクトが他のオブジェクトの中に含まれている場合、そのオブジェクト間の距離は通常
はゼロになります。たとえば、fromtable が WorldCaps で、totable が World の場合、ロンドン、
イギリス間の距離はゼロになります。ただし、Ignore句にContainsフラグが使用されていると、
距離が自動的にゼロになることはありません。この場合は、ロンドンからイギリス境界までの距離
が返されます。したがって、この場合、リージョンなどの閉じたオブジェクトすべてが折れ線とし
て処理されます。

Data 句
Data句を使用すると、結果が含まれる fromtableオブジェクトと totableオブジェクトにマークで
きます。

Data IntoColumn1=column1, IntoColumn2=column2

左辺にある IntoColumnは、intotableにある有効なフィールドでなければなりません。右辺のフィー
ルド名は、totableまたは fromtableのいずれかにある有効なフィールド名でなければなりません。
同じフィールド名が totable と fromtable の両方に存在する場合は、totable のフィールドが使用さ
れます。たとえば、右辺のフィールド名は、totable で最初に検索されます。こうした不整合を回
避するには、テーブルのエイリアスを使ってフィールド名を修飾します。

Data name1=states.state_name, name2=county.state_name

intotable のフィールドに距離を入力するには、[テーブル] タブの [フィールドの更新] コマンドを
使用するか、Update 文を使用します。

例
ATMの場所を表すポイントテーブルがあるとします。このテーブルには、"Business"と "Address"
の 2 つのフィールドが少なくとも含まれています。"Business" は ATM が含まれるビジネスの名
前、"Address" は、そのビジネスの番地を表します。現在選択している場所を現在位置とした場
合、現在位置から一番近い ATM を見つけるには、次のコードを実行します。

Nearest From Table selection To atm Into result Data
where=Business,address=Address
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現在位置から一番近い ATM を近い順に 5 つ見つけるには、次のコードを実行します。

Nearest 5 From Table selection To atm Into result Data
where=Business,address=Address

半径 5 マイル以内の ATM を見つけるには、次のコードを実行します。

Nearest All From Table selection To atm Into result Ignore Max 5 Units
"mi" Data where=buisness,address=address

住宅の場所のテーブル (fromtable)と海岸線を表すテーブル (totable)があるとします。住宅を指定
して、そこから海岸線までの距離を確認するには、次のコードを実行します。

Nearest From Table customer To coastline Into result Data
who=customer.name,
where=customer.address,coast_loc=coastline.county,type=coastline.designat
ion

海岸線からの距離が 30 マイルを超える住宅を考慮しない場合は、次のコードを実行します。

Nearest From Table customer To coastline Into result Ignore Max 30 Units

"mi" Data who=customer.name,
where=customer.address,coast_loc=coastline.county,
type=coastline.designation

都市のテーブル (fromtable) と州都のテーブル (totable) があるとします。fromtable の都市と州都
が同じ場合を除いて、都市ごとに一番近い州都を見つけるには、次のコードを実行します。

Nearest From Table uscty_1k To usa_caps Into result Ignore Min 0 Units
"mi" Data city=uscty_1k.name,capital=usa_caps.capital

関連項目

Farthest文、CartesianObjectDistance()関数、ObjectDistance()関数、SphericalObjectDistance()
関数、CartesianConnectObjects() 関数、ConnectObjects() 関数、SphericalConnectObjects()
関数

Note 文

目的
ダイアログボックスに簡単なメッセージを表示します。この文は、MapInfoProのMapBasicウィ
ンドウから発行できます。
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構文

Note message

message は、ダイアログ ボックスに表示される式です。

説明
Note文ではダイアログボックスを作ってメッセージを表示します。ダイアログボックスには [OK]
メニュー ボタンが含まれ、ユーザが [OK] メニュー ボタンをクリックするまでメッセージ ダイア
ログ ボックスが画面に表示されます。
message式は文字列式である必要はありません。messageがオブジェクト式である場合、MapBasic
はNoteダイアログボックスの表示に適切な文字列 ("Region"など)を自動的に作ります。message
式が文字列の場合は文字列は最長 300 文字、最高 6 行まで占有することができます。

例

Note "Total # of records processed: " + Str$( i_count )

関連項目

Ask() 関数、Dialog 文、Print 文

NumAllWindows() 関数

目的
ボタンパッドや情報ツール ウィンドウなどの特殊ウィンドウを含む MapInfo Pro の所有ウィンド
ウの数を戻します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができ
ます。

構文

NumAllWindows()

戻り値
SmallInt
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説明
NumAllWindows() 関数は、MapInfo Pro が所有するウィンドウの数を返します。
MapInfo Proによって開かれたドキュメント ウィンドウ (マップ、ブラウザ、グラフ、レイアウト
の各ウィンドウ) の数を確認するには、NumWindows() を呼び出します。
関連項目

NumWindows( ) 関数、WindowID( ) 関数

NumberToDate() 関数

目的
整数を与えられると日付値を返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから
呼び出すことができます。

構文

NumberToDate( numeric_date )

numeric_date は、YYYYMMDD 形式で日付を表す整数です。ここで、YYYY は年、MM は 01 (1
月) から 12 (12 月) までの月、DD は 01 から 31 までの日です。

戻り値
日付

説明
NumberToDate() 関数は、8 桁の整数で表される Date 値を返します。たとえば、次の関数呼び出
しは、2015 年 12 月 31 日を表す Date 値を返します。

NumberToDate(20151231)
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例
次の例では、ある Date 値から別の Date 値を減算します。この引き算によって、2 つの日付間の
日数が得られます。i_elapsed には、2016 年 1 月 1 日からの日数が格納されます。

Dim i_elapsed As Integer
i_elapsed = CurDate() - NumberToDate(20160101)

関連項目

日付と時間に関する関数、StringToDate() 関数、Set Format 文、Str$() 関数、
NumberToDateTime() 関数、NumberToTime() 関数

NumberToDateTime() 関数

目的
DateTime値を返します。この関数は、MapInfo ProのMapBasicウィンドウから呼び出すことが
できます。

構文

NumberToDateTime( numeric_datetime )

numeric_datetime は、YYYYMMDDHHMMSSFFFという形式の 17 桁の整数です。たとえば、
20140301214237582 は 2014 年 3 月 1 日午後 9 時 42 分 37.582 秒を表します。

戻り値
DateTime

例
この例を MapBasic ウィンドウにコピーして、この関数の使い方を参照してください。

dim fNum as float
dim Y as datetime
fNum = 20140301214237582
Y = NumbertoDateTime (fNum)
Print FormatDate$(GetDate(Y))
Print FormatTime$(GetDate(Y),"hh:mm:ss.fff tt")
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関連項目

FormatTime$() 関数、GetTime() 関数、NumberToDate() 関数、NumberToTime() 関数

NumberToTime() 関数

目的
Time値を返します。 この関数は、MapInfo Proの MapBasicウィンドウから呼び出すことができ
ます。

構文

NumberToTime( numeric_time )

numeric_timeは、HHMMSSFFFという形式の 9桁の整数です。HHは時間、MMは分、SSは秒、
FFF は小数点以下です。たとえば、214237582 は午後 9 時 42 分 37.582 秒を表します。

戻り値
時間

例

dim fNum as integer
dim Y as time
fNum = 214237582
Y = NumberToTime(fNum)
Print FormatTime$(Y,"hh:mm:ss.fff tt")

関連項目

日付と時間に関する関数、FormatTime$() 関数、GetTime() 関数、NumberToDate() 関数、
NumberToDateTime() 関数

652MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



NumCols() 関数

目的
指定されたテーブル内のフィールドの数を返します。この関数は、MapInfo ProのMapBasicウィ
ンドウから呼び出すことができます。

構文

NumCols( table )

table は、開いているテーブルの名前です。

戻り値
SmallInt

説明
NumCols() 関数は、指定された開いているテーブルに含まれるフィールドの数を返します。
NumCols()によって返されるフィールド数には、地図作成可能なテーブルに付属する図形オブジェ
クトを参照する Object (略して Obj) という特別なフィールドは含まれません。同様に、返される
フィールドの数には RowID という特別なフィールドも含まれません。

注 : テーブルに一時的なフィールドが含まれる場合 (AddColumn文のためなど)、NumCols()
関数によって返される数値には一時的なフィールドが含まれます。

エラー コード
指定したテーブルが利用できない場合は、ERR_TABLE_NOT_FOUND (405) エラーが生成されま
す。

例

Dim i_counter As Integer
Open Table "world"
i_counter = NumCols(world)

関連項目
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ColumnInfo() 関数、NumTables() 関数、TableInfo() 関数

NumTables() 関数

目的
現在開いているテーブルの数を返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウか
ら呼び出すことができます。

構文

NumTables()

戻り値
SmallInt

説明
NumTables() 関数は、現在開いているテーブルの数を返します。
道路マップテーブルは、2つの "コンパニオン"テーブルで構成されることがあります。たとえば、
DCWASHSというWashington,DCの道路地図を開いたときには、気付かないうちにDCWASHS1.TAB

と DCWASHS2.TABという 2つのコンパニオン テーブルが開かれています。ただし、MapInfo Pro
では DCWASHSテーブルを 1 つのテーブルとして扱います。たとえば、[レイヤ管理] ウィンドウ
には DCWASHS というテーブル名のみが表示されます。同様に、NumTables() 関数では、道路
マップが実際には 2 つのコンパニオン テーブルから成り立っていても 1 つのテーブルとして扱い
ます。

例

If NumTables() < 1 Then
Note "You must open a table before continuing."
End If

関連項目

Open Table 文、TableInfo() 関数、ColumnInfo() 関数
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NumWindows() 関数

目的
開いているドキュメント ウィンドウ (マップ、ブラウザ、グラフ、レイアウト) の数を返します。
この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

NumWindows()

戻り値
SmallInt

説明
NumWindows()関数は、現在開いているマップ、ブラウザ、グラフ、およびレイアウトウィンド
ウの数を返します。結果はウィンドウが最小化されているかどうかには関係しません。
MapInfo Pro によって開かれたウィンドウ (ボタンパッドや情報ウィンドウなどの特別なウィンド
ウを含む) の合計数を確認するには、NumAllWindows() 関数を呼び出してください。

例

Dim num_open_wins As SmallInt
num_open_wins = NumWindows()

関連項目

NumAllWindows() 関数、WindowID() 関数
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ObjectDistance() 関数

目的
2 点間の距離を戻します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すこと
ができます。

構文

ObjectDistance( object1, object2, unit_name )

object1 および object2 はオブジェクト式です。
unit_name は、距離単位の名前を表す文字列です。

戻り値
浮動小数

説明
ObjectDistance()は、object1と object2の 2つのオブジェクト間の最短距離を返します。この距
離は、球面計算法によって算出され、戻り値の単位はunit_nameで指定します。球面計算法を使っ
て計算できない場合、たとえばMapBasic座標系が一般座標の場合は、デカルト計算法が使用され
ます。
関連項目

SphericalObjectDistance()関数、CartesianObjectDistance()関数、Nearest 文、Farthest 文、
SphericalConnectObjects() 関数、ConnectObjects() 関数、CartesianConnectObjects() 関数

ObjectGeography() 関数

目的
図形オブジェクトの座標または角度情報を返します。この関数は、MapInfo ProのMapBasicウィ
ンドウから呼び出すことができます。
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構文

ObjectGeography( object, attribute )

object はオブジェクト式です。
attribute は取得する情報の種類を指定する整数コードです。

戻り値
浮動小数

説明
attributeパラメータは返される情報の種類を制御します。次の表に、attributeパラメータとして指
定可能なコードを示します。左欄のコード (たとえばOBJ_GEO_MINX)は MAPBASIC.DEFで定義
されています。
一部の属性は、特定タイプの図形オブジェクトにのみ適用できます。たとえば、開始角度または終
了角度の属性を持つオブジェクトは弧オブジェクトのみであり、文字角度の属性を持つオブジェク
トはテキストオブジェクトのみです。オブジェクトが z値とm値をサポートしていない場合、ま
たはこのノードの z 値と m 値が定義されていない場合は、エラーがスローされます。

戻り値 (浮動小数)IDattribute の設定

オブジェクトがライン以外の場合は、オブジェクトの最小外接長
方形 (MBR) の x 座標の最小値。オブジェクトがラインの場合は
OBJ_GEO_LINEBEGXと同じ値を返します。

1OBJ_GEO_MINX

オブジェクトの MBR の y 座標の最小値。ラインの場合は
OBJ_GEO_LINEBEGYと同じ値を返します。

2OBJ_GEO_MINY

オブジェクトの MBR の x 座標の最大値。ポイント オブジェクト
には適用されません。ラインの場合はOBJ_GEO_LINEENDXと同
じ値を返します。

3OBJ_GEO_MAXX

オブジェクトの MBR の y 座標の最大値。ポイント オブジェクト
には適用されません。ラインの場合はOBJ_GEO_LINEENDYと同
じ値を返します。

4OBJ_GEO_MAXY

弧オブジェクトの開始角度。5OBJ_GEO_ARCBEGANGLE

657MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



戻り値 (浮動小数)IDattribute の設定

弧オブジェクトの終了角度。6OBJ_GEO_ARCENDANGLE

ライン オブジェクトの始点ノードの x 座標。1OBJ_GEO_LINEBEGX

ライン オブジェクトの始点ノードの y 座標。2OBJ_GEO_LINEBEGY

ライン オブジェクトの終点ノードの x 座標。3OBJ_GEO_LINEENDX

ライン オブジェクトの終点ノードの y 座標。4OBJ_GEO_LINEENDY

ポイント オブジェクトの x 座標。1OBJ_GEO_POINTX

ポイント オブジェクトの y 座標。2OBJ_GEO_POINTY

ポイント オブジェクトの z 値。8OBJ_GEO_POINTZ

ポイント オブジェクトの m 値。9OBJ_GEO_POINTM

面取り長方形オブジェクトのコーナーの曲線を定義する円の半径。
座標単位 (たとえば、度) で表されます。

5OBJ_GEO_ROUNDRADIUS

リージョン、コレクション、マルチポイントおよび折れ線の中心
点を示すポイントオブジェクトを返します。これは、多くの場合、
Alter Object 文と共に使用されます。

5OBJ_GEO_CENTROID

テキスト オブジェクトの引出し線の終端の x 座標。5OBJ_GEO_TEXTLINEX

テキスト オブジェクトの引出し線の終端の y 座標。6OBJ_GEO_TEXTLINEY

テキスト オブジェクトの回転角度。7OBJ_GEO_TEXTANGLE

ObjectGeography()関数は拡張されて、マルチポイントとコレクションをサポートするようにな
りました。どちらのタイプも次の属性 1～ 4 (オブジェクトの最小外接長方形 (MBR)の座標)をサ
ポートしています。

オブジェクトの MBR の x 座標の最小値。1OBJ_GEO_MINX

658MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



オブジェクトの MBR の y 座標の最小値。2OBJ_GEO_MINY

オブジェクトの MBR の x 座標の最大値。3OBJ_GEO_MAXX

オブジェクトの MBR の y 座標の最大値。4OBJ GEO_MAXY

例
次の例は、City テーブルに格納されているライン オブジェクトの始点の座標を取得します。座標
の取得後の Set Map 文では、これらの座標を使用してマップウィンドウの中心を再設定していま
す。

Include "MAPBASIC.DEF"
Dim i_obj_type As Integer, f_x, f_y As Float
Open Table "city"
Map From city
Fetch First From city
' at this point, the expression:
' city.obj
' represents the graphical object that's attached
' to the first record of the CITY table.
i_obj_type = ObjectInfo(city.obj, OBJ_INFO_TYPE)
If i_obj_type = OBJ_LINE Then
f_x = ObjectGeography(city.obj, OBJ_GEO_LINEBEGX)
f_y = ObjectGeography(city.obj, OBJ_GEO_LINEBEGY)
Set Map Center (f_x, f_y)
End If

関連項目

Centroid() 関数、CentroidX() 関数、CentroidY() 関数、ObjectInfo() 関数

ObjectInfo() 関数

目的
Pen、Brushなど、図形オブジェクトを表す値を返します。この関数は、MapInfoProのMapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。
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構文

ObjectInfo( object, attribute )

object はオブジェクト式です。
attribute は取得する情報の種類を指定する整数コードです。

戻り値
2 バイト整数、整数、文字列、浮動小数、ペン、ブラシ、シンボル、またはフォント。指定する
attribute パラメータによって異なります。
OBJ_INFO_NPOLYGONS (21) は、リージョン オブジェクトを構成するポリゴンの数、または折
れ線オブジェクトを構成するセクションの数を表す整数です。
OBJ_INFO_NPOLYGONS+N (21)は、リージョン内の N番目のポリゴン内のノード数、または折
れ線の N 番目のセクション上のノード数を表す整数です。

注 : リージョン オブジェクトの場合、始点ノードは最初と最後に 2 回カウントされます。
たとえば、三角形のリージョンの場合、ObjectInfo() は 4 を返します。

説明
ObjectInfo()関数は、図形オブジェクトの 1つの要素に関する一般的な情報を返します。最初のパ
ラメータには、オブジェクト値 (たとえば、オブジェクト変数名またはtablename.obj 形式の
テーブル式) を指定します。
各オブジェクトには、それぞれ複数の属性があります。たとえば、すべてのオブジェクトに "タイ
プ"属性があります。これは、そのオブジェクトがポイントオブジェクト、ラインオブジェクト、
リージョン オブジェクトなどのいずれのオブジェクト タイプであるかを識別するための属性で
す。また、ほとんどのオブジェクト タイプに、オブジェクトの外観を示すペン属性またはブラシ
属性 (またはその両方) があります。ObjectInfo() 関数は、指定されたオブジェクトの属性の 1 つ
を返します。どの属性が返されるかは、attributeパラメータに指定された値によって決まります。
したがって、オブジェクトに関する複数の情報を取得するには、異なる attribute 値を指定して
ObjectInfo() 関数を複数回呼び出す必要があります。
次の表に、指定可能な attribute の設定とそれに対応する戻り値を示します。
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戻り値IDattribute の設定

オブジェクト タイプを表す 2 バイト整数。戻り値は下記の表に示
したいずれかの値 (たとえば OBJ_TYPE_LINE)で返されます。こ
の属性は DEF ファイルで 1 と定義されています (ObjectInfo(
Object, 1 ))。

1OBJ_INFO_TYPE

ペン スタイルが返されます。このクエリは、弧、楕円、ライン、
折れ線、フレーム、リージョン、長方形、面取り長方形の各オブ
ジェクト タイプに対してのみ有効です。

2OBJ_INFO_PEN

ブラシ スタイルが返されます。このクエリは、楕円、フレーム、
リージョン、長方形、面取り長方形の各オブジェクト タイプに対
してのみ有効です。

3OBJ_INFO_BRUSH

フォント スタイルが返されます。このクエリは、テキスト オブ
ジェクトに対してのみ有効です。

注 : テキストオブジェクトがレイアウトウィンドウでは
なくマップ作成可能テーブルに含まれている場合、フォン
トのポイント サイズはゼロとなり、文字の高さはマップ
ウィンドウのズーム距離によって制御されます。

2OBJ_INFO_TEXTFONT

シンボルスタイル。このクエリは、ポイントオブジェクトに対し
てのみ有効です。

2OBJ_INFO_SYMBOL

折れ線またはリージョンオブジェクトのノードの総数を表す整数。20OBJ_INFO_NPNTS

指定した折れ線オブジェクトが曲線化されているかどうかを表す
論理値。

4OBJ_INFO_SMOOTH

フレームオブジェクトに関連付けられているウィンドウの IDを表
す整数。

4OBJ_INFO_FRAMEWIN

フレーム オブジェクトのタイトルを表す文字列。6OBJ_INFO_FRAMETITLE

リージョン オブジェクトを構成するポリゴンの数、または折れ線
オブジェクトを構成するセクションの数を表す 2 バイト整数。

21OBJ_INFO_NPOLYGONS
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戻り値IDattribute の設定

リージョン内の N 番目のポリゴン内のノード数、または折れ線の
N 番目のセクション上のノード数を表す整数。

注 : リージョン オブジェクトの場合、始点ノードは最初
と最後に2回カウントされます。たとえば、三角形のリー
ジョンの場合、ObjectInfo() は 4 を返します。

21OBJ_INFO_NPOLYGONS+N

テキスト オブジェクトの本文を表す文字列。オブジェクトに複数
行のテキストがある場合は、文字列に改行 (Chr$( 10 )値)が含
まれます。

3OBJ_INFO_TEXTSTRING

テキスト オブジェクトの行間隔を表す浮動小数値。値は 1、1.5、
2 のいずれかです。

4OBJ_INFO_TEXTSPACING

テキスト オブジェクトの両端揃えを表す 2 バイト整数。値は、0
= 左揃え、1 = 中央揃え、2 = 右揃え、のいずれかです。

5OBJ_INFO_TEXTJUSTIFY

テキスト オブジェクトに設定されているライン スタイルを表す 2
バイト整数。値は、0 = なし、1 = シンプル線、2 = 矢印線、のい
ずれかです。

6OBJ_INFO_TEXTARROW

論理値。オブジェクトがマップ ウィンドウを含むフレームで、そ
のフレームの [内容を枠に貼り付け] 設定がオンの場合は TRUE に
なります。

7OBJ_INFO_FILLFRAME

論理値。マルチポイント オブジェクトの中にノードがある場合は
TRUE を返します。オブジェクトが空の場合は FALSE を返しま
す。

11OBJ_INFO_NONEMPTY

コレクション オブジェクトのリージョン部分を表すオブジェクト
値。コレクション オブジェクトの中にリージョンがない場合、空
のリージョンを返します。このクエリはコレクション オブジェク
トに対してのみ有効です。

8OBJ_INFO_REGION

コレクション オブジェクトの折れ線部分を表すオブジェクト値。
コレクション オブジェクトの中に折れ線がない場合、空の折れ線
オブジェクトを返します。このクエリはコレクション オブジェク
トに対してのみ有効です。

9OBJ_INFO_PLINE
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戻り値IDattribute の設定

コレクション オブジェクトのマルチポイント部分を表すオブジェ
クト値。コレクション オブジェクトの中にマルチポイントがない
場合、空のマルチポイント オブジェクトを返します。このクエリ
はコレクション オブジェクトに対してのみ有効です。

10OBJ_INFO_MPOINT

論理値。z 単位が定義されているかどうかを示します。12OBJ_INFO_Z_UNIT_SET

文字列。Z値で使用する距離単位を示します。単位が指定されてい
ない場合は、空の文字列を返します。

13OBJ_INFO_Z_UNIT

論理値。オブジェクトに z 値があるかどうかを示します。14OBJ_INFO_HAS_Z

論理値。オブジェクトに m 値があるかどうかを示します。15OBJ_INFO_HAS_M

左欄のコード (たとえばOBJ_INFO_TYPE)は、MapBasicの定義ファイル MAPBASIC.DEFで定義
されています。したがって、プログラムでObjectInfo()関数を呼び出す場合は、“MAPBASIC.DEF”
をインクルードする必要があります。
各図形属性は、図形オブジェクトの一部のタイプにしか適用されません。たとえば、シンボル属性
を持つオブジェクトはポイント オブジェクトのみであり、フォント属性を持つオブジェクトはテ
キスト オブジェクトのみです。そのため、ObjectInfo() 関数では、すべてのオブジェクト タイプ
に対して、すべての attribute 設定のタイプが返されるわけではありません。
attribute 設定として OBJ_INFO_TYPEを指定した場合、ObjectInfo() 関数は、次の表に示すオブ
ジェクト タイプのいずれかを返します。

表 5 : OBJ_INFO_TYPE 値

対応するオブジェクト タイプIDOBJ_INFO_TYPE値

弧オブジェクト1OBJ_TYPE_ARC

楕円/円オブジェクト2OBJ_TYPE_ELLIPSE

ライン オブジェクト3OBJ_TYPE_LINE

折れ線オブジェクト4OBJ_TYPE_PLINE
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対応するオブジェクト タイプIDOBJ_INFO_TYPE値

ポイント オブジェクト5OBJ_TYPE_POINT

レイアウト ウィンドウ フレーム オブジェクト6OBJ_TYPE_FRAME

リージョン オブジェクト7OBJ_TYPE_REGION

長方形オブジェクト8OBJ_TYPE_RECT

面取り長方形オブジェクト9OBJ_TYPE_ROUNDRECT

テキスト オブジェクト10OBJ_TYPE_TEXT

マルチポイント オブジェクト11OBJ_TYPE_MPOINT

ポイント、折れ線、リージョンなどのオブジェクトのコレクショ
ン。

12OBJ_TYPE_COLLECTION

エラー コード
オブジェクト式にオブジェクトが含まれていない場合、"オブジェクトを取得できませんでした:エ
ラー (650)"というメッセージが表示されます。このエラーに対処するには、OnError GoTo文を
使用するか、以下に示すように、オブジェクト式が有効であることを確認してエラーが発生しない
ようにします。

If Str$(myObject) <> "" Then
' the object expression does contain an object
' so it is safe to call ObjectInfo

End If

例

Include "MAPBASIC.DEF"
Dim counter, obj_type As Integer
Open Table "city"
Fetch First From city
' at this point, the expression: city.obj
' represents the graphical object that's attached
' to the first record of the CITY table.
obj_type = ObjectInfo(city.obj, OBJ_INFO_TYPE)
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Do Case obj_type
Case OBJ_TYPE_LINE
Note "First object is a line."
Case OBJ_TYPE_PLINE
Note "First object is a polyline..."
counter = ObjectInfo(city.obj, OBJ_INFO_NPNTS)
Note " ... with " + Str$(counter) + " nodes."
Case OBJ_TYPE_REGION
Note "First object is a region..."
counter = ObjectInfo(city.obj, OBJ_INFO_NPOLYGONS)
Note ", made up of " + Str$(counter) + " polygons..."
counter = ObjectInfo(city.obj, OBJ_INFO_NPOLYGONS+1)
Note "The 1st polygon has" + Str$(counter) + " nodes"

End Case

関連項目

Alter Object 文、Brush 句、Font 句、ObjectGeography( ) 関数、Pen 句、Symbol 句

ObjectLen() 関数

目的
ラインまたは折れ線オブジェクトの地理的な長さを戻します。 この関数は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

ObjectLen( expr, unit_name )

expr はオブジェクト式です。
unit_name は距離単位の名前を表す文字列です (たとえばマイルを表す "mi" など)。

戻り値
浮動小数

説明
ObjectLen()関数は、オブジェクト式の長さを返します。ゼロより大きい長さの値を持つのはライ
ン オブジェクトと折れ線オブジェクトのみです。長方形、楕円、リージョン オブジェクトの周囲
長を調べるには Perimeter() 関数を使用してください。
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ObjectLen()関数は、unit_nameパラメータで指定した単位の長さを戻します。たとえば、長さを
マイル単位で取得するには unit_nameパラメータにmiを指定します。使用可能な単位の詳細につ
いては、「Set Distance Units 文」を参照してください。
ほとんどの場合、MapInfo Proは平面計算または球面計算を行います。通常、座標系が一般座標で
ない場合は球面計算を行い、一般座標の場合はデカルト計算を行います。

例

Dim geogr_length As Float
Open Table "streets"
Fetch First From streets
geogr_length = ObjectLen(streets.obj, "mi")

geogr_length は、道路セグメントの長さをマイル単位で表します。
関連項目

Distance() 関数、Perimeter() 関数、Set Distance Units 文

ObjectNodeHasM() 関数

目的
リージョン オブジェクト、折れ線オブジェクト、またはマルチポイント オブジェクト上にある特
定のノードに m 値が設定されている場合、TRUE を返します。 この関数は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

ObjectNodeHasM( object, polygon_num, node_num )

object はオブジェクト式です。
polygon_num は、どのポリゴンまたはセクションに対してクエリを実行するかを表す正の整数で
す。マルチポイント オブジェクトの場合は無視されます (リージョンおよび折れ線で使用)。
node_num は、読み取り対象のノードを表す正の整数です。

戻り値
論理

666MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



説明
ObjectNodeHasM() 関数は、リージョン オブジェクト、折れ線オブジェクト、またはマルチポイ
ント オブジェクトの特定のノードに m 値が設定されている場合に TRUE を返します。
polygon_num パラメータには 1 以上の値を指定する必要があります。これは、クエリの実行対象
のポリゴン (リージョンに対してクエリを実行している場合)またはセクション (折れ線に対してク
エリを実行している場合) を指定します。ObjectInfo() 関数を呼び出すと、オブジェクト内のポリ
ゴンまたはセクションの数を確認できます。ObjectNodeHasM()関数は、マルチポイントオブジェ
クトをサポートしており、マルチポイントオブジェクトの特定のノードにm値が設定されている
場合に TRUE を返します。
node_num パラメータには 1 以上の値を指定する必要があります。これにより、どのオブジェク
ト ノードに対してクエリを実行するかを指定します。オブジェクトに含まれるノードの数は、
ObjectInfo() 関数を使用して調べることができます。
オブジェクトがm値をサポートしていない場合、または、このノードのm値が定義されていない
場合は、FALSE が返されます。

例
次の例では、Routes テーブルの最初の図形オブジェクトに対してクエリを実行しています。最初
のオブジェクトが折れ線の場合、そのオブジェクトの最初のノードに z 座標または m 値が設定さ
れているかどうかを調べてから、折れ線の最初のノードの z 座標と m 値を取得します。

Dim i_obj_type As SmallInt,
z, m As Float
hasZ, hasM as Logical
Open Table "routes"
Fetch First From routes
' at this point, the expression:
' routes.obj
' represents the graphical object that's attached
' to the first record of the routes table.
i_obj_type = ObjectInfo(routes.obj, OBJ_INFO_TYPE)
If i_obj_type = OBJ_PLINE Then
' ... then the object is a polyline...
If (ObjectNodeHasZ(routes.obj, 1, 1)) Then
z = ObjectNodeZ(routes.obj, 1, 1) ' read z-coordinate
End If
If (ObjectNodeHasM(routes.obj, 1, 1)) Then
m = ObjectNodeM(routes.obj, 1, 1) ' read m-value
End If
End If

関連項目

Querying Map Objects、ObjectInfo() 関数
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ObjectNodeHasZ() 関数

目的
リージョン オブジェクト、折れ線オブジェクト、またはマルチポイント オブジェクトの特定の
ノードに z座標が設定されている場合、TRUEを返します。この関数は、MapInfoProのMapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

ObjectNodeHasZ( object, polygon_num, node_num )

object はオブジェクト式です。
polygon_num は、どのポリゴンまたはセクションに対してクエリを実行するかを表す正の整数で
す。マルチポイント オブジェクトの場合は無視されます (リージョンおよび折れ線で使用)。
node_num は、読み取り対象のノードを表す正の整数です。

戻り値
論理

説明
ObjectNodeHasZ()関数は、リージョン オブジェクト、折れ線オブジェクト、またはマルチポイ
ントオブジェクトの特定のノードにz座標が設定されている場合にTRUEを返します。polygon_num
パラメータには 1 以上の値を指定する必要があります。これは、クエリの実行対象のポリゴン
(リージョンに対してクエリを実行している場合) またはセクション (折れ線に対してクエリを実行
している場合) を指定します。ObjectInfo() 関数を呼び出すと、オブジェクト内のポリゴンまたは
セクションの数を確認できます。ObjectNodeHasZ()関数は、マルチポイント オブジェクトをサ
ポートしており、マルチポイント オブジェクトの特定のノードに z 座標が設定されている場合に
TRUE を返します。
node_num パラメータには 1 以上の値を指定する必要があります。これにより、どのオブジェク
ト ノードに対してクエリを実行するかを指定します。オブジェクトに含まれるノードの数は、
ObjectInfo() 関数を使用して調べることができます。
object が z 座標をサポートしていない場合、または、このノードの z 座標が定義されていない場
合は、FALSE が返されます。
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例
次の例では、Routes テーブルの最初の図形オブジェクトに対してクエリを実行しています。最初
のオブジェクトが折れ線の場合、そのオブジェクトの最初のノードに z 座標または m 値が設定さ
れているかどうかを調べてから、折れ線の最初のノードの z 座標と m 値を取得します。

Dim i_obj_type As SmallInt,
z, m As Float
hasZ, hasM as Logical
Open Table "routes"
Fetch First From routes
' at this point, the expression:
' routes.obj
' represents the graphical object that's attached
' to the first record of the routes table.
i_obj_type = ObjectInfo(routes.obj, OBJ_INFO_TYPE)
If i_obj_type = OBJ_PLINE Then
' ... then the object is a polyline...
If (ObjectNodeHasZ(routes.obj, 1, 1)) Then
z = ObjectNodeZ(routes.obj, 1, 1) ' read z-coordinate
End If
If (ObjectNodeHasM(routes.obj, 1, 1)) Then
m = ObjectNodeM(routes.obj, 1, 1) ' read m-value
End If
End If

関連項目

Querying Map Objects、ObjectInfo() 関数

ObjectNodeM() 関数

目的
リージョン オブジェクト、折れ線オブジェクト、またはマルチポイント オブジェクト上にある特
定のノードの m値を返します。 この関数は、MapInfo Proの MapBasicウィンドウから呼び出す
ことができます。

構文

ObjectNodeM( object, polygon_num, node_num )

object はオブジェクト式です。
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polygon_num は、どのポリゴンまたはセクションに対してクエリを実行するかを表す正の整数で
す。マルチポイント オブジェクトの場合は無視されます (リージョンおよび折れ線で使用)。
node_num は、読み取り対象のノードを表す正の整数です。

戻り値
浮動小数

説明
ObjectNodeM()関数は、リージョンオブジェクト、折れ線オブジェクト、またはマルチポイント
オブジェクト上にある特定のノードの m 値を返します。
polygon_num パラメータには 1 以上の値を指定する必要があります。これは、クエリの実行対象
のポリゴン (リージョンに対してクエリを実行している場合)またはセクション (折れ線に対してク
エリを実行している場合) を指定します。ObjectInfo() 関数を呼び出すと、オブジェクト内のポリ
ゴンまたはセクションの数を確認できます。ObjectNodeM()関数はマルチポイントオブジェクト
をサポートしており、マルチポイント オブジェクト上の特定のノードの m 値を返します。
node_num パラメータには 1 以上の値を指定する必要があります。これにより、どのオブジェク
ト ノードに対してクエリを実行するかを指定します。オブジェクトに含まれるノードの数は、
ObjectInfo() 関数を使用して調べることができます。
オブジェクトが、m 値をサポートしていない場合、またはこのノードの m 値が定義されていない
場合は、エラーがスローされます。

例
次の例では、Routes テーブルの最初の図形オブジェクトに対してクエリを実行しています。最初
のオブジェクトが折れ線の場合は、折れ線上の最初のノードの z 座標と m 値にクエリが実行され
ます。

Dim i_obj_type As SmallInt,
z, m As Float
Open Table "routes"
Fetch First From routes
' at this point, the expression:
' routes.obj
' represents the graphical object that's attached
' to the first record of the routes table.
i_obj_type = ObjectInfo(routes.obj, OBJ_INFO_TYPE)
If i_obj_type = OBJ_PLINE Then
' ... then the object is a polyline...
z = ObjectNodeZ(routes.obj, 1, 1) ' read z-coordinate
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m = ObjectNodeM(routes.obj, 1, 1) ' read m-value
End If

関連項目

Querying Map Objects、ObjectInfo() 関数

ObjectNodeX() 関数

目的
リージョンまたは折れ線オブジェクト上の特定のノードのx座標を返します。この関数は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

ObjectNodeX( object, polygon_num, node_num )

object はオブジェクト式です。
polygon_num は、どのポリゴンまたはセクションに対してクエリを実行するかを表す正の整数で
す。マルチポイント オブジェクトの場合は無視されます (リージョンおよび折れ線で使用)。
node_num は、読み取り対象のノードを表す正の整数です。

戻り値
浮動小数

説明
ObjectNodeX() 関数は、リージョンまたは折れ線オブジェクト上の特定のノードの x 座標を返し
ます。同様に、ObjectNodeY() 関数は y 座標を返します。
polygon_num パラメータには 1 以上の値を指定する必要があります。これは、クエリの実行対象
のポリゴン (リージョンに対してクエリを実行している場合)またはセクション (折れ線に対してク
エリを実行している場合) を指定します。ObjectInfo() 関数を呼び出すと、オブジェクト内のポリ
ゴンまたはセクションの数を確認できます。ObjectNodeX() 関数はマルチポイント オブジェクト
をサポートしており、マルチポイント オブジェクト上の特定のノードの x 座標を返します。
node_num パラメータには 1 以上の値を指定する必要があります。これにより、どのオブジェク
ト ノードに対してクエリを実行するかを指定します。オブジェクトに含まれるノードの数は、
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ObjectInfo()関数を使用して調べることができます。ObjectNodeX()関数は、MapBasicで現在使
用中の座標系の値を返します。デフォルトでは経度/緯度座標系が使用されます。座標系の詳細に
ついては、「Set CoordSys 文」を参照してください。

例
次の例では、Routes テーブルの最初の図形オブジェクトに対してクエリを実行しています。最初
のオブジェクトが折れ線の場合は、その折れ線の最初のノードの x 座標と y 座標を取得し、折れ
線の始点ノードの位置に新しいポイント オブジェクトを作成します。

Dim i_obj_type As SmallInt, x, y As Float, new_pnt As Object
Open Table "routes"
Fetch First From routes
' at this point, the expression:
' routes.obj
' represents the graphical object that's attached
' to the first record of the routes table.
i_obj_type = ObjectInfo(routes.obj, OBJ_INFO_TYPE)
If i_obj_type = OBJ_PLINE Then
' ... then the object is a polyline...
x = ObjectNodeX(routes.obj, 1, 1) ' read longitude
y = ObjectNodeY(routes.obj, 1, 1) ' read latitude
Create Point Into Variable new_pnt (x, y)
Insert Into routes (obj) Values (new_pnt)
End If

関連項目

Alter Object 文、ObjectGeography() 関数、ObjectInfo() 関数、ObjectNodeY() 関数、Set
CoordSys 文

ObjectNodeY() 関数

目的
リージョンまたは折れ線オブジェクト上の特定のノードのy座標を返します。この関数は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

ObjectNodeY( object, polygon_num, node_num )

object はオブジェクト式です。
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polygon_num は、どのポリゴンまたはセクションに対してクエリを実行するかを表す正の整数で
す。マルチポイント オブジェクトの場合は無視されます (リージョンおよび折れ線で使用)。
node_num は、読み取り対象のノードを表す正の整数です。

戻り値
浮動小数

説明
ObjectNodeY() 関数は、リージョンまたは折れ線オブジェクト上の特定のノードの y 座標を返し
ます。詳細については、「ObjectNodeX() 関数」を参照してください。

例
「ObjectNodeX() 関数」を参照してください。
関連項目

Alter Object 文、ObjectGeography() 関数、ObjectInfo() 関数、Set CoordSys 文

ObjectNodeZ() 関数

目的
リージョン オブジェクト、折れ線オブジェクト、またはマルチポイント オブジェクト上にある特
定のノードの z 座標を返します。

構文

ObjectNodeZ( object, polygon_num, node_num )

object はオブジェクト式です。
polygon_num は、どのポリゴンまたはセクションに対してクエリを実行するかを表す正の整数で
す。マルチポイント オブジェクトの場合は無視されます (リージョンおよび折れ線で使用)。
node_num は、読み取り対象のノードを表す正の整数です。
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戻り値
浮動小数

説明
ObjectNodeZ() 関数は、リージョン オブジェクト、折れ線オブジェクト、またはマルチポイント
オブジェクト上の特定のノードの z 値を返します。
polygon_num パラメータには 1 以上の値を指定する必要があります。これは、クエリの実行対象
のポリゴン (リージョンに対してクエリを実行している場合)またはセクション (折れ線に対してク
エリを実行している場合) を指定します。ObjectInfo() 関数を呼び出すと、オブジェクト内のポリ
ゴンまたはセクションの数を確認できます。ObjectNodeZ() 関数はマルチポイント オブジェクト
をサポートしており、マルチポイント オブジェクト上の特定のノードの z 座標を返します。
node_num パラメータには 1 以上の値を指定する必要があります。これにより、どのオブジェク
ト ノードに対してクエリを実行するかを指定します。オブジェクトに含まれるノードの数は、
ObjectInfo() 関数を使用して調べることができます。
オブジェクトが z 値をサポートしていない場合、またはこのノードの z 値が定義されていない場
合は、エラーがスローされます。

例
次の例では、Routes テーブルの最初の図形オブジェクトに対してクエリを実行しています。最初
のオブジェクトが折れ線の場合は、折れ線上の最初のノードの z 座標と m 値にクエリが実行され
ます。

Dim i_obj_type As SmallInt,
z, m As Float
Open Table "routes"
Fetch First From routes
' at this point, the expression:
' routes.obj
' represents the graphical object that's attached
' to the first record of the routes table.
i_obj_type = ObjectInfo(routes.obj, OBJ_INFO_TYPE)
If i_obj_type = OBJ_PLINE Then
' ... then the object is a polyline...
z = ObjectNodeZ(routes.obj, 1, 1) ' read z-coordinate
m = ObjectNodeM(routes.obj, 1, 1) ' read m-value
End If

関連項目

Querying Map Objects、ObjectInfo() 関数
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Objects Check 文

目的
指定されたテーブルのデータを多様な観点から検査し、不正なデータや、さまざまな処理において
障害や間違った結果の原因となる可能性があるデータが含まれていないかチェックします。 この
文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Objects Check From tablename Into Table tablename
[ SelfInt [ Symbol Clause] ]
[ Overlap [ Pen Clause ] [ Brush Clause ] ]
[ Gap areavalue [ Units Units ] [ Pen Clause ] [ Brush Clause ] ] ]

tablename は、テーブルの名前を示す文字列です。
Clause は式です。
Units は面積単位の値です。
areavalueは潜在的なギャップを越える値です。つまり、このギャップ領域値より大きい値は無視
され、報告されません。

説明
ObjectsCheckは、From句で指定したテーブルのデータを多様な観点から検査し、さまざまな処
理において障害や間違った結果の原因となる可能性があるデータが含まれていないかチェックしま
す。検査対象となるのはリージョンオブジェクトのみです。オプションの指定に応じて、リージョ
ン オブジェクトの自己交差、およびオーバーラップ領域とギャップ領域が調査されます。
自己交差を持つオブジェクトでは、リージョンの面積計算など、さまざまな計算において問題が発
生する可能性があります。また、オブジェクト併合、バッファ作成、オーバーラップ内消去、オー
バーラップ外消去、オブジェクト分割などのオブジェクト処理を実行した場合に不正な結果が生じ
る可能性もあります。
このような問題を検出した場合、Objects Check 文はポイント オブジェクトを作成して、そのオ
ブジェクトを出力テーブルに格納します。出力テーブルは Into Table句で指定します。Into Table
句が指定されていない場合、出力データは入力テーブルに格納されます。
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SelfInt オプションを指定すると、テーブル内の自己交差が検査されます。自己交差が検出された
場合は、Symbol句で指定したスタイルを使用してポイントオブジェクトが作成されます。デフォ
ルトのスタイルは 28 ポイントの赤い押しピンです。
リージョン テーブルの多くは境界テーブルです。たとえば、サンプル データとして提供されてい
る STATES.TAB ファイルおよび WORLD.TAB ファイルのテーブルも境界テーブルです。このよう
な境界テーブルでは、データが適切であれば、境界が示す領域 (たとえばユタ州とワイオミング州)
が重なり合う (オーバーラップする) ことはありません。Overlap オプションを指定すると、リー
ジョンと別のリージョンが重なり合う場所がテーブル内のデータに含まれていないか検査されま
す。重なり合う領域が検出された場合は、そのオーバーラップ領域を表すリージョンが出力テーブ
ル内に作成されます。これらのリージョンが作成される際、リージョン内部には Brush 句で指定
したスタイル、リージョンの境界線には Pen 句で指定したスタイルがそれぞれ適用されます。デ
フォルトでは、単色の黄色のフィル パターンと細い黒の境界線を使用してリージョンが作成され
ます。
ギャップとは、リージョン オブジェクトが現在存在していない閉じた領域です。境界テーブルで
は、大部分のリージョンは他のリージョンと接して境界を共有しています。リージョン間にオー
バーラップが存在すべきでないのと同様に、ギャップも存在すべきではありません。ただし、一部
のデータでは、このような境界のギャップが正当なものである場合もあります。たとえば、World
マップ上でカナダと米国の国境の一部となっている五大湖もそのようなギャップの一例です。デー
タ上の問題からギャップが発生している場合、その原因は、ほとんどの場合、隣接する領域が、完
全に一致する境界を共有していないことにあります。通常、これらのギャップは比較的小さな領域
です。
問題のあるギャップ領域から、五大湖のような正当なギャップ領域を除外するには、Gapareavalue
を指定します。この面積よりも広い潜在的なギャップは無視され、報告されません。GapAreaの
単位は Units 句で指定します。Units サブ句を指定しない場合、Gap Area の値は、MapBasic の
現在の面積単位で解釈されます。
ギャップの表示には、Gap キーワードに続く Pen 句と Brush 句で指定されたスタイルが適用さ
れます。デフォルトでは、青のフィル パターンと細い黒の境界線を使用してリージョンが描画さ
れます。

例
次の例は、TestFile というテーブルに対して Objects Check を実行し、その結果を DumpFile と
いうテーブルに格納します。また、この例では、Overlapキーワードを指定して、デフォルトのポ
イントスタイルとポリゴンスタイルの変更も行っています。この例のGapAreaは100000です。

objects check from TestFile into table Dumpfile
Selfint Symbol (67,16711680,28)
Overlap Pen (1,2,0) Brush (2,16776960,0)
100000 Units "sq mi" Pen (1,2,0) Brush (2,255,0)
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関連項目

OverlayNodes() 関数、Objects Enclose 文

Objects Clean 文

目的
指定したテーブルのオブジェクトをクリーニングします。また、オプションの指定に応じて、リー
ジョン間のオーバーラップとギャップを除去します。Selection テーブルもクリーニングの対象と
して指定できます。クリーニングするオブジェクトは、すべて閉じたオブジェクトタイプ (たとえ
ば、リージョン、長方形、面取り長方形、または楕円)である必要があります。この文は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Objects Clean From tablename
[ Overlap ]
[ Gap Area [ Unit Units ] ]

tablename は、テーブルの名前を示す文字列です。
Units は面積単位の値です。

説明
tablename で指定されたテーブルに含まれるオブジェクトは、最初に、自己交差、オーバーラッ
プ、ギャップなどのさまざまなデータ上の問題と不整合をチェックされます。8の字型のリージョ
ンの自己交差は、単一のポイントで接する 2 つのポリゴンを含むリージョンに変更されます。突
起を含むリージョンは、突起部分が除去されます。元の入力オブジェクトは、クリーニングされた
オブジェクトに置き換えられます。
Overlap キーワードを指定した場合、オーバーラップしている領域はリージョンから除去されま
す。オーバーラップ部分は、重なり合っているリージョンの中で面積が最大のリージョンに含まれ
るオーバーラップ部分のみが残され、それ以外のすべてのリージョンからは除去されます。

注 : 1 つのオブジェクトが別のオブジェクトに完全に内包されている場合、Objects Clean
は外側のオブジェクトからオーバーラップ部分を除去します。これは "最大のオブジェクト
がオーバーラップ部分を獲得する" という規則の例外です。1 つのオブジェクトが別のオブ
ジェクトに完全に内包されている場合は、内側のオブジェクトが残り、外側のオブジェクト
には開口部が生じることになります。その結果、オーバーラップは完全に解消されます。
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ギャップとは、リージョン オブジェクトが現在存在していない閉じた領域です。境界テーブルで
は、大部分のリージョンは他のリージョンと接して境界を共有しています。リージョン間にオー
バーラップが存在すべきでないのと同様に、ギャップも存在すべきではありません。ただし、一部
のデータでは、このような境界のギャップや開口部が正当なものである場合もあります。たとえ
ば、Worldマップ上でカナダと米国の国境の一部となっている五大湖もそのようなギャップの一例
です。データ上の問題からギャップが発生している場合、その原因は、ほとんどの場合、隣接する
領域が、完全に一致する境界を共有していないことにあります。通常、これらのギャップは比較的
小さな領域です。
問題のあるギャップ領域から、五大湖のような正当なギャップ領域を除外するには、GapAreaを
指定します。この面積よりも広い潜在的なギャップは無視され、報告されません。GapAreaの単
位は Units サブ句で指定します。Units サブ句を指定しない場合、Gap Area の値は、MapBasic
の現在の面積単位で解釈されます。発見されたギャップの除去は、ギャップと定義された領域を、
そのギャップに接するリージョンの中で最大の面積を持つものに併合する方法で行われます。妥当
な Gap Area の大きさを判定する必要がある場合は、Objects Check 文を使用します。Objects
Clean 文は、Objects Check 文によってフラグが付けられたギャップをすべて除去します。

例

Open Table "STATES.TAB" Interactive
Map From STATES
Set Map Layer 1 Editable On
select * from STATES
Objects Clean From Selection Overlap Gap 10 Units "sq m"

関連項目

Create Object 文、OverlayNodes( ) 関数、Objects Disaggregate 文、Objects Check 文

Objects Combine 文

目的
テーブル内のオブジェクトを併合します。この機能は、MapInfo Pro の [空間] タブにある [オブ
ジェクト併合]コマンドに相当します。この文は、MapInfo ProのMapBasicウィンドウから発行
できます。
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構文

Objects Combine
[ Into Target ]
[ Data column = expression [ , column = expression ... ] ]
[ DropIndex ( Auto | On | Off ) ]

column は、変更するテーブル内のフィールドの名前を表す文字列です。
expression は、column にデータを格納するための式です。

説明
Objects Combine は、現在選択されているオブジェクトを地理的に併合したオブジェクトを生成
します。また、Objects Combine では、オプションを指定してデータ併合を実行し、併合対象の
複数のオブジェクトに関連付けられているデータ値の合計または平均を計算することもできます。
Objects Combine文は、MapInfo Proの [空間]タブにある [オブジェクト併合]コマンドに相当し
ます。この操作については、『MapInfo Pro ユーザーズ ガイド』の [オブジェクト併合] コマンド
の説明を参照してください。ObjectsCombine文の実際の動作を確認したい場合は、MapInfo Pro
を起動して MapBasic ウィンドウを開き、[空間] タブの [オブジェクト併合] コマンドを使用して
ください。併合操作の対象のオブジェクトは、すべて閉じたオブジェクト (たとえば、リージョ
ン、長方形、面取り長方形、または楕円)であるか、またはすべてラインオブジェクト (たとえば、
ライン、折れ線、または弧)である必要があります。閉じたオブジェクトとラインオブジェクトを
同時に指定することはできません。また、ポイント オブジェクトおよびテキスト オブジェクトも
指定できません。
オプションの Into Target 句は、編集ターゲットが (ユーザの操作または Set Target 文により) 指
定されていて、かつ、ターゲットに含まれるオブジェクトが 1 つである場合のみ有効です。Into
Target 句を指定すると、MapInfo Pro は現在選択されているオブジェクトを現在のターゲット オ
ブジェクトに併合します。編集ターゲットであったオブジェクトは、併合によって作成されたオブ
ジェクトに置き換えられます。
Into Target句を指定した場合に、選択されているオブジェクトがターゲットオブジェクトと同じ
テーブルに含まれていると、選択されているオブジェクトに対応する行がテーブルから削除されま
す。
選択されているオブジェクトがターゲット オブジェクトとは異なるテーブルに含まれている場合
は、Into Target句を指定しても選択されているオブジェクトは削除されません。Into Target句を
省略すると、MapInfo Proは現在の編集ターゲット (編集ターゲットが存在する場合)に影響を与え
ることなく、現在選択されているオブジェクトを併合します。選択されていたオブジェクトに対応
する行は削除され、併合によって生成されたオブジェクトに対応する新しい行がテーブルに追加さ
れます。
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Data句はデータ併合を制御します(データ併合については、『MapInfo Proユーザーズガイド』の
[オブジェクト併合]コマンドの説明を参照してください)。Data句では、複数のフィールドへの割
り当てのリストをコンマで区切って指定できます。フィールドには、正しいデータタイプ (数値、
文字列など) を表す式であれば任意の式を割り当てることができます。
次の表は、一般的なフィールド割り当てのリストです。

説明演算式

フィールドの内容は変更されません。
col_name = col_name

MapBasicは、ハードコードされた値を結果オブジェクトの
フィールドに格納します。col_name = value

数値フィールドにのみ使用します。結果オブジェクト内の
フィールドに、併合される全オブジェクトのフィールド値
の合計が格納されます。

col_name = Sum( col_name )

数値フィールドにのみ使用します。結果オブジェクト内の
フィールドに、グループ内の全オブジェクトのフィールド
値の平均が格納されます。

col_name = Avg( col_name )

数値フィールドにのみ使用します。MapInfo Pro は重み付
き平均の計算を実行します。すなわち、すべてのオブジェ
クトの col_name フィールド値の平均を計算しますが、そ
の平均の計算には wt_colname フィールドの内容に基づく
重みが加えられます。

col_name = WtAvg( colname,
wtcolname )

Data句では、テーブル内のすべてのフィールドに対する割り当てを指定できます。Data句で一部
のフィールドの割り当てのみを指定した場合、Data句に含まれていないフィールドには、MapBasic
によってブランク値が割り当てられます。Data句を完全に省略して、Into Target句を指定した場
合、MapInfo Pro はターゲット オブジェクトの元のフィールド値をそのまま保持します。
Data 句と Into Target 句を両方とも省略すると、併合操作により生成されるオブジェクトは新規
行に格納され、MapInfo Pro は新規行の全フィールドにブランク値を割り当てます。
DropIndex 句を On に指定すると、トランザクション インデックスは操作の実行中は更新が中断
され、操作の完了後に再作成されます。これでパフォーマンスが顕著に向上することがあります
が、常に向上するわけではありません。パフォーマンスを最大にするには、この句をAutoに設定
することを推奨します。この設定にすると、MapInfo Proがインデックスの更新中断と再作成を行
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うかどうかを決定します。操作によって1000行またはそれを超える大きさのテーブルが削除また
は更新される場合、または行の総数の 0.1 %を超える割合で行が更新される場合、MapInfo Proは
インデックスの更新を中断し、後で再作成します。DropIndex 句を Off に設定すると、操作はト
ランザクション インデックスの更新中断と再作成を行わずに実行されます。
関連項目

Combine() 関数、Set Combine Version 文、Set Target 文

Objects Disaggregate 文

目的
オブジェクトをその構成要素部分に分解します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンド
ウから発行できます。

構文

Objects Disaggregate [ Into Table name ]
[ All | Collection ]
[ Data column_name = expression [ , column_name = expression ... ]
[ DropIndex ( Auto | On | Off ) ]

name は、分解されたオブジェクトを格納するテーブルの名前を表す文字列です。
column_name は、変更するテーブル内のフィールドの名前を表す文字列です。
expression は、column_name フィールドに何を格納するかの判断に使用される式です。

説明
オブジェクトに複数の実体が含まれている場合は、出力テーブル内に各実体の新規オブジェクトが
作成されます。
デフォルトでは、複数の部分で構成されているオブジェクトはすべて、それ以上分割できない基礎
的な構成要素にまで分割されます。リージョンオブジェクトは、Allフラグの指定に応じて複数の
リージョンオブジェクトに分解されます。Allフラグが指定されている場合は、そのリージョンか
ら単一ポリゴンのリージョン オブジェクトが複数作成されます。この場合、元のオブジェクトに
含まれる各ポリゴンごとに 1 つのオブジェクトが作成されます。開口部 (内部境界) からは、中空
ではない単一のポリゴンを持つリージョンオブジェクトが作成されます。Allフラグが指定されて
いない場合は、開口部は出力オブジェクトの中にそのまま残ります。たとえば、入力リージョンに
3つのポリゴンがあり、そのポリゴンの中の 1つが他のポリゴンの開口部である場合には、2つの
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リージョン オブジェクトが出力され、そのうちの 1 つのリージョンに開口部が含まれることにな
ります。
複数のセクションを持つ折れ線オブジェクトからは、単一のセクションを持つ複数の折れ線オブ
ジェクトが新規に作成されます。マルチポイント オブジェクトからは新しいポイント オブジェク
トが作成されます。この場合、入力されたマルチポイント オブジェクトの各ノードごとに 1 つの
ポイント オブジェクトが作られます。
コレクションは再帰的に処理されます。コレクションにリージョンが含まれている場合は、前述の
ように、Allスイッチの指定に応じて新規リージョンオブジェクトが作成されます。コレクション
に1つの折れ線オブジェクトが含まれている場合は、入力されたオブジェクトに存在するセクショ
ンごとに新規折れ線オブジェクトが作成されます。コレクションにマルチポイントが含まれている
場合は、マルチポイントの各ノードごとに 1 つの新規ポイント オブジェクトが作成されます。ポ
イント、ライン、弧、長方形、面取り長方形、楕円など、その他のすべてのオブジェクト タイプ
は、元々単一の構成要素からなるオブジェクトなので、変更されずにそのまま出力テーブルに移動
されます。
リージョンに含まれるポリゴンが1つのみの場合、そのリージョンは変更されずに出力されます。
単一のセクションからなる折れ線オブジェクトも、変更されずにそのまま出力されます。マルチポ
イント オブジェクトに含まれるノードが 1 つのみの場合、出力オブジェクトは、そのノードを含
むポイント オブジェクトに変更されます。弧、長方形、面取り長方形、および楕円は、変更され
ずに出力されます。テキスト オブジェクトなど、その他のオブジェクト タイプは Objects
Disaggregate 文では処理できないのでエラーになります。
Collection キーワードを指定した場合は、コレクション オブジェクトだけが分解されます。コレ
クションオブジェクトにリージョンが含まれている場合、そのリージョンは出力時に新規オブジェ
クトになります。コレクション オブジェクトに折れ線が含まれている場合、その折れ線は出力時
に新規オブジェクトになります。コレクション オブジェクトにマルチポイントが含まれている場
合、そのマルチポイントは出力時に新規オブジェクトになります。これは、出力されるリージョン
に複数のポリゴンが含まれる場合や、出力される折れ線に複数のセクションが含まれる場合がある
点で前述の機能とは異なっています。前述の機能では、マルチポイント オブジェクトが作成され
ることはありません。
Collectionキーワードを指定すると、ポイント、マルチポイント、ライン、折れ線、弧、リージョ
ン、長方形、面取り長方形、楕円などのその他のオブジェクト タイプはすべて、変更されずに出
力されます。
Into Table を指定しない場合は、現在編集可能なテーブルが出力テーブルになります。入力オブ
ジェクトは、現在の選択から取得されます。
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オプションの Data 句は、ターゲット オブジェクトのフィールドに格納する値の内容を制御しま
す。Data 句では、複数のフィールドへの割り当てのリストをコンマで区切って指定できます。各
フィールドの割り当ては、次の表のいずれかの形で指定します。

効果割り当て

このフィールドに格納されている値を変更しません。
col_name = col_name

指定した値をこのフィールドに格納します。フィールドが
文字列フィールドの場合は、文字列の値を格納できます。
フィールドが数値フィールドの場合は、数値を格納できま
す。

col_name = value

数値フィールドにのみ使用します。このフィールドに格納
されている数値を、オブジェクトから消去された面積の割
合と同じ割合だけ減少させます。

col_name = Proportion( col_name )

Data句では、テーブル内のすべてのフィールドに対する割り当てを指定できます。Data句で一部
のフィールドの割り当てのみを指定した場合、Data 句に含まれていないフィールドにはブランク
値が割り当てられます。Data句を完全に省略すると、ターゲットオブジェクトのすべてのフィー
ルドの内容が削除され、数値フィールドの値はゼロ、文字フィールドの値はブランク値となりま
す。
DropIndex 句を On に指定すると、トランザクション インデックスは操作の実行中は更新が中断
され、操作の完了後に再作成されます。これでパフォーマンスが顕著に向上することがあります
が、常に向上するわけではありません。パフォーマンスを最大にするには、この句をAutoに設定
することを推奨します。この設定にすると、MapInfo Proがインデックスの更新中断と再作成を行
うかどうかを決定します。操作によって1000行またはそれを超える大きさのテーブルが削除また
は更新される場合、または行の総数の 0.1 %を超える割合で行が更新される場合、MapInfo Proは
インデックスの更新を中断し、後で再作成します。DropIndex 句を Off に設定すると、操作はト
ランザクション インデックスの更新中断と再作成を行わずに実行されます。

例

Open Table "STATES.TAB" Interactive
Map From STATES
Set Map Layer 1 Editable On
select * from STATES
Objects Disaggregate Into Table STATES
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関連項目

Create Object 文

Objects Enclose 文

目的
複数の折れ線からリージョンを作成します。この機能は、MapInfo Proの [囲い込み (折れ線のリー
ジョン化)] コマンド ([空間] タブで [リージョン] をクリック) に相当します。 この文は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Objects Enclose
[ Into Table tablename ]
[ Region ]

tablename は、オブジェクトを格納するテーブルの名前を表す文字列です。

説明
Objects Enclose は、ライン オブジェクト (ライン、折れ線、および弧) で囲まれた閉じた領域を
表すオブジェクトを作成します。閉じたポリゴン領域ごとに新しいリージョンが作成されます。入
力オブジェクトは、現在の選択から取得されます。Objects Enclose 文は、Objects Combine 文
とは異なり、元の入力オブジェクトを削除しません。データ併合も行われません。
オプションの Region 句を使用すると、閉じたオブジェクト (リージョン、長方形、面取り長方
形、および楕円)を、Objects Enclose文の入力として指定できます。入力リージョンは、この操
作を実行するため折れ線に変換されます。閉じたオブジェクトを折れ線オブジェクトに変換してか
ら [オブジェクト] ＞ [囲い込み] の操作を実行した場合と同じ結果になります。入力オブジェクト
はすべてライン オブジェクトまたは閉じたオブジェクトである必要があります。それ以外のオブ
ジェクト (ポイント、マルチポイント、コレクション、およびテキスト) はエラーの原因になりま
す。選択されているオブジェクトに閉じたオブジェクトが含まれている場合、Regionキーワード
を指定しないと、それらのオブジェクトは無視されます。
Objects Enclose 文は、MapInfo Pro の [囲い込み (折れ線のリージョン化)] コマンドに相当しま
す。この操作については、『MapInfoProユーザーズガイド』のこのコマンドの説明を参照してく
ださい。ObjectsEnclose文の実際の動作を確認したい場合は、MapInfoProを起動してMapBasic
ウィンドウを開き、[空間] タブの [オブジェクト併合] コマンドを使用してください。
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オプションの IntoTable句を指定すると、このコマンドで作成されたオブジェクトは指定したテー
ブルに格納されます。Into Table句を指定しない場合、出力オブジェクトは入力オブジェクトと同
じテーブル内に格納されます。

例
次の例は、testfile テーブルのすべてのオブジェクトを選択して、Objects Enclose 文を実行しま
す。結果のオブジェクトは dump_file テーブルに保存されます。

select * from testfile
Objects Enclose Into Table dump_file

関連項目

Objects Check 文、Objects Combine 文、Set Combine Version 文

Objects Erase 文

目的
(1 つ以上の) ターゲット オブジェクトから、現在選択されているオブジェクトとオーバーラップ
している部分をすべて消去します。この機能は、MapInfo Pro の [空間] タブの [オーバーラップ内
消去] コマンドに相当します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できま
す。

構文

Objects Erase Into Target
[ Concurrency { All | Aggressive | Intermediate | Moderate | None } ]
[ Data column_name = expression [ , column_name = expression ... ]
[ DropIndex ( Auto | On | Off ) ]

column_name は、変更するテーブル内のフィールドの名前を表す文字列です。
expression は、column_name フィールドから何を消去するかの判断に使用される式です。

説明
ObjectsErase文は、編集ターゲットとして現在指定されているオブジェクトの一部または全部を
消去します。Objects Erase 文は、MapInfo Pro の [空間] タブにある [オーバーラップ内消去] コ
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マンドの選択に相当します。[オーバーラップ内消去] の使用法については、『MapInfo Pro ユー
ザーズ ガイド』を参照してください。
Objects Erase は、ターゲット オブジェクトから、現在選択されているオブジェクトとオーバー
ラップしている部分を消去します。現在選択されているオブジェクトとオーバーラップしない部分
だけを消去する場合は、Objects Intersect 文を使用してください。
Objects Erase を呼び出す前に、1 つ以上の閉じたオブジェクト (リージョン、長方形、面取り長
方形、または楕円)を選択する必要があります。また、編集ターゲットも存在している必要があり
ます。編集ターゲットは、ユーザが [空間]タブの [編集ターゲットの設定]を選択するか、MapBasic
の Set Target 文を発行することによって設定できます。
各ターゲットオブジェクトごとに、すべてのカッターオブジェクトの外側にある部分を表す 1つ
のオブジェクトが作成されます。ターゲット オブジェクトがカッター オブジェクトに内包されて
いる場合は、オブジェクトが作成されず、何も出力されません。
オプションのConcurrency句を使用すると、処理を複数のコアに分散してパフォーマンスを向上
できます。Concurrency を none に設定すると、コンピュータに複数のコアがあっても 1 つのコ
アしか使用されません。この句を使用して、操作をマップに実行するために必要な同時実行のレベ
ルを指定できます。Concurrency に指定できる値は、次のいずれかです。
• All:同時実行。コンピュータに搭載されているすべてのプロセッサで操作が実行されます。これ
は、MapInfo Pro インストール直後のデフォルト設定です。

• Aggressive: 同時実行 (大)。コンピュータに搭載されているプロセッサの 75% で操作が実行さ
れます。

• Intermediate:同時実行 (中)。コンピュータに搭載されているプロセッサの 50%で操作が実行さ
れます。

• Moderate: 同時実行 (小)。コンピュータに搭載されているプロセッサの 25% で操作が実行され
ます。

• None: 同時実行 (なし)。単一のプロセッサで操作が実行されます。このオプションを選択する
と、処理速度は最も遅くなります。

同時実行の値を 5段階から選んで指定できるだけでなく、使用するコアの数を具体的な値 (8など)
で指定することもできます。指定した数のコアがコンピュータに搭載されていなければ、デフォル
トで、使用可能なすべてのコアが使用されます。ゼロ (0)、負の数値、または同時実行の設定に使
用できる 5 つの値とは異なる無効なテキストを指定した場合は、エラーになります。
オプションの Data 句は、ターゲット オブジェクトのフィールドに格納する値の内容を制御しま
す。Data 句では、複数のフィールドへの割り当てのリストをコンマで区切って指定できます。
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各フィールドの割り当ては、次の表のいずれかの形で指定します。

効果割り当て

MapBasic はフィールド値を変更しません。
col_name = col_name

MapBasic は特定の値をこのフィールドに格納します。こ
のフィールドが文字フィールドの場合は、値として文字列
を指定できます。このフィールドが数値フィールドの場合
は、値として数値を指定できます。

col_name = value

数値フィールドにのみ使用します。このフィールドに格納
されている数値を、オブジェクトから消去された面積の割
合と同じ割合だけ減少させます。たとえば、オブジェクト
の面積が半分になった場合は、オブジェクトのフィールド
値も半減します。

col_name = Proportion( col_name )

Data句では、テーブル内のすべてのフィールドに対する割り当てを指定できます。Data句で一部
のフィールドの割り当てのみを指定した場合、Data句に含まれていないフィールドには、MapBasic
によってブランク値が割り当てられます。Data句を完全に省略すると、ターゲットオブジェクト
のすべてのフィールドの内容が削除され、数値フィールドの値はゼロ、文字フィールドの値はブラ
ンク値となります。
DropIndex 句を On に指定すると、トランザクション インデックスは操作の実行中は更新が中断
され、操作の完了後に再作成されます。これでパフォーマンスが顕著に向上することがあります
が、常に向上するわけではありません。パフォーマンスを最大にするには、この句をAutoに設定
することを推奨します。この設定にすると、MapInfo Proがインデックスの更新中断と再作成を行
うかどうかを決定します。操作によって1000行またはそれを超える大きさのテーブルが削除また
は更新される場合、または行の総数の 0.1 %を超える割合で行が更新される場合、MapInfo Proは
インデックスの更新を中断し、後で再作成します。DropIndex 句を Off に設定すると、操作はト
ランザクション インデックスの更新中断と再作成を行わずに実行されます。

例
次の例のObjectsErase文ではData句は指定されていません。したがって、ターゲットオブジェ
クトのフィールドにはブランク値が格納されます。この例は、1 つ以上のターゲット オブジェク
トが指定されていて、かつ 1 つ以上のオブジェクトが選択されていることを前提としています。

Objects Erase Into Target
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次の例の Objects Erase 文には Data 句があり、3 つのフィールド (State_Name、Pop_1990、
Med_Inc_80)を対象とする式が指定されています。この操作により、State_Nameフィールドには
"area remaining"という文字列が割り当てられ、Pop_1990フィールドの値は、消去されたオブジェ
クトの面積の割合に応じて減少します。Med_Inc_80フィールドは、Objects Erase文の発行前と
同じ値を保持します。ターゲット オブジェクトの他のフィールドはブランクになります。

Objects Erase Into Target
Data
State_Name = "area remaining",
Pop_1990 = Proportion( Pop_1990 ),
Med_Inc_80 = Med_Inc_80

Concurrency 句の使用:

Objects Erase Into Target
Concurrency All Data...

関連項目

Erase() 関数、Objects Intersect 文 Objects Split 文

Objects Intersect 文

目的
(1 つ以上の) ターゲット オブジェクトから、現在選択されているオブジェクトとオーバーラップ
していない部分をすべて消去します。この機能は、[空間] タブの [ターゲット外部の消去] コマン
ドの選択に相当します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Objects Intersect Into Target
[ Concurrency { All | Aggressive | Intermediate | Moderate | None } ]
[ Data column_name = expression [ , column_name = expression ... ] ]
[ DropIndex ( Auto | On | Off ) ]

column_name は、変更するテーブル内のフィールドの名前を表す文字列です。
expression は、column_name フィールドから何を消去するかの判断に使用される式です。
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説明
Objects Intersect 文は、編集ターゲットとして現在指定されているオブジェクトの一部または全
部を消去します。Objects Intersect文は、MapInfo Proの [空間]タブにある [ターゲット外部の消
去]コマンドの選択に相当します。[ターゲット外部の消去]コマンドの使用法については、『MapInfo
Pro ユーザーズ ガイド』を参照してください。
オプションのConcurrency句を使用すると、処理を複数のコアに分散してパフォーマンスを向上
できます。Concurrency を none に設定すると、コンピュータに複数のコアがあっても 1 つのコ
アしか使用されません。この句を使用して、操作をマップに実行するために必要な同時実行のレベ
ルを指定できます。Concurrency に指定できる値は、次のいずれかです。
• All:同時実行。コンピュータに搭載されているすべてのプロセッサで操作が実行されます。これ
は、MapInfo Pro インストール直後のデフォルト設定です。

• Aggressive: 同時実行 (大)。コンピュータに搭載されているプロセッサの 75% で操作が実行さ
れます。

• Intermediate:同時実行 (中)。コンピュータに搭載されているプロセッサの 50%で操作が実行さ
れます。

• Moderate: 同時実行 (小)。コンピュータに搭載されているプロセッサの 25% で操作が実行され
ます。

• None: 同時実行 (なし)。単一のプロセッサで操作が実行されます。このオプションを選択する
と、処理速度は最も遅くなります。

同時実行の値を 5段階から選んで指定できるだけでなく、使用するコアの数を具体的な値 (8など)
で指定することもできます。指定した数のコアがコンピュータに搭載されていなければ、デフォル
トで、使用可能なすべてのコアが使用されます。ゼロ (0)、負の数値、または同時実行の設定に使
用できる 5 つの値とは異なる無効なテキストを指定した場合は、エラーになります。
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オプションの Data 句は、ターゲット オブジェクトのフィールドに格納する値の内容を制御しま
す。Data 句では、複数のフィールドへの割り当てのリストをコンマで区切って指定できます。各
フィールドの割り当ては、次の表のいずれかの形で指定します。

効果割り当て

MapBasic はフィールド値を変更しません。
col_name = col_name

MapBasic は特定の値をこのフィールドに格納します。こ
のフィールドが文字フィールドの場合は、値として文字列
を指定できます。このフィールドが数値フィールドの場合
は、値として数値を指定できます。

col_name = value

数値フィールドにのみ使用します。このフィールドに格納
されている数値を、オブジェクトから消去された面積の割
合と同じ割合だけ減少させます。たとえば、オブジェクト
の面積が半分になった場合は、オブジェクトのフィールド
値も半減します。

col_name = Proportion( col_name )

Data句では、テーブル内のすべてのフィールドに対する割り当てを指定できます。Data句で一部
のフィールドの割り当てのみを指定した場合、Data句に含まれていないフィールドには、MapBasic
によってブランク値が割り当てられます。Data句を完全に省略すると、ターゲットオブジェクト
のすべてのフィールドの内容が削除され、数値フィールドの値はゼロ、文字フィールドの値はブラ
ンク値となります。
DropIndex 句を On に指定すると、トランザクション インデックスは操作の実行中は更新が中断
され、操作の完了後に再作成されます。これでパフォーマンスが顕著に向上することがあります
が、常に向上するわけではありません。パフォーマンスを最大にするには、この句をAutoに設定
することを推奨します。この設定にすると、MapInfo Proがインデックスの更新中断と再作成を行
うかどうかを決定します。操作によって1000行またはそれを超える大きさのテーブルが削除また
は更新される場合、または行の総数の 0.1 %を超える割合で行が更新される場合、MapInfo Proは
インデックスの更新を中断し、後で再作成します。DropIndex 句を Off に設定すると、操作はト
ランザクション インデックスの更新中断と再作成を行わずに実行されます。
Objects Intersect 文は Objects Erase 文と非常に似ていますが、1 つ重要な違いがあります。
Objects Intersect 文は、ターゲット オブジェクトから現在選択されているオブジェクトとオー
バーラップしない部分を消去しますが、Objects Erase 文は、ターゲット オブジェクトから現在
選択されているオブジェクトとオーバーラップしている部分を消去します。各ターゲットオブジェ
クトにおいて、カッター オブジェクトと交差している各領域ごとに 1 つずつ新しいオブジェクト
が作成されます。たとえば、1 つのターゲット オブジェクトが 3 つのカッター オブジェクトと交

690MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



差している場合は、3 つの新規オブジェクトが作成されます。ターゲット オブジェクト内にあっ
て、かつすべてのカッターオブジェクトの外側に位置する領域は削除されます。'詳細については、
「Objects Erase 文」を参照してください。

例

Objects Intersect Into Target
Data
Field2=Proportion(Field2)

Concurrency 句の使用:

Objects Intersect Into Target
Concurrency All Data...

関連項目

Create Object 文、IntersectNodes() 関数、Overlap() 関数、Objects Erase 文

Objects Move 文

目的
現在の選択から取得したオブジェクトを入力テーブル内で移動します。この文は、MapInfoProの
MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Objects Move
Angle angle
Distance distance
[ Units unit ]
[ Type { Spherical | Cartesian } ]

angle は、選択されたオブジェクトを移動する角度を表す値です。
distance は、選択されたオブジェクトを移動する距離を表す数値です。
unit は、distance の距離単位です。
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説明
Objects Move は、オブジェクトを入力テーブル内で移動します。ソース オブジェクトは、現在
の選択から取得されます。移動後は、入力オブジェクトが移動結果のオブジェクトに置き換えられ
ます。データ併合は実行されません。元のソース オブジェクトに関連付けられているデータは変
更されないので、データ併合は不要です。
オブジェクトの移動方向は angle パラメータで表し、X 軸の正の部分 (東) から反時計回りを正の
向きとして測った角度を指定します。また、オフセットの距離は distance パラメータで指定しま
す。distanceの単位は、unitパラメータで指定します。Units句が指定されていない場合は、現在
の距離単位が使用されます。MapBasicのデフォルトの距離単位はマイルです。この単位を変更す
る方法については、「Set Distance Units 文」を参照してください。
オプションの Type サブ句では、オフセットを生成するための距離の計算方法を指定できます。
Typeとして Sphericalを指定すると、データは緯度/経度地球座標にマッピングされ、球面距離計
算法を使用して測定された distance を使用して計算が行われます。Type として Cartesian を指定
すると、データは平面に投影されていると見なされ、デカルト距離計算法を使用して測定された距
離を使用して計算が行われます。Type サブ句を指定しない場合は、Spherical を指定した場合と
同じ方法で球面距離が計算されます。データが緯度/経度投影法で表されている場合は、Typeサブ
句の指定に関係なく、Spherical を指定した場合と同じ球面距離の計算が実行されます。データが
一般投影法を使用している場合は、Type 句の設定に関係なく、デカルト計算法が使用されます。
球面距離計算が行われる場合には、平面距離計算の場合とは異なるいくつかの点に注意する必要が
あります。緯度/経度で表されているオブジェクトを移動した場合、オブジェクトの形は移動後も
同じですが、オブジェクトの面積は変化します。その理由は、オフセットの差分の 1 つが角度で
指定されることにあります。任意の角度に対応する実際の距離は位置によって異なり、一定ではあ
りません。
オフセット関数では、オブジェクトの何らかの固定点 (たとえば外接長方形の中心) を基準として
実際のオフセットの差分が計算された後、その値に対して入力単位から座標系単位への変換が行わ
れます。座標系が緯度/経度の場合、角度への変換には固定点が使用されます。実際に変換された
距離の値は、オブジェクト上の位置によって異なります。入力オブジェクトと新しいオフセット
オブジェクトの間の距離の正確性が保証されるのは、変換に使用される単一の固定点においてのみ
です。

例

Objects Move Angle 45 Distance 100 Units "mi" Type Spherical

関連項目

Objects Offset 文

692MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



Objects Offset 文

目的
現在の選択からオブジェクトを取得し、元のオブジェクトからのオフセットで指定された位置にオ
ブジェクトをコピーします。この文は、MapInfo ProのMapBasicウィンドウから発行できます。

構文

Objects Offset
[ Into Table intotable ]
Angle angle
Distance distance
[ Units unit ]
[ Type { Spherical | Cartesian } ]
[ Data column = expression [ , column = expression ... ] ]

intotable は、新しい値のコピー先となるテーブルを表す文字列です。
angle は、選択されたオブジェクトをオフセットする角度を表す値です。
distance は、選択されたオブジェクトをオフセットする距離を表す数値です。
unit は、distance の距離単位です。
column は、オフセットを実行するフィールドを表す文字列です。
expression は、フィールドのオフセットを計算するための式です。

説明
Objects Offset は、ソース オブジェクトからのオフセットで指定された位置に元のオブジェクト
の新しいコピーを作成します。ソースオブジェクトは、現在の選択から取得されます。IntoTable
句を指定した場合、コピーとして作成されたオブジェクトは intotable で指定したテーブルに格納
されます。テーブルを指定しない場合、コピーとして作成されたオブジェクトは、入力オブジェク
トの取得元のテーブル (たとえば、選択の基本テーブル) に格納されます。
オブジェクトの移動方向は angle パラメータで表し、X 軸の正の部分 (東) から反時計回りを正の
向きとして測った角度を指定します。また、オフセットの距離は distance パラメータで指定しま
す。distanceの単位は、unitパラメータで指定します。Units句が指定されていない場合は、現在
の距離単位が使用されます。MapBasicのデフォルトの距離単位はマイルです。この単位を変更す
る方法については、「Set Distance Units 文」を参照してください。
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オプションの Type サブ句では、オフセットを生成するための距離の計算方法を指定できます。
Typeとして Sphericalを指定すると、データは緯度/経度地球座標にマッピングされ、球面距離計
算法を使用して測定された距離を使用して計算が行われます。Type として Cartesian を指定する
と、データは平面に投影されていると見なされ、デカルト距離計算法を使用して測定された距離を
使用して計算が行われます。Type サブ句を指定しない場合は、Spherical を指定した場合と同じ
方法で球面距離が計算されます。データが緯度/経度投影法で表されている場合は、Typeサブ句の
指定に関係なく、Spherical を指定した場合と同じ球面距離の計算が実行されます。データが一般
投影法を使用している場合は、Type 句の設定に関係なく、デカルト計算法が使用されます。
Data 句を指定すると、データ併合が実行されます。
球面距離計算が行われる場合には、平面距離計算の場合とは異なるいくつかの点に注意する必要が
あります。緯度/経度で表されているオブジェクトを移動した場合、オブジェクトの形は移動後も
同じですが、オブジェクトの面積は変化します。その理由は、オフセットの差分の 1 つが角度で
指定されることにあります。任意の角度に対応する実際の距離は位置によって異なり、一定ではあ
りません。
オフセット関数では、オブジェクトの何らかの固定点 (たとえば外接長方形の中心) を基準として
実際のオフセットの差分が計算された後、その値に対して入力単位から座標系単位への変換が行わ
れます。座標系が緯度/経度の場合、角度への変換には固定点が使用されます。実際に変換された
距離の値は、オブジェクト上の位置によって異なります。入力オブジェクトと新しいオフセット
オブジェクトの間の距離の正確性が保証されるのは、変換に使用される単一の固定点においてのみ
です。

例

Objects Offset Into Table c:\temp\table1.tbl Angle 45 Distance 100 Units

"mi" Type Spherical

関連項目

Offset() 関数

Objects Overlay 文

目的
ターゲットオブジェクトと現在選択されているオブジェクトが交差するすべての位置に、ターゲッ
トオブジェクトのノードを追加します。これは、MapInfo Proの [オブジェクト]メニューで [ノー
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ド追加]をポイントする操作に相当します。この文は、MapInfo ProのMapBasicウィンドウから
発行できます。

構文

Objects Overlay Into Target
[ Concurrency { All | Aggressive | Intermediate | Moderate | None } ]

説明
Objects Overlayを呼び出す前に、1つ以上のオブジェクトを選択する必要があります。また、編
集ターゲットも存在している必要があります。編集ターゲットは、ユーザが [オブジェクト] メ
ニューの [編集ターゲットの設定] をポイントするか、MapBasic の Set Target 文を発行すること
によって設定できます。詳細については、MapInfo Proヘルプの [ノード追加]の説明を参照してく
ださい。
オプションのConcurrency句を使用すると、処理を複数のコアに分散してパフォーマンスを向上
できます。Concurrency を none に設定すると、コンピュータに複数のコアがあっても 1 つのコ
アしか使用されません。この句を使用して、操作をマップに実行するために必要な同時実行のレベ
ルを指定できます。Concurrency に指定できる値は、次のいずれかです。
• All:同時実行。コンピュータに搭載されているすべてのプロセッサで操作が実行されます。これ
は、MapInfo Pro インストール直後のデフォルト設定です。

• Aggressive: 同時実行 (大)。コンピュータに搭載されているプロセッサの 75% で操作が実行さ
れます。

• Intermediate:同時実行 (中)。コンピュータに搭載されているプロセッサの 50%で操作が実行さ
れます。

• Moderate: 同時実行 (小)。コンピュータに搭載されているプロセッサの 25% で操作が実行され
ます。

• None: 同時実行 (なし)。単一のプロセッサで操作が実行されます。このオプションを選択する
と、処理速度は最も遅くなります。

同時実行の値を 5段階から選んで指定できるだけでなく、使用するコアの数を具体的な値 (8など)
で指定することもできます。指定した数のコアがコンピュータに搭載されていなければ、デフォル
トで、使用可能なすべてのコアが使用されます。ゼロ (0)、負の数値、または同時実行の設定に使
用できる 5 つの値とは異なる無効なテキストを指定した場合は、エラーになります。
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例
Concurrency 句の使用:

Objects Overlay Into Target
Concurrency All

関連項目

OverlayNodes() 関数、Set Target 文、Objects Split 文

Objects Pline 文

目的
単一セクションの折れ線を2つの折れ線に分割します。この文は、MapInfoProのMapBasicウィ
ンドウから発行できます。

構文

Objects Pline Split At Node index
[ Into Table name ]
[ Data column_name = expression [ , column_name = expression ... ] ]

index は、分割するノードのインデックス番号を示す整数です。
name は、新しいオブジェクトを格納するテーブルの名前を表す文字列です。
column_name は、新しい値を格納するフィールドの名前を表す文字列です。
expression は、値を column_name に割り当てるために使用される式です。

説明
オブジェクトが単一セクションの折れ線である場合、nameで指定した出力テーブル内に、単一セ
クションを持つ 2 つの折れ線が新規に作成されます。Node index では、分割対象の折れ線におい
て有効なMapBasicインデックスを指定する必要があります。Nodeに折れ線の始点ノードまたは
終点ノードを指定すると、処理は中止され、エラー メッセージが表示されます。
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オプションのData句は、出力オブジェクトのフィールドに格納する値の内容を制御します。Data
句では、複数のフィールドへの割り当てのリストをコンマで区切って指定できます。各フィールド
の割り当ては、次の表のいずれかの形で指定します。

効果割り当て

このフィールドに格納されている値を変更しません。
col_name = col_name

指定した値をこのフィールドに格納します。このフィール
ドが文字フィールドの場合は、値として文字列を指定でき
ます。このフィールドが数値フィールドの場合は、値とし
て数値を指定できます。

col_name = value

Data句では、テーブル内のすべてのフィールドに対する割り当てを指定できます。Data句で一部
のフィールドの割り当てのみを指定した場合、Data 句に含まれていないフィールドにはブランク
値が割り当てられます。
Data句を完全に省略すると、ターゲットオブジェクトのすべてのフィールドの内容が削除され、
数値フィールドの値はゼロ、文字フィールドの値はブランク値となります。

例
次の部分的なコード例では、選択した折れ線を指定したノード (インデックスが 12のノード)で分
割しています。選択した折れ線の各レコードの値は変更されず、分割された折れ線の新しいレコー
ドにそのまま挿入されます。

Objects Pline Split At Node 12 Into Table WORLD Data
Country=Country,Capital=Capital,Continent=Continent,Numeric_code=Numeric_
code,FIPS=FIPS,ISO_2=ISO_2,ISO_3=ISO_3,Pop_1994=Pop_1994,Pop_Grw_Rt=Pop_G
rw_Rt,Pop_Male=Pop_Male,Pop_Fem=Pop_Fem...

関連項目

ObjectLen() 関数、ObjectNodeX() 関数、ObjectNodeY() 関数、Objects Disaggregate 文
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Objects Snap 文

目的
指定したテーブルのオブジェクトをクリーニングします。また、オプションの指定に応じて、別々
のオブジェクトに属する近接ノードの同一位置へのスナップや、一般化/軽量化など、オブジェク
トのトポロジーに関連するさまざまな操作も実行します。Selection テーブルもクリーニングの対
象として指定できます。クリーニングの対象のオブジェクトは、すべてラインオブジェクト (たと
えば、折れ線および弧) であるか、またはすべて閉じたオブジェクト (たとえば、リージョン、長
方形、面取り長方形、または楕円)である必要があります。ラインオブジェクトと閉じたオブジェ
クトを 1 回の操作で同時にクリーニングすることはできません。対象のオブジェクトに両方が混
在している場合はエラーになります。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行
できます。

構文

Objects Snap From tablename
[ Tolerance [ Node node_distance ] [ Vector vector_distance ]
[ Units unit_string] ]
[ Thin [ Bend bend_distance ] [ Distance spacing_distance ]
[ Units unit_string ] ]
[ Cull Area cull_area [ Units unit_string ] ] ]

tablename は、オブジェクトをチェックするテーブルの名前を表す文字列です。
node_distance は折れ線の終端ノードの周囲の半径を表す数値です。
vector_distance は、折れ線の内部ノードに使用する半径を表す数値です。
bend_distance は複数のノードが同一線上にあるとする許容値を表す数値です。
spacing_distanceは同じオブジェクト内の複数のノードが互いに削除されることのないノード間の
最小距離を表す数値です。
unit_string は、使用する距離単位を表す文字列です。
cull_area はしきい値となる面積を表す数値です。この面積より小さいポリゴンが除去されます。
unit_string は、使用する面積単位を表す文字列です。
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説明
tablenameで指定される入力テーブル内のオブジェクトは、自己交差などのさまざまなデータ上の
問題と不整合をチェックされます。8の字型のリージョンの自己交差は、単一のポイントで接する
2つのポリゴンを含むリージョンに変更されます。突起を含むリージョンは、突起部分が除去され
ます。元の入力オブジェクトは、クリーニングされたオブジェクトに置き換えられます。オブジェ
クト間にオーバーラップが存在する場合、オーバーラップは除去されます。オーバーラップの除去
は一般に、片方のオブジェクトからオーバーラップの部分を切り取り、もう片方ではその部分を残
す方法で行われます。オーバーラップしていた部分が残される側のリージョンは、複数のポリゴン
で構成されることになります。元々オーバーラップしていなかった部分は 1 つのポリゴンで表さ
れ、オーバーラップしていた部分は各セクションごとに個別のポリゴンで表されます。
Nodeまたは Vectorの Toleranceの値を指定すると、指定された条件に応じて、別々のオブジェ
クトに属する複数のノードが同じ位置にスナップされます。オブジェクト間の小さなオーバーラッ
プやギャップは、これらのオプションを使用して除去することができます。Tolerances句のUnits
サブ句では、Node と Vector の値に適用される距離単位の名前 (キロメートルを表す "km" など)
を指定できます。Unitsサブ句を指定しない場合、Nodeと Vectorの値は、MapBasicの現在の距
離単位で解釈されます。MapBasicのデフォルトの距離単位はマイルです。この単位を変更する方
法については、「Set Distance Units 文」を参照してください。
Tolerance句で指定する Nodeの許容値は、折れ線の終端ノードの周囲の半径です。他のオブジェ
クトのノードがこの半径内に存在する場合、近接するその 2 つのノードが同一の位置になるよう
に片方または両方のノードが移動されます (つまり、2 つのノードが同じ位置にスナップされま
す)。
Tolerance 句で指定する Vector 許容値は、折れ線の内部ノードの周囲の半径です。この数値は、
Node 許容値と同じ目的で、折れ線の内部ノード 終端ノード以外) に対してのみ使用されます。
リージョン オブジェクトではノードが閉じた輪を形成しているので、終端ノードという明示的な
概念は存在しないことに注意してください。リージョンオブジェクトではVector許容値だけが使
用され、その値がオブジェクト内のすべてのノードに適用されます。リージョン オブジェクトで
は Node 許容値は無視されます。折れ線オブジェクトでは、Node 許容値に Vector 許容値以上の
値を指定する必要があります。
Bend と Distance の値を使用すると、入力オブジェクトの軽量化または一般化の条件を容易に指
定できます。Thin 句を指定すると、オブジェクトの全体的な形状を維持したまま、オブジェクト
内で使用されているノードの個数が減らされます。Thin句のUnitsサブ句では、BendとDistance
の値に適用される距離単位の名前 (キロメートルを表す "km"など)を指定できます。Unitsサブ句
を指定しない場合、Bend と Distance の値は、MapBasic の現在の距離単位で解釈されます。
Bend許容値を使用すると、複数のノードが同一直線上にあると判断する方法を制御できます。相
互接続され、三角形になっている 3 つのノードについて考えます。第 1 のノードと第 3 のノード
を直線で結び、第 2 のノードからこの直線への垂線の距離を測定します。この距離が Bend 許容
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値より小さい場合、これらの 3 つのノードは同一直線上にあると見なされ、第 2 のノードがオブ
ジェクトから削除されます。
Distance 許容値を使用すると、同一オブジェクト内の近接するノードを除去できます。同一オブ
ジェクト内の連続した 2つのノード間の距離を測定します。この 2点間の距離がDistance許容値
より小さい場合は、片方のノードが除去されます。
Cull Area値を使用すると、しきい値の面積より小さいポリゴンをリージョンから除去できます。
Cull句のUnitsサブ句では、Areaの値に適用される面積単位の名前 (平方キロメートルを表す "sq
km" など) を指定できます。Units サブ句を指定しない場合、Area の値は、MapBasic の現在の面
積単位で解釈されます。MapBasicのデフォルトの面積単位は平方マイルです。この単位を変更す
る方法については、「Set Area Units 文」を参照してください。

注 : ここで説明したすべての距離値および面積値の算定は、常にデカルト計算で行われま
す。データで使用されている座標系には常に注意を払ってください。経度/緯度で表された
データに対するデカルト法による距離および面積の計算は、数学的には正確ではありませ
ん。許容値を適用する前には、データが適切な座標系 (デカルト座標系) で表されているこ
とを確認する必要があります。

例

Open Table "STATES.TAB" Interactive
Map From STATES
Set Map Layer 1 Editable On
select * from STATES
Objects Snap From Selection Tolerance Node 3 Vector 3 Units "mi" Thin
Bend
0.5 Distance 1 Units "mi" Cull Area 10 Units "sq mi"

関連項目

Create Object 文、OverlayNodes() 関数、Overlap() 関数

Objects Split 文

目的
現在選択されているオブジェクトを "カッター"オブジェクトとして使用して、ターゲットオブジェ
クトを分割します。この機能は、[空間]タブの [オブジェクト分割]コマンドの選択に相当します。
この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。
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構文

Objects Split Into Target
[ concurrency {all | aggressive | intermediate | moderate | none } ]
[ Data column_name = expression [ , column_name = expression ... ]
[ DropIndex ( Auto | On | Off ) ]

column_name は、新しい値を格納するフィールドの名前を表す文字列です。
expression は、値を column_name に割り当てるために使用される式です。
concurrencyを指定すると、複数のコアを使用してマップ上のターゲット オブジェクトを分割で
きます。複数コアの使用方法は、同時実行トークンで指定できます。同時実行トークンを使用する
には、aggressive、intermediate、moderate、none のいずれかの値、または使用するコアの数を
キーワードの後に指定する必要があります。Create Object As Buffer 文を使うときと同様に、
concurrency の後に 0 または負の数値を指定すると、エラー メッセージが表示されます。

説明
Objects Split 文を使用すると、各ターゲット オブジェクトが複数のオブジェクトに分割されま
す。Objects Split 文は、MapInfo Pro の [空間] タブにある [オブジェクト分割] コマンドの選択に
相当します。オブジェクト分割操作の詳細については、『MapInfo Proリファレンス』を参照して
ください。
Objects Splitを呼び出す前に、1つ以上の閉じたオブジェクト (リージョン、長方形、面取り長方
形、または楕円)を選択する必要があります。また、編集ターゲットも存在している必要がありま
す。編集ターゲットは、ユーザが [空間]タブの [編集ターゲットの設定]を選択するか、MapBasic
の Set Target 文を発行することによって設定できます。
各ターゲットオブジェクトにおいて、カッターオブジェクトと交差している各領域ごとに 1つず
つ新しいオブジェクトが作成されます。たとえば、1 つのターゲット オブジェクトが 3 つのカッ
ターオブジェクトと交差している場合は、3つの新規オブジェクトが作成されます。さらに、ター
ゲット オブジェクト内にあって、かつすべてのカッター オブジェクトの外側に位置する領域を表
す 1つのオブジェクトが作成されます。これは、Objects Erase文とObjects Intersect文 ([空間]
タブの [ターゲット外部の消去] コマンド) を両方実行することに相当します。
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オプションの Data 句は、ターゲット オブジェクトのフィールドに格納する値の内容を制御しま
す。Data 句では、複数のフィールドへの割り当てのリストをコンマで区切って指定できます。各
フィールドの割り当ては、次の表のいずれかの形で指定します。

効果割り当て

MapBasic はこのフィールドに格納されている値を変更し
ません。オブジェクトの分割の結果として生成されるオブ
ジェクトのフィールド値は元の値のまま保持されます。

col_name = col_name

MapBasic は特定の値をこのフィールドに格納します。こ
のフィールドが文字フィールドの場合は、値として文字列
を指定できます。このフィールドが数値フィールドの場合
は、値として数値を指定できます。オブジェクトの分割の
結果として生成されるオブジェクトのフィールド値は、指
定された値になります。

col_name = value

数値フィールドのみに使用されます。MapInfoProは、ター
ゲットオブジェクトの元のフィールド値を、分割操作によ
り生成される複数のオブジェクトに振り分けます。各オブ
ジェクトは元のフィールド値の "一部"を受け取ります。オ
ブジェクトが大きいほど受け取る数値の比率も大きくなり
ます。

col_name = Proportion( col_name )

Data句では、テーブル内のすべてのフィールドに対する割り当てを指定できます。Data句で一部
のフィールドの割り当てのみを指定した場合、Data句に含まれていないフィールドには、MapBasic
によってブランク値が割り当てられます。Data句を完全に省略すると、ターゲットオブジェクト
のすべてのフィールドの内容が削除され、数値フィールドの値はゼロ、文字フィールドの値はブラ
ンク値となります。
DropIndex 句を On に指定すると、トランザクション インデックスは操作の実行中は更新が中断
され、操作の完了後に再作成されます。これでパフォーマンスが顕著に向上することがあります
が、常に向上するわけではありません。パフォーマンスを最大にするには、この句をAutoに設定
することを推奨します。この設定にすると、MapInfo Proがインデックスの更新中断と再作成を行
うかどうかを決定します。操作によって1000行またはそれを超える大きさのテーブルが削除また
は更新される場合、または行の総数の 0.1 %を超える割合で行が更新される場合、MapInfo Proは
インデックスの更新を中断し、後で再作成します。DropIndex 句を Off に設定すると、操作はト
ランザクション インデックスの更新中断と再作成を行わずに実行されます。
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例
次の例の Objects Split文では Data句は指定されていません。したがって、ターゲット オブジェ
クトのフィールドにはブランク値が格納されます。

Objects Split Into Target

次の例の文にはData句が含まれており、3つのフィールド (State_Name、Pop_1990、Med_Inc_80)
を対象とする式が指定されています。この Data 句の最初の部分では、State_Nameフィールドに
"sub-division"という文字列が割り当てられています。その結果、分割により生成される各オブジェ
クトの State_Name フィールドに "sub-division" が格納されます。Data 句の次の部分では、ター
ゲット オブジェクトの Pop_1990 フィールドの元の値を、分割によって生成されるオブジェクト
に振り分けるように指定しています。Data 句の 3 番目の部分では、Med_Inc_80 フィールドの元
の値を新しい各オブジェクトでそのまま保持するように指定しています。

Objects Split Into Target
Data
State_Name = "sub-division",
Pop_1990 = Proportion( Pop_1990 ),
Med_Inc_80 = Med_Inc_80

同時実行トークンの使用:

Objects Split Into Target
concurrency all Data...

関連項目

Alter Object 文 Create Object As Buffer 文

Offset() 関数

目的
入力オブジェクトを距離と角度のオフセットで指定された位置にコピーしたオブジェクトを返しま
す。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

Offset( object, angle, distance, units )

object は、オフセットで指定された位置にコピーする対象のオブジェクトです。
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angle は、コピー位置を指定するオフセットの角度です。
distance は、オブジェクトをオフセットする距離を表す数値です。
units は、指定する distance の単位を示す文字列です。

戻り値
オブジェクト

説明
Offset()は、angleで指定された方向に distanceで指定された距離だけオフセットされた位置に、
入力オブジェクトのコピーである新しいオブジェクトを生成します。angle の角度は度単位で表
し、X軸の正の部分が 0で、反時計回りが正の向きになります。unitsは、distance値の単位を表
す文字列です。これは、ObjectLen() 関数や Perimeter() 関数での使用方法と同じです。距離計算
の種類は、座標系が一般座標以外の場合は球面計算になります。一般座標系の場合は、自動的にデ
カルト計算法が使用されます。使用される座標系は、入力オブジェクトの座標系です。
球面距離計算が行われる場合には、平面距離計算の場合とは異なるいくつかの点に注意する必要が
あります。緯度/経度で表されているオブジェクトを移動した場合、オブジェクトの形は移動後も
同じですが、オブジェクトの面積は変化します。その理由は、オフセットの差分の 1 つが角度で
指定されることにあります。任意の角度に対応する実際の距離は位置によって異なり、一定ではあ
りません。
オフセット関数では、オブジェクトの何らかの固定点 (たとえば外接長方形の中心) を基準として
実際のオフセットの差分が計算された後、その値に対して入力単位から座標系単位への変換が行わ
れます。座標系が緯度/経度の場合、角度への変換には固定点が使用されます。実際に変換された
距離の値は、オブジェクト上の位置によって異なります。入力オブジェクトと新しいオフセット
オブジェクトの間の距離の正確性が保証されるのは、変換に使用される単一の固定点においてのみ
です。

例

Offset(Rect, 45, 100, "mi")

関連項目

Objects Offset 文、OffsetXY() 関数
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OffsetXY() 関数

目的
入力オブジェクトを X オフセットと Y オフセットの値で指定された位置にコピーしたオブジェク
トを返します。この関数は、MapInfo ProのMapBasicウィンドウから呼び出すことができます。

構文

OffsetXY( object, xoffset, yoffset, units )

object は、オフセットで指定された位置にコピーする対象のオブジェクトです。
xoffsetと yoffsetは、コピー位置を指定するオフセットの x軸方向と y軸方向の距離を表す数値で
す。
units は、指定するオフセットの距離の単位を示す文字列です。

戻り値
オブジェクト

説明
OffsetXY() 関数は、X 軸方向に xoffset で指定された距離、Y 軸方向に yoffset で指定された距離
だけオフセットされた位置に、入力オブジェクトのコピーである新しいオブジェクトを生成しま
す。units は、距離の値の単位を表す文字列です。これは、ObjectLen() 関数や Perimeter() 関数
での使用方法と同じです。距離計算の種類は、座標系が一般座標以外の場合は球面計算になりま
す。一般座標系の場合は、自動的にデカルト計算法が使用されます。使用される座標系は、入力オ
ブジェクトの座標系です。
球面距離計算が行われる場合には、平面距離計算の場合とは異なるいくつかの点に注意する必要が
あります。緯度/経度で表されているオブジェクトを移動した場合、オブジェクトの形は移動後も
同じですが、オブジェクトの面積は変化します。その理由は、オフセットの差分の 1 つが角度で
指定されることにあります。任意の角度に対応する実際の距離は位置によって異なり、一定ではあ
りません。
オフセット関数では、オブジェクトの何らかの固定点 (たとえば外接長方形の中心) を基準として
実際のオフセットの差分が計算された後、その値に対して入力単位から座標系単位への変換が行わ
れます。座標系が緯度/経度の場合、角度への変換には固定点が使用されます。実際に変換された
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距離の値は、オブジェクト上の位置によって異なります。入力オブジェクトと新しいオフセット
オブジェクトの間の距離の正確性が保証されるのは、変換に使用される単一の固定点においてのみ
です。

例

OffsetXY(Rect, 92, -22, "mi")

関連項目

Offset() 関数

OnError 文

目的
エラー処理ルーチン (エラー ハンドラ) を有効にします。

構文

OnError Goto{ label | 0 }

label は、同じプロシージャまたは関数内のラベルを表す文字列です。

制限事項
MapBasic ウィンドウから OnError 文を発行することはできません。

説明
OnError 文は、エラー処理ルーチンを有効にするか、またはすでに有効化されているエラー処理
ルーチンを無効にします(エラー処理ルーチンは、エラー発生時に実行される文のグループです)。
Basic プログラマの方は、MapBasic 構文では OnError が 1 単語である (On の後にスペースを入
れない) ことに注意してください。
OnError Goto label 文は、エラー処理ルーチンを有効にします。このような OnError 文に続く処
理でアプリケーションがエラーを生成した場合、MapBasic は指定された label 行へジャンプしま
す。label に続く文は、通常、エラー状態の回復、エラー状態に関するユーザへの警告、またはそ
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の両方を実行します。エラー処理ルーチン内でプログラムの実行を再開するには、Resume 文を
使用します。
エラー処理文をプログラムに挿入した場合は、フロー制御文 (Exit Sub文、End Program文など)
をエラー ハンドラのラベルの直前に記述することが必要な場合があります。これによって、プロ
グラムが誤ってエラー処理文を "実行" することを防止できます。このようなフロー制御文を記述
しても、エラー発生時のエラー ハンドラの呼び出しが妨げられることはありません。下記の例を
参照してください。
OnError Goto 0 文は、現在のエラー処理ルーチンを無効にします。エラー処理ルーチンの無効時
にエラーが発生すると、MapBasic はエラー ダイアログ ボックスを表示し、アプリケーションの
実行を停止します。
各エラー ハンドラは、特定の関数またはプロシージャにローカルに適用されます。したがって、
サブプロシージャでは、次のような文を記述することによって独自のエラー ハンドラを定義でき
ます。

OnError Goto recover

(同じプロシージャ内に "recover" というラベルがあると仮定しています。)この OnError文を実行
した後に、プロシージャが Call文を実行して他のサブプロシージャを呼び出した場合、"recover"
エラー ハンドラの処理は、プログラムが Call から戻るまで中断されます。これは各ラベル (たと
えば "recover")が、特定のプロシージャまたは関数にローカルに適用されるからです。このため、
各関数および各サブプロシージャはそれぞれ独自にエラー処理ルーチンを持つことができます。

注 : エラー処理ルーチン内でエラーが発生した場合、MapBasicプログラムの実行は停止さ
れます。

例

OnError GoTo no_states
Open Table "states"

OnError GoTo no_cities
Open Table "cities"

Map From cities, states
after_mapfrom:
OnError GoTo 0
'
' ...
'
End Program

no_states:
Note "Could not open table States... no Map used."

707MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



Resume after_mapfrom

no_cities:
Note "City data not available..."
Map From states
Resume after_mapfrom

関連項目

Err() 関数、Error 文、Error$() 関数、Resume 文

Open Connection 文

目的
MapMarker、Envinsa、または Precisely Global Geocoder サーバによって提供される外部のジオ
コードサービスまたは Isogram (等値線)サービスへの接続を作成します。この文は、MapInfo Pro
の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Open Connection
Service { Geocode [ MapMarker | Envinsa ] | Isogram }
ServiceName servicename_string
URL URLstring
[ User name_string [ Password pwd_string ] ]
[ Interactive [ On | Off ] ]
into variable var_name

servicename_string は、有効なジオコード サービスを表す文字列です。現時点では、"Global
Geocoder" と "Precisely Global Geocoder" がサポートされています。
URLStringは、有効なURLを表す文字列です。URLStringには、ルーティングサービス (Isogram
を指定する場合) またはジオコード サービス (Geocode を指定する場合) の有効な URL を指定す
る必要があります。
name_string は、Envinsa または MapMarker のユーザ名を表す文字列です。
pwd_string は、user_name に対応するパスワードを表す文字列です。
var_name は、返された接続番号を保持する変数を表す文字列です。
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説明
OpenConnection文は、Geocodeサービスまたは Isogramサービスに対する接続を作成します。
この文では、接続を確立するサービスとプロバイダを指定する必要があります。Isogramサービス
は Envinsaでのみ提供されるため、プロバイダは指定できません。サービスとしてGeocodeを指
定して、サービス プロバイダが指定されなかった場合、Envinsa が指定されたものと見なされま
す。
User と Password の各キーワードは、Envinsa サービスと Global Geocoder サービスを使用す
る場合のみ必要です。
Into variableキーワードは省略できません。var_nameは、返された接続番号を保持する変数であ
り、他の文 (Set Connection Geocode 文、Geocode 文、Set CoordSys 文、Create Object
Isogram 文など) に渡されます。
Interactiveでは、認証用に渡された資格情報が不十分であった場合に、ユーザ名/パスワードに関
するダイアログ ボックスを表示するかどうかを指定します。Interactive を Off に設定した場合、
認証に失敗してもダイアログ ボックスは表示されず、コマンドは失敗します。Interactive を On
に設定した場合、認証に失敗するとダイアログ ボックスが表示されます。
デフォルトでは、Interactive Off に設定されます。つまり、Interactive キーワードは省略できま
す。省略した場合は、Interactive Off を指定したものと見なされます。ただし、Interactive のみ
を記述した場合は、Interactive On を指定したものと見なされます。

例
注 : 以下の例で、キーワードMapMarkerが省略されている場合は、Envinsaが指定された
ものと見なされます。

以下は、Interactive を指定せずにジオコード接続を開く例です。Interactive はデフォルトで Off
に設定されます。

Open Connection Into Variable CnctNum Service Geocode URL
"http://EnvinsaServices/LocationUtility/services/LocationUtility"

以下は、ジオコード接続を開き、Interactive を On に設定する例です。

Open Connection Into Variable CnctNum Service Geocode URL
"http://EnvinsaServices/LocationUtility/services/LocationUtility"
Interactive On

以下は、認証が要求されるサーバとのジオコード接続を開く例です。

dim baseURLVariable as String
baseURLVariable = "http://EnvinsaServices/"
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Open Connection Service Geocode URL baseURLVariable +
"LocationUtility/services/LocationUtility" User "geocodeuser" Password
"GeoMe" Into Variable CnctNum

以下は、認証が要求されるサーバとの Isogram 接続を開く例です。

dim baseURLVariable as String
baseURLVariable = "http://EnvinsaServices/"
Open Connection Service IsoGram URL baseURLVariable +
"Route/services/Route" User "isogramuser" Password "ISOMe" Into Variable

CnctNum

関連項目

Close Connection 文、Set Connection Geocode 文、Set Connection Isogram 文

Open File 文

目的
入出力のためにファイルを開きます。

構文

Open File filespec
[ For { Input | Output | Append | Random | Binary } ]
[ Access { Read | Write | Read Write } ]
As [ # ] filenum
[ Len = recordlength ]
[ ByteOrder { LOWHIGH | HIGHLOW } ]
[ CharSet char_set ]

filespec は、開くファイルの名前を表す文字列です。
filenumは、開いたファイルに割り当てる整数値です。この番号は以後の操作(Get文、Put文など)
で使用します。
recordlength は、レコードあたりの文字数 (使用する行末マーカを含む) を表します。この値はラ
ンダム アクセスにのみに適用されます。
char_set は文字セットの名前です。文字セットの詳細については、「CharSet 句」を参照してく
ださい。
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制限事項
MapBasic ウィンドウから Open File 文を発行することはできません。

説明
Open File 文はファイルを開き、MapBasic がファイル内の情報の読み取りやファイルへの書き込
みを実行できるようにします。
MapBasic では、ファイルとテーブルの間に重要な区別があります。MapBasic には、テーブルを
使用するための文 (Open Table 文、Fetch 文、Select 文など) と、その他のファイル全般を使用
するための文 (Open File、Get 文、Put 文、Input # 文、Print # 文など)が別々に用意されていま
す。
For 句では、実行するファイル入出力のタイプ (シーケンシャル、ランダム、またはバイナリ) を
指定します。それぞれの入出力タイプについては以下で詳しく説明します。For句を省略すると、
ファイルは Random (ランダム) モードで開かれます。

シーケンシャル ファイル入出力
読み取るテキスト ファイルの情報が可変長の場合 (たとえば、ある行の長さが 55 文字で、次の行
が 72文字の場合)は、シーケンシャル モード (Input、Output、または Appendのいずれか)を指
定してください。
For Input 句を指定した場合は、Input # 文および Line Input # 文を発行してファイルの読み取り
を実行できます。
For Input 句、または For Append 句を指定した場合は、Print # 文および Write # 文を発行して
ファイルへの書き込みを実行できます。
For Inputを指定した場合、Access句では Readしか指定できません。一方、For Outputを指定
した場合は、Access 句では Write しか指定できません。
いずれかのシーケンシャル モードでファイルを開く場合には、Len 句を指定しないでください。

ランダム ファイル入出力
読み取るテキストファイルの情報が固定長の場合 (たとえば、すべての行の長さが 80文字の場合)
は、For Random 句を指定することにより、Random モードでファイルにアクセスできます。
Randomモードでファイルを開く場合は、Len= recordlength句でレコード長を指定する必要があ
ります。recordlength には、復帰改行シーケンスなどの行末指示子を含めた値を指定してくださ
い。
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Randomモードを使用する場合は、Access句を使用して、ファイルの読み取り (Read)とファイ
ルへの書き込み (Write) のどちらを行うか、または両方 (Read Write) を行うかを指定することが
できます。Random モードでファイルを開いた後は、Get 文および Put 文を使用して、ファイル
の読み取りとファイルへの書き込みを実行できます。

バイナリ ファイル入出力
Binaryを指定してバイナリ モードでアクセスを行うと、ファイルの書き込み時には MapBasic変
数がバイナリ値に変換され、読み取り時にはバイナリ値が MapBasic 変数に変換されます。数値
データをバイナリ ファイルに格納すると、テキスト ファイルに格納した場合よりもコンパクトに
なります。ただし、バイナリ ファイルはテキスト ファイルと違って表示や印刷を直接行うことは
できません。
ファイルをバイナリ モードで開くには、For Binary 句を指定します。
バイナリモード (Binary)を使用する場合は、Access句を使用して、ファイルの読み取り (Read)
とファイルへの書き込み (Write) のどちらを行うか、または両方 (Read Write) を行うかを指定す
ることができます。バイナリ モードでファイルを開いた後は、Get 文および Put 文を使用して、
ファイルの読み取りとファイルへの書き込みを実行できます。
バイナリ モードでファイルを開くときは、Len 句や CharSet 句を指定しないでください。

ファイルの解釈方法の制御
CharSet句は、文字セットを指定します。char_setパラメータには、"WindowsLatin1"などの文字
列定数を指定する必要があります。CharSet句を省略すると、実行時に使用しているハードウェア
プラットフォームのデフォルトの文字セットが使用されます。CharSet 句が適用されるのは、
Input、Output、またはRandomモードで開かれたファイルだけです。詳細については、「CharSet
句」を参照してください。
Random または Binary アクセスでファイルを開く場合は、ByteOrder 句により、ファイルに数
値を格納する順序を指定できます。
アプリケーションが稼働するハードウェア プラットフォームが 1 つだけの場合は、バイト順序を
考慮する必要はありません。MapBasicは、プラットフォームに "固有の"バイト順序体系をそのま
ま使用します。複数のハードウェア プラットフォーム上で使用する必要があるバイナリ ファイル
の読み書きを行うときは、ByteOrder 句の指定が必要になる場合があります。

例

Open File "cxdata.txt" For INPUT As #1
Open File "cydata.txt" For RANDOM As #2 Len=42
Open File "czdata.bin" For BINARY As #3
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関連項目

Close File 文、EOF( ) 関数、Get 文、Input # 文、Open Table 文、Print # 文、Put 文、Write #
文、CharSet 句

Open Table 文

目的
入出力のために MapInfo Pro テーブルを開きます。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィン
ドウから発行できます。

構文

Open Table filename [ As tablename ]
[ Hide ] [ ReadOnly ] [ Interactive ] [ Password pwd ]
[ NoIndex ] [ MRU ] [ View Automatic ] [ DenyWrite ]
[ VMGrid | VMRaster | VMDefault ]

filename は、どの MapInfo テーブルを開くかを指定する文字列です。
tablename は、テーブルの識別に使用する "別名" を表す文字列です。
pwd は、データベース レベルのパスワードを表す文字列です。データベースがパスワードで保護
されている場合に指定します。パスワードが適用されるのは Access テーブルのみです。
VMGrid を指定した場合、VM GRD ファイルを開くと、このファイルが常にグリッド レイヤとし
て扱われます。
VMRaster を指定した場合、VM GRD ファイルを開くと、このファイルが常にラスタ レイヤとし
て扱われます。
VMDefault を指定した場合、GRD は RasterStyle 6 1 タグが TAB ファイルに存在するかどうかに
応じて、ラスタまたはグリッドとして扱われます。
MRUは、オプションのトークンです。指定されている場合は、正しく開かれたテーブルの名前を
MRU リストに追加します。

説明
Open Table 文は、既存のテーブルを開くために使用します。エンド ユーザが [開く] コマンドを
選択し、開く対象としてテーブルを指定した場合と同様の操作が実行されます。MapInfo Pro で
テーブルに対して何らかの処理を行う場合は、その前に必ずテーブルを開く必要があります。
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注 : 開くファイルの名前 (filespecパラメータで指定)は、既存テーブルのファイル名である
必要があります。新規にテーブルを作成するには、Create Table 文を使用します。また、
Open Table文の対象として指定できるテーブルはMapInfoテーブルのみです。他の形式の
ファイルを使用する場合は、Register Table 文および Open File 文を使用してください。

Open Table文で As句を指定した場合、MapInfo Proは、実際のテーブル名ではなく、tablename
パラメータで指定された別名でテーブルを開きます。これは、ユーザが [テーブルを閉じる] コマ
ンドを選択したときなどに表示されるリストでのテーブル名の表示にも影響します。さらに、Open
Table 文でテーブルの別名を指定した場合、MapBasic でのそれ以後のテーブル操作 (たとえば
CloseTable文)では、本来のテーブル名でなく、この別名でテーブルを参照する必要があります。
テーブルの別名が有効なのは、テーブルが閉じられるまでの間だけです。テーブルを別名で開いて
も、テーブルの名前が永続的に変更されるわけではありません。
Open Table 文で Hide 句を指定した場合、そのテーブルは、現在開かれているテーブルのリスト
を表示するダイアログ ボックス (例えば、[閉じる] ダイアログ ボックス) には一切表示されませ
ん。Hide 句は、ユーザに見せるべきでないテーブルを開く必要がある場合に使用します。Open
Table文でReadOnly句を指定した場合、ユーザがそのテーブルを編集することは禁止されます。
オプションの Interactiveキーワードを使用すると、指定されたパスにテーブルが見つからない場
合に、ユーザに対してテーブルの場所の指定を求めるダイアログ ボックスが表示されます。
Interactiveキーワードは、ユーザのファイルの場所が未知である場合に便利です。Open Table文
でNoIndexキーワードを指定すると、MSAccessテーブルを開く場合のMapInfoインデックスの
再構築が行われなくなります。
View Automatic 句を Open Table 文のオプションとして指定すると、HotLink オブジェクトに関
連付けられた MapInfo テーブル、ワークスペースまたはアプリケーション ファイルを現在実行中
のMapInfoProインスタンス内で起動することができます。実行中のインスタンスが存在しない場
合は、新しいインスタンスが起動されます。ViewAutomatic句を指定した場合、MapInfoProは、
開いたテーブルを既存のマップに追加するか、あるいは新しいマップ ウィンドウまたはブラウザ
ウィンドウを開きます。このオプションは、HotLink 機能を使用する場合には特に便利です。
DenyWrite句はMS Accessテーブルに対してのみ指定可能なオプションです。この句を指定した
場合、他のユーザはそのテーブルを編集することができません。すでに他のユーザがそのテーブル
に対して読み取りと書き込みが可能なモードでアクセスを行っている場合、DenyWrite句を指定し
た Open Table コマンドは失敗します。

同じ名前の 2 つのテーブルを開く場合
MapInfo Pro では、同名の 2 つのテーブルを同時に開くことができます。その場合、MapInfo Pro
は、矛盾を避ける目的で後から開くテーブルに別の名前を付けます。OpenTable文で Interactive
キーワードが指定されている場合は、ダイアログ ボックスが表示され、テーブルを区別するため
の別の名前をユーザが指定できます。Interactiveキーワードが指定されていない場合は、MapBasic
が特別なテーブル名を自動的に割り当てます。\
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たとえば、ユーザが "Sites" という名前のテーブルのファイルを 2 つ持っていて、1 つのファイル
は 2006というディレクトリに、もう 1つの新しい方のコピーは別のディレクトリに格納されてい
るとします (たとえば、"C:\2006\SITES.TAB" と、"C:\2005\SITES.TAB" の 2 ファイル)。
ユーザ (またはアプリケーション)が 1つ目の Sitesテーブルを開く操作を行うと、MapInfo Proは
そのテーブルの本来の名前 ("Sites") でテーブルを開きます。その後、アプリケーションが 2 つ目
の Sites テーブルを開くために Open Table 文を発行した場合、MapInfo Pro は自動的に、最初の
テーブルと区別するための別の名前 (たとえば、"Sites_2")を付けて2つ目のテーブルを開きます。
ただし、Open Table 文で Interactive 句が指定されている場合は、テーブル名を指定するための
ダイアログ ボックスが表示されるので、テーブルを区別するための別の名前をユーザが選択でき
ます。
したがって、Open Table 文で Interactive キーワードが指定されるかどうかに関係なく、同名の
テーブルを本来とは異なる名前で開くことになります。Open Table 文に続いて TableInfo(0,

TAB_INFO_NAME) 関数呼び出しを実行すると、MapInfo Pro がテーブルを開くのに使用した名前
を確認できます。

すでに開いているテーブルを開く操作
テーブルがすでに開いている状況で Open Table As 文を使用して、同じテーブルを別の名前で開
こうとすると、MapBasicはエラーコードを生成します。1つのテーブルに異なる 2つの名前を付
けて同時に開くことはできません。
ただし、テーブルがすでに開いている状況で Open Table 文を使用して、別名を指定せずに同じ
テーブルを開こうとした場合は、MapBasicはエラーコードを生成しません。この場合、すでに開
いているテーブルの状態は変化せず、現在の名前がそのまま保持されます。

例
次の最初の例では、STATES.TAB テーブルを開いてマップ ウィンドウに表示します。この例で
は、Open Table 文で As 句を使用してテーブルを別名 (USA) で開いているので、マップ ウィン
ドウのタイトル バーの表示は "States Map" ではなく、"USA Map" になります。

Open Table "States" As USA
Map From USA

次の例では、Open Table 文の直後で TableInfo() 関数の呼び出しを実行しています。すでに同名
(States)の別のテーブルが開いているというまれな状況で下記のプログラムを実行すると、MapBasic
は特別な別名 (たとえば、"STATES_2") を付けて "C:STATES.TAB" を開きます。その場合、呼び
出された TableInfo()関数 は、"C:STATES.TAB"テーブルが開かれたときに付けられた別名を返し
ます。

Include "MAPBASIC.DEF"
Dim s_tab As String
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Open Table "C:states"
s_tab = TableInfo(0, TAB_INFO_NAME)
Browse * From s_tab
Map From s_tab

関連項目

Close Table 文、Create Table 文、Delete 文、Fetch 文、Insert 文、TableInfo( ) 関数、Update
文

Open Window 文

目的
ウィンドウを開くか表示します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行でき
ます。

構文

Open Window window_name

window_name は、ウィンドウ名 (ルーラーなど) またはウィンドウ コード (WIN_RULER など) を
表す文字列です。これらのコードは、MAPBASIC.DEF に定義されています。

説明
Open Window 文は、MapInfo Pro のウィンドウを表示します。たとえば、次の文は、ユーザが
[ホーム] タブのグループから [統計] を選択した場合と同様に統計ウィンドウを表示します。

Open Window Statistics

次の表に window_name として使用可能な値を示します。

ウィンドウの説明値

ヘルプ ウィンドウ (WIN_HELP)ヘルプ

情報ツール ウィンドウ (WIN_INFO)情報
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ウィンドウの説明値

[レイヤ管理]ウィンドウ (WIN_LAYER_CONTROL)。統合マッピング アプリケーション
では、これはモーダル バージョンを表します。

LayerControl

主題図凡例ウィンドウ (WIN_LEGEND)凡例

MapBasic ウィンドウ (WIN_MAPBASIC)MapBasic

Print 文で使用するメッセージ ウィンドウ (WIN_MESSAGE)メッセージ

[指定した位置へジャンプ] ウィンドウ (WIN_MOVE_MAP_TO)。MoveMapTo

ルーラー ツール ウィンドウ (WIN_RULER)ルーラー

統計ウィンドウ (WIN_STATISTICS)統計

[テーブル リスト] ウィンドウ (WIN_TABLE_LIST)。統合マッピング アプリケーション
では、これはモーダル バージョンを表します。

TableList

注 : [テーブル リスト]、[レイヤの管理]、および [指定した位置へジャンプ]の各ウィンドウ
のウィンドウ IDは、SetWindow文、WindowInfo()関数、およびWindowID()関数では無
視されます。

Open Window 文では、ドキュメント ウィンドウ (マップ、ブラウザ、グラフ、レイアウト) を開
くことはできません。各種のドキュメント ウィンドウを開くには、各ウィンドウ専用の文を個別
に使用します (「Map 文」、「Browse 文」、「Layout 文」、および「Create Redistricter 文」
を参照してください)。
関連項目

Close Window 文、Print 文、Set Window 文
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Overlap() 関数

目的
2 つのオブジェクトの地理的交差部分を表すオブジェクトを返します。結果として、MapInfo Pro
の [オーバーラップ外消去] コマンドを実行した場合と同様のオブジェクトが生成されます。 この
関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

Overlap( object1, object2 )

object1 はオブジェクトです。ポイントやテキスト オブジェクトは指定できません。
object2 はオブジェクトです。ポイントやテキスト オブジェクトは指定できません。

戻り値
object1 と object2 の地理的交差部分のオブジェクトを返します。

説明
Overlap()関数は、2つのオブジェクトの地理的交差 (両方のオブジェクトに含まれる領域)を計算
して、その交差を表すオブジェクトを返します。
MapBasicは object1パラメータの元のスタイル (色など)をすべて保持し、必要であれば、現在の
描画スタイルを適用します。
パラメータの 1つがラインオブジェクト (折れ線など)でもう 1つが閉じたオブジェクト (リージョ
ンなど) である場合、Overlap() は、ライン オブジェクトの一部 (閉じたオブジェクトの領域内に
含まれている部分) を返します。
関連項目

AreaOverlap() 関数、Erase() 関数、IntersectNodes() 関数、OverlayNodes() 関数、Objects
Intersect 文
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OverlayNodes() 関数

目的
既存のオブジェクトにノードを追加したオブジェクトを返します。新たに追加されるノードは、2
番目に指定されたオブジェクトとの交差点のノードです。この関数は、MapInfo ProのMapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

OverlayNodes( input_object, overlay_object )

input_objectは、出力オブジェクトの元になる既存のオブジェクトです。このオブジェクトのノー
ドはすべて出力オブジェクトに含まれます。ポイントやテキストオブジェクトは指定できません。
overlay_object は、input_object との交差を調べる対象のオブジェクトです。ポイントやテキスト
オブジェクトは指定できません。

戻り値
リージョン オブジェクトまたは折れ線オブジェクト。

説明
OverlayNodes() 関数は、input_object の全ノードを含むオブジェクトに、input_object が
overlay_object と交差するすべての位置のノードを加えたオブジェクトを返します。
input_object が閉じたオブジェクト (リージョン、長方形、面取り長方形、または楕円) である場
合、OverlayNodes()はリージョンオブジェクトを返します。input_objectがラインオブジェクト
(ライン、折れ線、または弧) である場合、OverlayNodes() は折れ線を返します。
返されるオブジェクトでは、input_object の元のスタイル (色など) がすべて保持されます。
OverlayNodes() 関数が input_object にノードを追加したかどうかを調べるには、ObjectInfo() 関
数を使用してノードの数 (OBJ_INFO_NPNTS)を確認します。2つのオブジェクトが交差している
場合でも、交差点のノードが input_objectにすでに含まれている場合には、OverlayNodes()関数
はノードの追加を行いません。
関連項目

IntersectNodes() 関数、Objects Overlay 文
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Pack Table 文

目的
MapInfo Pro の [テーブルの圧縮] コマンド ([テーブル] タブで [テーブル] をクリック) に相当する
機能を提供します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Pack Table table { Graphic | Data | Graphic Data } [ Interactive ]

table は、未保存の変更が含まれていないオープン済みテーブルの名前を示す文字列です。

説明
テーブルのデータを圧縮するには、オプションのDataキーワードを指定します。テーブルのデー
タの圧縮を実行すると、MapInfoProは "削除済み"フラグが付いている行を物理的にすべて削除し
ます。
テーブルの図形オブジェクトを圧縮するには、オプションの Graphic キーワードを指定します。
図形オブジェクトの圧縮を実行すると、そのマップ ファイルから空き領域が削除されて、テーブ
ルの大きさが縮小されます。ただし、テーブルの図形オブジェクトを圧縮すると、編集操作が遅く
なることがあります。
Pack Table 文では Graphic キーワードと Data キーワードを同時に両方指定することができま
す。また、これらのキーワードのいずれか 1 つは必ず指定する必要があります。
Pack Table 文を使用するとマップ ウィンドウからマップ レイヤが削除される場合があるので、
主題図やシステム オブジェクトが失われる可能性があります。
Interactiveキーワードを指定すると、圧縮処理によって主題図やシステム オブジェクトが失われ
る場合には、その実行前に、ユーザに対してその主題図やシステムオブジェクトの保存を促すメッ
セージが表示されるようになります。この文では、リンクテーブルを圧縮することはできません。
また、編集後、その結果が保存されていないテーブルを圧縮することもできません。編集結果を保
存するには、Commit Table 文を使用してください。

注 : テーブルを圧縮すると、ワークスペースに格納されているカスタム ラベルが無効にな
る場合があります。実際にカスタムラベルを作成してワークスペースに保存したとします。
この場合、テーブルから行を削除してテーブルを圧縮すると、ワークスペースの次の読み込
み時に不正なラベルが生じる可能性があります(ワークスペース内では、カスタム ラベルは
行の ID番号と共に保存されます。テーブルを圧縮するとテーブル行の ID番号が変化するの
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で、ワークスペースに保存されているカスタムラベルが無効となる可能性があります)。テー
ブルを圧縮してもカスタムラベルが無効にならないのは、テーブルの終端部の行 (ブラウザ
ウィンドウの最下部に表示される行) を削除した場合だけです。

Access テーブルの圧縮
Pack Table 文では、元の Microsoft Access テーブルのコピーが保存されますが、MapInfo Pro で
サポートされていないフィールドはコピーされません。Microsoft Access テーブルに MEMO、
OLE、または LONG BINARY 型のフィールドが含まれている場合、これらのフィールドは圧縮処
理によって失われます。

例

Pack Table parcels Data

関連項目

Open Table 文

PathToDirectory$() 関数

目的
指定されたファイルのディレクトリだけを返します。この関数は、MapInfo ProのMapBasicウィ
ンドウから呼び出すことができます。

構文

PathToDirectory$( filespec )

filespec は、ファイルの完全パスを表す文字列式です。

戻り値
String
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説明
PathToDirectory$() 関数は、ファイルの完全パスを表す文字列の "ディレクトリ" 部分のみを返し
ます。
ファイルの完全パスにはディレクトリとファイル名が含まれます。C:\MAPINFO\DATA\WORLD.TAB

というファイル パスには、"C:\MAPINFO\DATA\" というディレクトリが含まれます。

例

Dim s_filespec, s_filedir As String
s_filespec = "C:\MAPINFO\DATA\STATES.TAB"
s_filedir = PathToDirectory$(s_filespec)

' s_filedir now contains the string "C:\MAPINFO\DATA\"

関連項目

PathToFileName( ) 関数、PathToTableName( ) 関数

PathToFileName$() 関数

目的
指定されたファイルのファイル名だけを返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィ
ンドウから呼び出すことができます。

構文

PathToFileName$( filespec )

filespec は、ファイルの完全パスを表す文字列式です。

戻り値
String

説明
PathToFileName$() 関数は、ファイルの完全パスを表す文字列の "ファイル名" 部分のみを返しま
す。
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ファイルの完全パスにはディレクトリとファイル名が含まれます。PathToFileName$() 関数は、
ファイルに拡張子がある場合はそれを含めたファイル名を返します。
C:\MAPINFO\DATA\WORLD.TABというファイル パスには、"C:\MAPINFO\DATA\" というディレ
クトリと、"WORLD.TAB" というファイル名が含まれます。

例

Dim s_filespec, s_filename As String
s_filespec = "C:\MAPINFO\DATA\STATES.TAB"
s_filename = PathToFileName$(s_filespec)

' filename now contains the string "STATES.TAB"

関連項目

PathToDirectory( ) 関数、PathToTableName( ) 関数

PathToTableName$() 関数

目的
ファイルを指定する完全パス (たとえば "C:\MapInfo\Data\2013Data.tab")に基づいて、テーブルの
別名 (たとえば "_1995_Data")を表す文字列を返します。 この関数は、MapInfo Proの MapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

PathToTableName$( filespec )

filespec は、ファイルの完全パスを表す文字列式です。

戻り値
文字列 (最長 31 文字)

説明
この関数は、テーブルの .TABファイルを示す完全なファイル名に基づいて、そのテーブルの別名
を表す文字列を返します。この別名は、MapInfo Proのユーザインターフェイス (ブラウザウィン
ドウのタイトル バーなど) にテーブル名として表示される名前です。
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MapInfoProは、パスの文字列の先頭からディレクトリパスの部分を削除し、さらに文字列の終端
の ".Tab"を削除する方法でファイル名をテーブルの別名に変換します。特殊文字 (スペースや句読
点など) は全て下線文字 (_) に置換されます。テーブル名が数字で始まっている場合は、別名の先
頭に下線文字が挿入されます (これによって文字数が 1 つ増えるため、テーブル名が 30 文字の場
合、下線文字を追加すると長さは 31文字になります)。生成された文字列の長さが 31文字を超え
る場合は、32 文字目から文字列の終端までの文字が削除されます。長さが 31 文字を超える別名
を作成することはできません。
テーブルはデフォルトの別名とは異なる別名で開かれる場合があるので注意が必要です。たとえ
ば、次の Open Table 文は、As 句の指定により、World テーブルを "Earth" という別名で開きま
す。

Open Table "C:\MapInfo\Data\World.tab" As Earth

さらに、ディレクトリ位置が異なる同名の 2 つのテーブルをユーザが開いた場合、MapInfo Pro
は、両方のテーブルを同時に開けるように、第 2 のテーブルに別名を割り当てます。このどちら
の場合にも、PathToTableName$() 関数が返す "デフォルトの別名" は、現在開いているテーブル
で使用されている別名と一致しない可能性があります。実際に開かれているテーブルの現在の別名
を確認するには、TAB_INFO_NAMEコードを指定して TableInfo() 関数を呼び出します。

例

Dim s_filespec, s_tablename As String
s_filespec = "C:\MAPINFO\DATA\STATES.TAB"
s_tablename = PathToTableName$(s_filespec)
' s_tablename now contains the string "STATES"

関連項目

PathToDirectory$() 関数、PathToFileName$() 関数、TableInfo() 関数

Pen 句

目的
図形オブジェクトのライン スタイルを指定します。この句は、MapInfo Pro の MapBasic ウィン
ドウから使用できます。
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構文

Pen pen_expr

pen_expr は ペン式です (たとえば、MakePen( width, pattern, color) など)。

説明
Pen句はラインスタイル (すなわち、ラインまたは折れ線オブジェクトの外観を示す幅、パターン
および色の一組の設定) を指定します。
Pen句は完全なMapBasic文ではありません。Pen句は、Create Line文など、オブジェクト関連
のさまざまな文の中でオブジェクトのラインスタイルを指定するために使用します。Penキーワー
ドに続けて、Pen 値に評価される式を指定します。この式には、次のような Pen 変数を指定でき
ます。

Pen pen_var

または、次のようなペン値を返す関数 (たとえば、CurrentPen() 関数や MakePen() 関数) の呼び
出しを指定できます。

Pen MakePen(1, 2, BLUE)

パターン値に 128 を追加すると、交差ライン スタイルを作成できます。次の例では、パターン
101 を使って交差スタイル (101+128=229) で 2 ピクセルの青緑色のラインが描画されます。

Pen MakePen(2, 229, CYAN)

一部の MapBasic文 (たとえば、Set Map 文)では、次のように、Penキーワードの直後にペン ス
タイルを定義する 3 つのパラメータ (幅、パターン、色) をかっこで囲んで指定することができま
す。

Pen(1, 2, BLUE)

また、一部の MapBasic文では、完全な Pen句 (Penキーワードとそれに続くペン変数名)を指定
するのではなく、Pen 式として 1 つのパラメータ (たとえばペン変数の名前) だけを指定する必要
があります。Alter Object 文はその一例です。
次の表は、ペンを定義する要素をまとめたものです。
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説明構成要素

ラインの (ピクセル単位の)太さを表わす整数値。通常は 1から 7の範囲で指定します。
不可視のライン スタイルを作成するには、幅の値として 0、パターン値として 1 を指定
してください。
ポイントを使って幅を指定するには、PointsToPenWidth() 関数を使ってポイント サイ
ズからペン幅を計算します。この計算では、ポイント サイズに 10 を乗じ、その結果に
10 を加えるので、ペン幅は常に 10 より大きくなります。

幅

1 から 118 までの整数値。各値が表す具体的なパターンについては、次の表を参照して
ください。パターン 1 は不可視です。
交差ラインスタイルを指定するには、パターンに 128を加算します。ただし、交差ライ
ン スタイルにしてもメリットのないパターンもあります。

パターン

整数 RGB カラー値。「RGB() 関数」を参照してください。色

利用可能なペン パターンを次の図に示します。
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例

Include "MAPBASIC.DEF"
Dim cable As Object
Create Line
Into Variable cable
(73.5, 42.6) (73.67, 42.9)
Pen MakePen(1, 2, BLACK)

マップ内のレイヤにレイヤ スタイルの上書きとしてライン スタイルを適用します。ペン幅 = 5 ポ
イント、スタイル選択でのライン スタイル B17、ペン パターン = 66。

Set Map Window <windowid>
Layer 1 Display Global
Global Line (60,194,16711680)
' Interleave: 194 = 66 + 128
Set Map Window 234499920
Layer 1 Display Global
Global Line MakePen(PointsToPenWidth(5),66,16711680)
' 5 point line, non-interleaved

関連項目

Alter Object 文、CreateLine() 関数、Create Pline 文、CurrentPen() 関数、IsPenWidthPixels()
関数、MakePen() 関数、PointsToPenWidth() 関数、PenWidthToPoints() 関数、RGB() 関数、
Set Style 文

PenWidthToPoints() 関数

目的
ペン幅に相当するポイント サイズを返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンド
ウから呼び出すことができます。

構文

PenWidthToPoints( penwidth )

penwidth は、ペン幅を示す 10 より大きい整数です。

戻り値
浮動小数
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説明
PenWidthToPoints() 関数は、指定したペン幅に相当するポイント サイズを返します。任意のラ
イン スタイルのペン幅を取得するには、StyleAttr() 関数を使用します。StyleAttr() 関数が返すペ
ン幅の単位は、ポイントの場合とピクセルの場合があります。10 未満のペン幅はピクセルで表さ
れます。10 以上のペン幅はポイント数で表されます。PenWidthToPoints() が値を返すのは、ポ
イントで表されるペン幅を指定した場合のみです。ペン幅がピクセルとポイントのどちらで表され
ているかを確認するには、IsPenWidthPixels() 関数を使用してください。

例

Include "MAPBASIC.DEF"
Dim CurPen As Pen
Dim Width As Integer
Dim PointSize As Float
CurPen = CurrentPen()
Width = StyleAttr(CurPen, PEN_WIDTH)
If Not IsPenWidthPixels(Width) Then
PointSize = PenWidthToPoints(Width)
End If

関連項目

CurrentPen() 関数、IsPenWidthPixels() 関数、MakePen() 関数、Pen 句、PointsToPenWidth()
関数、StyleAttr() 関数

Perimeter() 関数

目的
図形オブジェクトの周囲長を戻します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから
呼び出すことができます。

構文

Perimeter( obj_expr, unit_name )

obj_expr はオブジェクト式です。
unit_name は、距離単位の名前を表す文字列です (たとえば "km" など)。
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戻り値
浮動小数

説明
Perimeter() 関数は、obj_expr オブジェクトの周囲長を計算します。Perimeter() 関数の対象とし
て指定できるオブジェクト タイプは、楕円、長方形、面取り長方形、およびポリゴンです。その
他のオブジェクトでは、周囲長はゼロと見なされます。
Perimeter() 関数は、unit_name パラメータで指定した単位で長さを返します。たとえば、マイル
単位で長さを取得するには、unit_name パラメータとして "mi" を指定します。使用可能な単位の
詳細については、「Set Distance Units 文」を参照してください。
Perimeter() 関数を面取り長方形に対して使用した場合は、概数値が返されます。MapBasic は面
取り長方形を通常の長方形であると見なして、その周囲長を計算します。ほとんどの場合、MapInfo
Proは平面計算または球面計算を行います。通常、座標系が一般座標系でない場合は球面計算を行
い、一般座標系の場合はデカルト計算を行います。

例
次の例は、Perimeter()関数を使用して特定の地理的オブジェクトの周囲長を取得する方法を示し
ています。

Dim perim As Float
Open Table "world"
Fetch First From world
perim = Perimeter(world.obj, "km")

perim変数には、Worldテーブルの最初のレコードに関連付けられたポリゴンの周囲長が含まれて
います。
Perimeter() 関数は、次の例のように Select 文で使用することもできます。次の Select 文は、
States テーブルから情報を取得し、結果を Results という名前の一時テーブルに格納します。
Select文にPerimeter()関数が含まれるので、Resultsテーブルには各州の周囲長を示すフィール
ドが保存されます。

Open Table "states"
Select state, Perimeter(obj, "mi")
From states
Into results

関連項目

Area() 関数、ObjectLen() 関数、Set Distance Units 文
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PieChartThemeInfo() 関数

目的
マップ内の特定の円グラフ主題図レイヤに関する情報を返します。 この関数は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

PieChartThemeInfo ( map_window_id, thematic_layer_id, attribute )

map_window_id は、マップ ウィンドウの識別子です。
thematic_layer_id は、マップ内の円グラフ主題図レイヤを指定する SmallInt です。
attribute は、返される情報の属性を示す SmallInt コードです。以下の表を参照してくださ
い。

戻り値
attribute パラメータに応じて異なる情報が返されます。

説明
attribute パラメータは、以下の表に示す値のいずれかです。

PieChartThemeInfo() の戻り値ID属性 (attribute) コード

SmallInt型。数値の差と円の直径の差の対応を表します。3つの
方式がサポートされています。
PIECHARTTHEME_INFO_GRAD_ROOT(0)

PIECHARTTHEME_INFO_GRAD_LOG(1)

PIECHARTTHEME_INFO_GRAD_LOG(2)

1PIECHARTTHEME_INFO_GRADUATION
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PieChartThemeInfo() の戻り値ID属性 (attribute) コード

SmallInt 型。各オブジェクト ジオメトリの中心点を基準とした
円グラフの相対位置を表します。相対位置は、次の 9 つの値のい
ずれかです。
PIECHARTTHEME_INFO_ORI_CC(0):中央。
PIECHARTTHEME_INFO_ORI_TL(1):左上。
PIECHARTTHEME_INFO_ORI_TC(2):中央上。
PIECHARTTHEME_INFO_ORI_TR(3):右上。
PIECHARTTHEME_INFO_ORI_CL (4): 中央左。
PIECHARTTHEME_INFO_ORI_CR(5):中央右。
PIECHARTTHEME_INFO_ORI_BL(6):左下。
PIECHARTTHEME_INFO_ORI_BC(7):中央下。
PIECHARTTHEME_INFO_ORI_BR(8):右下。

2PIECHARTTHEME_INFO_ORIENTATION

円グラフ境界線用の Pen 句。3PIECHARTTHEME_INFO_PEN

Logical 型 (T または F)。円グラフのサイズが可変かどうかを表
します。

4PIECHARTTHEME_GRADUATED

Logical 型 (T または F)。半円グラフを表示するか、表示しない
(正円を表示する) かを表します。

5PIECHARTTHEME_HALF_PIE

Float 型。円の直径を用紙単位で表す数値です。6PIECHARTTHEME_DIAMETER

String 型。円グラフの幅を用紙単位で表します。7PIECHARTTHEME_DIAMETER_UNIT

Float型。PIECHARTTHEME_DIAMETERで使用される円グラフ
の直径に対応する数値を表します。

8PIECHARTTHEME_DIAMETER_VALUE

Float型。円グラフの始角に対応する数値を表します (単位:度)。9PIECHARTTHEME_START_ANGLE

Logical 型 (T または F)。円グラフを始角から時計回りに描画す
るかどうかを表します。

10PIECHARTTHEME_CLOCKWISE

関連項目

PieChartThemeItemInfo() 関数 （732ページ）
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PieChartThemeItemInfo() 関数

目的
マップ内の円グラフ主題図レイヤの特定の主題図項目に関する情報を返します。 この関数は、
MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

PieChartThemeItemInfo ( map_window_id, thematic_layer_id, item_id,
attribute )

map_window_id は、マップ ウィンドウの識別子です。
thematic_layer_id は、マップ内のレンジ主題図レイヤを指定する SmallInt です。
range_item_id は、主題図の演算式 ID を指定する Integer です。この主題図で使用される演
算式の数は、ThemeInfo() コマンドによって取得できます。
attribute は、返される情報の属性を示す SmallInt コードです。以下の表を参照してくださ
い。

戻り値
attribute パラメータに応じて異なる情報が返されます。

説明
attribute パラメータは、以下の表に示す値のいずれかです。

PieChartThemeItemInfo()の戻り値ID属性 (attribute) コード

指定された項目 ID: 演算式の円グラフの表示に使用されるブラシ
スタイル句。

1PIECHARTTHEME_ITEM_INFO_BRUSH

関連項目

PieChartThemeInfo() 関数 （730ページ）
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PointsToPenWidth() 関数

目的
ポイント サイズに相当するペン幅を返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンド
ウから呼び出すことができます。

構文

PointsToPenWidth( pointsize )

pointsize は、小数点以下 1 桁までのポイント数を示す浮動小数値です。

戻り値
SmallInt

説明
PointsToPenWidth()関数は、小数点以下 1桁までの浮動小数で指定されたポイント数を、それに
相当するペン幅に変換します。

例

Include "MAPBASIC.DEF"
Dim Width As Integer
Dim p_bus_route As Pen
Width = PointsToPenWidth(1.7)
p_bus_route = MakePen(Width, 9, RED)

関連項目

CurrentPen() 関数、IsPenWidthPixels() 関数、MakePen() 関数、Pen 句、PenWidthToPoints()
関数、StyleAttr() 関数
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PointToMGRS$() 関数

目的
ポイントを表すオブジェクト値を、MGRS (ミリタリー グリッド参照システム) 座標を表す文字列
に変換します。この関数の対象として指定できるのはポイント オブジェクトのみです。 この関数
は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

PointToMGRS$( inputobject )

inputobject は、ポイントを表すオブジェクト式です。

説明
MapInfo Proは、MGRS文字列への変換を実行する前に、現在のMapBasic座標系で表されている
入力ポイントを自動的に経度/緯度 (WGS84)測地系に変換します。ただし、MapBasicのデフォル
トの座標系は経度/緯度 (測地系データなし) です。測地系データを使用しない変換は測地系データ
を使用した場合に比べて正確性が非常に低いため、このデフォルトの座標系を中間座標系として使
用すると、最終的な出力の精度が大幅に低下する可能性があります。不要な中間変換の実行を避け
るため、MapBasic の座標系は原則として経度/緯度 (WGS84) またはソース データ テーブルの座
標系のいずれかに設定してください。具体的な設定方法については、下記の例 2 を参照してくだ
さい。

戻り値
String

例
以下に、MGRSToPoint() 関数と PointToMGRS$() 関数の使用例を 2 つ示します。
例 1:

dim obj1 as Object
dim s_mgrs As String
dim obj2 as Object

obj1 = CreatePoint(-74.669, 43.263)
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s_mgrs = PointToMGRS$(obj1)
obj2 = MGRSToPoint(s_mgrs)

例 2:

Open Table "C:\Temp\MyTable.TAB" as MGRSfile

' When using the PointToMGRS$() or MGRSToPoint() functions,
' it is very important to make sure that the current MapBasic
' coordsys matches the coordsys of the table where the
' point object is being stored.

'Set the MapBasic coordsys to that of the table used
Set CoordSys Table MGRSfile

'Update a Character column (e.g. COL2) with MGRS strings from
'a table of points

Update MGRSfile
Set Col2 = PointToMGRS$(obj)

'Update two float columns (Col3 & Col4) with
'CentroidX & CentroidY information
'from a character column (Col2) that contains MGRS strings.

Update MGRSfile
Set Col3 = CentroidX(MGRSToPoint(Col2))

Update mgrstestfile ' MGRSfile
Set Col4 = CentroidY(MGRSToPoint(Col2))

Table MGRSfile
Close Table MGRSfile

関連項目

MGRSToPoint() 関数

PointToUSNG$() 関数

目的
ポイントを表すオブジェクト値を、USNG (United States National Grid) 座標を表す文字列に変換
します。この関数の対象として指定できるのはポイント オブジェクトのみです。 この関数は、
MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。
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構文

PointToUSNG$(obj, datumid)

objは、変換するポイントを表すオブジェクト式です。ポイントオブジェクトとして評価される必
要があります。
datumid は、測地系 ID を表す数値式です。次のいずれかの値として評価される必要があります。

DATUMID_NAD27 (62)
DATUMID_NAD83 (74)
DATUMID_WGS84 (104)

注 : DATUMID_* は MapBasic.def に定義されています。WGS84 および NAD83 は同等
のものとして扱われます。

説明
MapInfo Proは、USNG文字列への変換を実行する前に、現在のMapBasic座標系で表されている
入力ポイントを自動的に経度/緯度 (WGS84およびNAD27)測地系に変換します。ただし、MapBasic
のデフォルトの座標系は経度/緯度 (測地系データなし) です。測地系データを使用しない変換は測
地系データを使用した場合に比べて正確性が非常に低いため、このデフォルトの座標系を中間座標
系として使用すると、最終的な出力の精度が大幅に低下する可能性があります。不要な中間変換の
実行を避けるため、MapBasicの座標系は原則として経度/緯度 (WGS84およびNAD27)またはソー
ス データ テーブルの座標系のいずれかに設定してください。

戻り値
String

例 1

以下に、USNGToPoint() 関数と PointToUSNG$() 関数の使用例を示します。

dim obj1 as Object
dim s_USNG As String
dim obj2 as Object

obj1 = CreatePoint(-74.669, 43.263)
s_USNG = PointToUSNG$(obj1)
obj2 = USNGToPoint(s_USNG)
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例 2

Open Table "C:\Temp\MyTable.TAB" as USNGfile

' When using the PointToUSNG$() or USNGToPoint() functions,
' it is very important to make sure that the current MapBasic
' coordsys matches the coordsys of the table where the
' point object is being stored.

'Set the MapBasic coordsys to that of the table used
Set CoordSys Table USNGfile

'Update a Character column (e.g. COL2) with USNG strings from
'a table of points

Update USNGfile
Set Col2 = PointToUSNG$(obj)

'Update two float columns (Col3 & Col4) with
'CentroidX & CentroidY information
'from a character column (Col2) that contains USNG strings.

Update USNGfile
Set Col3 = CentroidX(USNGToPoint(Col2))

Update USNGtestfile ' USNGfile
Set Col4 = CentroidY(USNGToPoint(Col2))

Table USNGfile
Close Table USNGfile

関連項目

USNGToPoint(string)

Print 文

目的
ユーザに何らかの操作を促すメッセージやステータス メッセージをメッセージ ウィンドウに出力
します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Print message
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message は文字列式です。

説明
Print文は、メッセージをメッセージウィンドウに出力します。メッセージウィンドウは、MapInfo
の標準的なユーザ インターフェイスには表示されない特別なウィンドウです。メッセージ ウィン
ドウには MapBasic プログラムに関係するカスタム メッセージを表示できます。たとえば、メッ
セージ ウィンドウを使用して、ステータス メッセージ ("レコードが削除されました") や、ユーザ
に何らかの操作を促すメッセージ ("分析する領域を選択してください") を表示することができま
す。メッセージ ウィンドウのフォントを設定するには、Set Window 文を使用します。MapBasic
プログラムは、Open Window 文を使用してメッセージ ウィンドウを明示的に開くことができま
す。
メッセージ ウィンドウが閉じているときに Print 文が実行されると、MapBasic は自動的にメッ
セージ ウィンドウを開きます。Print 文は、ステータス メッセージやデバッグ用のメッセージを
表示できるという点で Note 文に類似しています。ただし、Note 文を使用した場合はダイアログ
ボックスが表示され、ユーザが [OK] をクリックするまでプログラムの実行が停止します。Print
文は単純にテキストをウィンドウへ出力するだけで、プログラムを停止することはありません。
メッセージ ウィンドウの表示は Print 文を実行するたびに改行されて、各メッセージは新しい行
として出力されます。出力したメッセージがメッセージウィンドウ内で表示できる量を超えると、
ウィンドウの右端にスクロール ボタンが表示され、ユーザがスクロールしてメッセージを確認で
きるようになります。
メッセージ ウィンドウの表示内容を消去するには、次のように、改頁文字 (コード12)を含む文字
列を出力します。

Print Chr$(12) 'This statement clears the Message window

改行文字 (コード 10)をメッセージに埋め込むと、 1つのメッセージを強制改行して 2行以上に分
けて表示することができます。次の Print 文は 2 行のメッセージを生成します。

Print "Map Layers:" + Chr$(10) + " World, Capitals"

Print 文は、タブ文字 (コード 09) をそれぞれ 1 つのスペース文字 (コード 32) に変換します。

例
次の例はメッセージ ウィンドウを表示し、ウィンドウのサイズ (幅 3 インチ、高さ 1 インチ) と
ウィンドウのフォント (Arial、太字、10ポイント)を設定した後、メッセージをウィンドウに出力
します。

Include "MAPBASIC.DEF" ' needed for color name 'BLUE'
Open Window Message ' open Message window
Set Window Message
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Font ("Arial", 1, 10, BLUE) ' Arial bold...
Position (0.25, 0.25) ' place in upper left
Width 3.0 ' make window 3" wide
Height 1.0 ' make window 1" high
Print "MapBasic Dispatcher now on line"

注 : メッセージ ウィンドウのテキストのバッファ サイズは従来の 2 倍の 8191 文字になり
ました。

関連項目

Ask() 関数、Close Window 文、Note 文、Open Window 文、Set Window 文

Print # 文

目的
開いているファイルにデータをシーケンシャルモード (OutputまたはAppend)で書き込みます。

構文

Print # file_num [ , expr ]

file_num は、Open File 文によって開かれているファイルの番号です。
expr は、ファイルに書き込むデータを表す式です。

説明
Print # 文は、開いているファイルにデータを書き込みます。ファイルは、出力が可能なシーケン
シャル モード (Output モードまたは Append モード) で開かれている必要があります。
file_num パラメータには、Open File 文の As 句で指定した番号と同じ番号を指定します。
MapInfo Pro は、式 expr で表されたデータをファイルの 1 行として書き込みます。コンマで区切
られた式のリストをファイルの各行に格納する場合は、Print # 文ではなく Write # 文を使用しま
す。
関連項目

Line Input 文、Open File 文、Write # 文
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PrintWin 文

目的
既存のウィンドウを印刷します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行でき
ます。

構文

PrintWin [ Window window_id ][ Interactive ][ File output_filename ]
[ Overwrite ]

window_id はウィンドウ識別子です。
output_filename は、出力ファイルの名前を示す文字列です。指定した出力ファイルがすでに存在
する場合は、Overwrite キーワードを指定しないとエラーが発生します。

説明
PrintWin 文はウィンドウを印刷します。
オプションの Window 句でウィンドウを指定すると、指定したウィンドウまたはレイアウト フ
レームが印刷されます。Window 句を指定しない場合は、現在アクティブなウィンドウまたはフ
レームが印刷されます。
window_id パラメータは、ウィンドウ識別子です。ウィンドウ識別子の取得については、
「FrontWindow( ) 関数」および「WindowInfo( ) 関数」を参照してください。
レイアウトウィンドウ内のフレームのウィンドウ識別子を取得するには、LAYOUT_ITEM_INFO_WIN
属性を指定して LayoutItemInfo() 関数を呼び出します。
Interactive キーワードを指定すると、[印刷] ダイアログ ボックスが表示されます。Interactive
キーワードを省略すると、ダイアログ ボックスは表示されず、自動的にウィンドウが印刷されま
す。

例
例 1

Dim win_id As Integer
Open Table "world"
Map From world
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win_id = FrontWindow()
'
' knowing the ID of the Map window,
' the program could now print the map by
' issuing the statement:
'
PrintWin Window win_id Interactive

例 2

PrintWin Window FrontWindow() File "c:\output\file.plt"

関連項目

FrontWindow() 関数、Run Menu Command 文、WindowInfo() 関数

PrismMapInfo() 関数

目的
プリズム マップ ウィンドウのプロパティを返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

PrismMapInfo( window_id, attribute )

window_id は整数のウィンドウ識別子です。
attribute は、取得する情報の種類を指定する整数コードです。

戻り値
Float、Logical、String 型。attribute パラメータによって変わります。

説明
PrismMapInfo() 関数は、プリズム マップ ウィンドウに関する情報を返します。
window_id パラメータは、情報を取得する対象のプリズム マップ ウィンドウを指定します。ウィ
ンドウ識別子を取得するには、ウィンドウを開いた直後に FrontWindow() 関数を呼び出すか、ま
たはウィンドウ作成後の任意の時点で WindowID() 関数を呼び出します。
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任意のプリズム マップ ウィンドウについて、PrismMapInfo() 関数で取得可能な数値属性はいく
つかあります。attributeパラメータを使用して、PrismMapInfo()関数でマップウィンドウのどの
情報を取得するかを指定します。attributeパラメータには、次の表に示したコードのいずれかを指
定する必要があります。これらのコードはMAPBASIC.DEFで定義されています。

戻り値IDattribute パラメータ

プリズム マップの縮率を表す浮動小数値1PRISMMAP_INFO_SCALE

背景の色を表す整数値 (「RGB() 関数」を参照)4PRISMMAP_INFO_BACKGROUND

光源の x 座標を示す浮動小数値6PRISMMAP_INFO_LIGHT_X

光源の y 座標を示す浮動小数値7PRISMMAP_INFO_LIGHT_Y

光源の z 座標を示す浮動小数値8PRISMMAP_INFO_LIGHT_Z

光源の色を表す整数値 (RGB() 関数を参照)9PRISMMAP_INFO_LIGHT_COLOR

カメラの x 座標を示す浮動小数値10PRISMMAP_INFO_CAMERA_X

カメラの y 座標を示す浮動小数値11PRISMMAP_INFO_CAMERA_Y

カメラの z 座標を示す浮動小数値12PRISMMAP_INFO_CAMERA_Z

カメラの焦点の x 座標を示す浮動小数値13PRISMMAP_INFO_CAMERA_FOCAL_X

カメラの焦点の y 座標を示す浮動小数値14PRISMMAP_INFO_CAMERA_FOCAL_Y

カメラの焦点の z 座標を示す浮動小数値15PRISMMAP_INFO_CAMERA_FOCAL_Z

ビューアップ単位標準ベクトルの最初の値を表す浮動小数値16PRISMMAP_INFO_CAMERA_VU_1

ビューアップ単位標準ベクトルの 2 番目の値を表す浮動小数値17PRISMMAP_INFO_CAMERA_VU_2

ビューアップ単位標準ベクトルの 3 番目の値を表す浮動小数値18PRISMMAP_INFO_CAMERA_VU_3

ビュー平面単位標準ベクトルの最初の値を表す浮動小数値19PRISMMAP_INFO_CAMERA_VPN_1
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戻り値IDattribute パラメータ

ビュー平面単位標準ベクトルの 2 番目の値を表す浮動小数値20PRISMMAP_INFO_CAMERA_VPN_2

ビュー平面単位標準ベクトルの 3 番目の値を表す浮動小数値21PRISMMAP_INFO_CAMERA_VPN_3

カメラに近い側のクリップ平面を表す浮動小数値22PRISMMAP_INFO_CAMERA_CLIP_NEAR

カメラから遠い側のクリップ平面を表す浮動小数値23PRISMMAP_INFO_CAMERA_CLIP_FAR

情報チップの文字列(以前のバージョンでは未公開の属性)24PRISMMAP_INFO_INFOTIP_EXPR

例
この例は、プリズム マップ ウィンドウ固有の状態変数の値をすべて出力します。

include "Mapbasic.def"
Print "PRISMMAP_INFO_SCALE: " + PrismMapInfo(FrontWindow(),
PRISMMAP_INFO_SCALE)
Print "PRISMMAP_INFO_BACKGROUND: " + PrismMapInfo(FrontWindow(),
PRISMMAP_INFO_BACKGROUND)
Print "PRISMMAP_INFO_UNITS: " + PrismMapInfo(FrontWindow(),
PRISMMAP_INFO_UNITS)
Print "PRISMMAP_INFO_LIGHT_X : " + PrismMapInfo(FrontWindow(),
PRISMMAP_INFO_LIGHT_X )
Print "PRISMMAP_INFO_LIGHT_Y : " + PrismMapInfo(FrontWindow(),
PRISMMAP_INFO_LIGHT_Y )
Print "PRISMMAP_INFO_LIGHT_Z: " + PrismMapInfo(FrontWindow(),
PRISMMAP_INFO_LIGHT_Z)
Print "PRISMMAP_INFO_LIGHT_COLOR: " + PrismMapInfo(FrontWindow(),
PRISMMAP_INFO_LIGHT_COLOR)
Print "PRISMMAP_INFO_CAMERA_X: " + PrismMapInfo(FrontWindow(),
PRISMMAP_INFO_CAMERA_X)
Print "PRISMMAP_INFO_CAMERA_Y : " + PrismMapInfo(FrontWindow(),
PRISMMAP_INFO_CAMERA_Y )
Print "PRISMMAP_INFO_CAMERA_Z : " + PrismMapInfo(FrontWindow(),
PRISMMAP_INFO_CAMERA_Z )
Print "PRISMMAP_INFO_CAMERA_FOCAL_X: " + PrismMapInfo(FrontWindow(),
PRISMMAP_INFO_CAMERA_FOCAL_X)
Print "PRISMMAP_INFO_CAMERA_FOCAL_Y: " + PrismMapInfo(FrontWindow(),
PRISMMAP_INFO_CAMERA_FOCAL_Y)
Print "PRISMMAP_INFO_CAMERA_FOCAL_Z: " + PrismMapInfo(FrontWindow(),
PRISMMAP_INFO_CAMERA_FOCAL_Z)
Print "PRISMMAP_INFO_CAMERA_VU_1: " + PrismMapInfo(FrontWindow(),
PRISMMAP_INFO_CAMERA_VU_1)
Print "PRISMMAP_INFO_CAMERA_VU_2: " + PrismMapInfo(FrontWindow(),
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PRISMMAP_INFO_CAMERA_VU_2)
Print "PRISMMAP_INFO_CAMERA_VU_3: " + PrismMapInfo(FrontWindow(),
PRISMMAP_INFO_CAMERA_VU_3)
Print "PRISMMAP_INFO_CAMERA_VPN_1: " + PrismMapInfo(FrontWindow(),
PRISMMAP_INFO_CAMERA_VPN_1)
Print "PRISMMAP_INFO_CAMERA_VPN_2: " + PrismMapInfo(FrontWindow(),
PRISMMAP_INFO_CAMERA_VPN_2)
Print "PRISMMAP_INFO_CAMERA_VPN_3: " + PrismMapInfo(FrontWindow(),
PRISMMAP_INFO_CAMERA_VPN_3)
Print "PRISMMAP_INFO_CAMERA_CLIP_NEAR: " + PrismMapInfo(FrontWindow(),
PRISMMAP_INFO_CAMERA_CLIP_NEAR)
Print "PRISMMAP_INFO_CAMERA_CLIP_FAR: " + PrismMapInfo(FrontWindow(),
PRISMMAP_INFO_CAMERA_CLIP_FAR)

関連項目

Create PrismMap 文、Set PrismMap 文

ProgramDirectory$() 関数

目的
MapInfoProソフトウェアがインストールされているディレクトリパスを返します。この関数は、
MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

ProgramDirectory$()

戻り値
String

説明
ProgramDirectory$()関数は、MapInfo Proソフトウェアがインストールされているディレクトリ
パスを表す文字列を返します。
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例

Dim s_prog_dir As String
s_prog_dir = ProgramDirectory$()

関連項目

HomeDirectory$() 関数、SystemInfo() 関数

ProgressBar 文

目的
[キャンセル] ボタンと水平の進行状況バーのあるダイアログ ボックスを表示します。

構文

ProgressBar status_message
Calling handler
[ Range n ]

status_message は、ダイアログ ボックスにメッセージとして表示される文字列値です。
handler は、サブ プロシージャ名です。
n は、ジョブの完了時点を示す数字です。

制限事項
MapBasic ウィンドウから ProgressBar 文を発行することはできません。

説明
ProgressBar文は、水平の進行状況バーと [キャンセル]ボタンを持つダイアログボックスを表示
します。進行状況バーは、時間のかかる処理の進行状況を現在までに完了した処理の割合 (パーセ
ント)で示します。ユーザは [キャンセル]ボタンをクリックして処理を中止することができます。
ProgressBar 文に続いて CommandInfo(CMD_INFO_DLG_OK)を呼び出すと、処理が完了した
か、あるいはその前にユーザが [キャンセル] ボタンで処理を中止したかを確認することができま
す (下記参照)。ここでは CMD_INFO_DLG_OK (1) です。
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status_messageパラメータには、ダイアログボックスに表示する文字列値 (たとえば、"データの
処理中..." など) を指定します。
handlerパラメータには、同じMapBasicプログラムのサブプロシージャ名を指定します。以下で
説明するように、ProgressBar 文を使用して進行状況を表示するには、何らかの操作を実行する
サブ プロシージャを指定する必要があります。
nパラメータには、処理の完了時のカウント値を表す数字を指定します。たとえば、あるテーブル
の 7,000 行のデータを処理する必要がある場合は、ProgressBar 文の n パラメータとして 7000
を指定します。Range n 句が指定されない場合の n パラメータのデフォルト値は 100 です。
プログラムがProgressBar文を発行すると、MapBasicは handlerで指定されたサブプロシージャ
を呼び出します。このサブ プロシージャは、少量の (つまり長くても数秒程度の) 処理を行ってす
ぐに終了するプロシージャである必要があります。サブ プロシージャが一度終了した時点で、
MapBasicはユーザーが [キャンセル]ボタンをクリックしたかどうかをチェックします。ユーザが
[キャンセル]ボタンをクリックした場合、MapBasicはダイアログボックスを閉じて、ProgressBar
文に続く文の実行に進みます (したがって、長い処理が最後まで実行されることはありません)。
ユーザが [キャンセル]ボタンをクリックしなかった場合、MapBasicは handlerで指定されたサブ
プロシージャを自動的に再度呼び出します。ユーザがそのまま [キャンセル] ボタンをクリックす
ることがなければ、ProgressBar 文は処理が完了するまでそのプロシージャを繰り返し呼び出し
ます。
handler プロシージャは、1 回の呼び出しで全体のジョブの数パーセントのみを実行するように記
述する必要があります。ProgressBar 文が一度発行されると、ユーザが [キャンセル] ボタンをク
リックするか、または handler プロシージャが処理の完了を通知するまで、MapBasic は handler
プロシージャを繰り返し呼び出します。handler は、ProgressBar という名前の特別な MapBasic
変数に値を割り当てることによってジョブ ステータスを通知します。
handler が値 -1 を ProgressBar 変数に代入した場合 (ProgressBar = -1)、MapBasic は処理が
完了していることを検出し、ProgressBar ループの実行を停止して、ダイアログ ボックスを閉じ
ます。一方、handlerプロシージャが -1以外の値をProgressBar変数に代入した場合 (ProgressBar
= 50)、MapBasicは完了した処理の割合 (パーセント)を表すダイアログボックスの水平バーを再
表示して、処理の進行状況を示す最新の値を表示に反映させます。完了した処理の現在のパーセン
ト値は、ProgressBar 変数の現在の値を、Range 句で設定された n の値で割る方法で計算されま
す。たとえば、ProgressBar文で Range 400という Range句を指定した場合、ProgressBar変
数の現在の値が 100ならば、現在の完了率は 25%となり、MapBasicは全体の 25%が塗りつぶさ
れた水平バーを表示します。
多くの場合、ProgressBar 文に続く文では、ProgressBar のループの終了状況を調べて、処理が
完了したのか、あるいはユーザが [キャンセル] ボタンをクリックしたのかを特定する必要があり
ます。そのためには、ProgressBar文の実行直後に CommandInfo(CMD_INFO_DLG_OK)の関数
呼び出しを行います。この関数は直前の処理が完了した場合はTRUEを返し、ユーザが [キャンセ
ル] ボタンをクリックして処理が中止された場合は FALSE を返します。ここでは
CMD_INFO_DLG_OK (1) です。
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例
以下に、ProgressBar 文と連係して機能させることができるプロシージャの書き方の具体例を示
します。この例では 600 回の反復が必要な処理を実行します。たとえば、600 行のテーブルを対
象として、各行に対して何らかの処理を行う必要がある場合などです。ProgressBar 文はメイン
プロシージャが発行します。write_outサブプロシージャは ProgressBarによって自動的に呼び出
されます。write_out プロシージャはレコードを反復的に処理し、開始から 2 秒経過するとメイン
プロシージャに戻ります (これにより、ユーザが [キャンセル]ボタンを押したかどうかをMapBasic
がチェックすることが可能になります)。ユーザが [キャンセル] ボタンをクリックしなければ、
MapBasic は全タスクが終了するまで write_out プロシージャを繰り返し呼び出します。

Include "mapbasic.def"
Declare Sub Main
Declare Sub write_out

Global next_row As Integer

Sub Main
next_row = 1
ProgressBar "Writing data..." Calling write_out Range 600
If CommandInfo(CMD_INFO_STATUS) Then
Note "Operation complete! Thanks for waiting."
Else
Note "Operation interrupted!"
End If
End Sub
Sub write_out
Dim start_time As Float
start_time = Timer( )
' process records until either (a) the job is done,
' or (b) more than 2 seconds elapse within this call
Do While next_row <= 600 And Timer( ) - start_time < 2
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''' Here, we would do the actual work '''
''' of processing the file. '''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
next_row = next_row + 1
Loop

' Now figure out why the Do loop terminated: was it
' because the job is done, or because more than 2
' seconds have elapsed within this iteration?
If next_row > 600 Then
ProgressBar = -1 'tell caller "All Done!"
Else
ProgressBar = next_row 'tell caller "Partly done"
End If
End Sub

関連項目
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CommandInfo( ) 関数、Note 文、Print 文

Proper$() 関数

目的
文字列を、各単語の最初の文字だけが大文字になるように変換して返します。この関数は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

Proper$( string_expr )

string_expr は文字列式です。

戻り値
String

説明
Proper$() 関数は、まず string_expr 文字列全体を小文字に変換してから、文字列の各単語の最初
の文字のみを大文字にする方法により、大文字と小文字が "適切に" 使用された文字列を生成しま
す。この大文字への変換スタイルは固有名詞に適しています。

例

Dim name, propername As String

name = "ed bergen"
propername = Proper$(name)
' propername now contains the string "Ed Bergen"

name = "ABC 123"
propername = Proper$(name)
' propername now contains the string "Abc 123"

name = "a b c d"
propername = Proper$(name)
' propername now contains the string "A B C D"

関連項目
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LCase() 関数、UCase() 関数

ProportionOverlap() 関数

目的
あるオブジェクトの面積のうち、指定した別のオブジェクトに覆われている面積の割合をパーセン
ト値として返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことがで
きます。

構文

ProportionOverlap( object1, object2 )

object1 は下側のオブジェクトであり、閉じたオブジェクトです。
object2 は上側のオブジェクトであり、閉じたオブジェクトです。

戻り値
AreaOverlap( object1, object2 ) / Area( object1 ) に等しい浮動小数値。

制限事項
ProporationOverlap() は閉じたオブジェクトにのみ機能します。2 つのオブジェクトが閉じていな
い場合 (ポイントやラインなど)、エラーメッセージが表示されます。閉じたオブジェクトとは、
リージョン (ポリゴン) などのエリアを作成するオブジェクトのことです。
関連項目

AreaOverlap() 関数

Put 文

目的
開いているファイルに MapBasic 変数の内容を書き込みます。

749MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



構文

Put [ # ] filenum, [ position,] var_name

filenum は、Open File 文で開かれたファイルの番号です。
positionは、書き込みを行う位置を指定するファイルポジションです (シーケンシャルモードでア
クセスしているファイルには適用されません)。
var_name は、書き込むデータが格納されている変数の名前です。

説明
Put 文は、開いているファイルにデータを書き込みます。

注 : Open File 文でシーケンシャル アクセス モード (Output または Append) を指定した
場合は、Put の代わりに Print # 文または Write # 文を使用してください。

Open File文でRandomファイルアクセスを指定した場合は、Put文の Position句を使用して、
ファイルのどのレコードを上書きするかを指定できます。ファイルを開いた時点では、ファイル
ポジションはそのファイルの最初のレコード (レコード 1)を指しています。Open File文でバイナ
リファイルアクセスを指定した場合、1回の書き込みで1つの変数のデータを書き込めます。ファ
イルに書き込まれるバイト値の並び方はハードウェア プラットフォームのバイト順序に依存しま
す。詳細については、「Open File 文」の ByteOrder 句の説明を参照してください。書き込まれ
るバイト数は、下記の表に示したように、変数タイプによって異なります。

ファイルに格納されるデータ変数タイプ

1 バイト (0 または非ゼロ)論理

2 バイト整数SmallInt

4 バイト整数整数

8 バイト IEEE 形式浮動小数

文字列の長さに加え、文字列終端子の 1 バイト (値は 0)String

4 バイト : 2 バイト整数 (年)、1 バイト (月)、1 バイト (日)日付

書き込み不可その他の変数タイプ
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Position パラメータは、ファイル ポインタをファイルの特定のオフセットに設定します。ファイ
ルを開くと、ポジションは 1 (ファイルの先頭)に初期化されます。Putを実行すると、ポジション
の値に、書き込まれたバイト数が加算されます。Position句を指定しない場合、Putは現在のファ
イル ポジションにデータを書き込みます。ファイルをバイナリ モードで開いた場合、Put 文で可
変長文字列変数を指定することはできません。Put文で使用する文字列変数は固定長である必要が
あります。ファイルをランダム モードで開いた場合、Put 文でファイルのレコード長より長い固
定長文字列変数を指定することはできません。
関連項目

EOF( ) 関数、Get 文、Open File 文、Print # 文、Write # 文

Randomize 文

目的
MapBasicの乱数関数を初期化します。この文は、MapInfo ProのMapBasicウィンドウから発行
できます。

構文

Randomize [ With seed ]

seed は整数式です。

説明
Randomize 文は乱数ジェネレータの "シード (種) 値" を設定して、その後の Rnd() 関数呼び出し
でランダムな結果が生成されるようにします。Rnd()関数を最初に呼び出す前にこの文を使用しな
いと、生成される一連の乱数は実際には標準リストの値になります。すなわち、プログラムに
Randomize 文が含まれていない場合は、アプリケーションが実行されるたびに、Rnd() 関数が返
す値の並びは常に同一のパターンをたどることになります。
Randomize 文は各プログラムごとに 1 回実行すれば十分ですが、必ず Rnd() 関数.の最初の呼び
出しの前に実行する必要があります。
With 句を指定すると、その seed パラメータが疑似乱数ジェネレータのシード値として使用され
ます。With 句を省略すると、MapBasic は自動的に現在のシステム クロックの値を疑似乱数ジェ
ネレータのシード値として設定します。繰り返し使用可能なテスト シナリオを作成する必要があ
る場合は、With句を使用してください。同じシード値を指定することにより、一連の "乱数"を同
じ順序で繰り返し生成することができます。
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例

Randomize

関連項目

Rnd() 関数

RangeThemeInfo() 関数

目的
マップ内の特定の主題図レイヤに関する情報を返します。この関数は、MapInfo ProのMapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

RangeThemeInfo ( map_window_id, thematic_layer_id, attribute )

map_window_id は、マップ ウィンドウの識別子です。
thematic_layer_id は、マップ内のレンジ主題図レイヤを指定する SmallInt です。
attribute は、返される情報の属性を示す SmallInt コードです。以下の表を参照してくださ
い。

戻り値
attribute パラメータに応じて異なる情報が返されます。

説明
attribute パラメータは、以下の表に示す値のいずれかです。

RangeThemeInfo() の戻り値IDattribute コード

SmallInt型。主題図内のレンジ数 ([その他すべて]のレンジを除
く) を表します。

1RANGETHEME_INFO_ITEMS_COUNT

752MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



RangeThemeInfo() の戻り値IDattribute コード

SmallInt 型。スタイルの適用方法を表します。次の 3 つの値の
うちのいずれかです。
RANGETHEME_INFO_VARY_BY_ALL(0): スタイルのすべての属
性を使用します。
RANGETHEME_INFO_VARY_BY_COLOR(1):スタイルの色のみ
を使用します。
RANGETHEME_INFO_VARY_BY_SIZE(2):スタイルのサイズのみ
を使用します。

2RANGETHEME_INFO_VARY_STYLE

Logical 型 (T または F)。レンジ主題図のスタイルによって、基
の参照レイヤのオブジェクト スタイルを置き換えるかどうかを示
します。

3RANGETHEME_INFO_REPLACE_STYLE

[その他すべて]のレンジに属するオブジェクトの表示に使用される
ライン スタイル句。主題図がラインに基づくものでない場合は、
主なジオメトリ (リージョンまたはポイント) の [その他すべて] の
項目のスタイルの前景色を用いて、デフォルトのライン スタイル
が返されます。

4RANGETHEME_OTHERS_INFO_LINE

[その他すべて]のレンジに属するオブジェクトの境界表示に使用さ
れるペン スタイル句。主題図がリージョンに基づくものでない場
合は、Pen(1, 2, 0) というデフォルト ペンが返されます。

5RANGETHEME_OTHERS_INFO_PEN

[その他すべて]のレンジに属するオブジェクトの表示に使用される
ブラシ スタイル句。主題図がリージョンに基づくものでない場合
は、主なジオメトリ (ラインまたはポイント) の [その他すべて] の
レンジのスタイルの色を用いて、デフォルトのブラシが返されま
す。

6RANGETHEME_OTHERS_INFO_BRUSH

[その他すべて]のレンジに属するオブジェクトの表示に使用される
シンボル スタイル句。主題図がポイントに基づくものでない場合
は、主なジオメトリ (リージョンまたはライン) の [その他すべて]
のレンジのスタイルの色を用いて、デフォルトのスタイルが返さ
れます。

7RANGETHEME_OTHERS_INFO_SYMBOL

基本スタイルに使用されるライン スタイル句。主題図がラインに
基づくものでない場合は、エラーが表示されます。

8RANGETHEME_INFO_BASE_LINE

基本スタイルに使用されるブラシ スタイル句。主題図がリージョ
ンに基づくものでない場合は、エラーが表示されます。

9RANGETHEME_INFO_BASE_BRUSH
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RangeThemeInfo() の戻り値IDattribute コード

基本スタイルに使用されるシンボル スタイル句。主題図がポイン
トに基づくものでない場合は、エラーが表示されます。

10RANGETHEME_INFO_BASE_SYMBOL

関連項目

RangeThemeItemInfo() 関数 （754ページ）

RangeThemeItemInfo() 関数

目的
マップ内のレンジ主題図レイヤの特定の主題図レンジに関する情報を返します。 この関数は、
MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

RangeThemeItemInfo ( map_window_id, thematic_layer_id, range_item_id,
attribute )

map_window_id は、マップ ウィンドウの識別子です。
thematic_layer_id は、マップ内のレンジ主題図レイヤを指定する SmallInt です。
range_item_id は、主題図レンジを指定する Integer です。
attribute は、返される情報の属性を示す SmallInt コードです。以下の表を参照してくださ
い。

戻り値
attribute パラメータに応じて異なる情報が返されます。

説明
attribute パラメータは、以下の表に示す値のいずれかです。
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RangeThemeItemInfo() の戻り値IDattribute コード

指定されたレンジ IDに属するオブジェクトの表示に使用されるラ
インスタイル句。主題図がラインに基づくものでない場合は、Pen
(1, 2, color)というデフォルトのラインスタイルが返されます。こ
こで color は、主なジオメトリ (リージョンまたはポイント) のレ
ンジのスタイルの前景色です。

1RANGETHEME_ITEM_INFO_LINE

指定されたレンジ IDに属するオブジェクトの境界表示に使用され
るペン スタイル句。主題図がリージョンに基づくものでない場合
は、Pen(1, 2, 0) というデフォルト ペンが返されます。

2RANGETHEME_ITEM_INFO_PEN

指定されたレンジ IDに属するオブジェクトの表示に使用されるブ
ラシスタイル句。主題図がリージョンに基づくものでない場合は、
主なジオメトリ (ラインまたはポイント) のレンジのスタイルの色
を用いて、デフォルトのブラシが返されます。

3RANGETHEME_ITEM_INFO_BRUSH

指定されたレンジ IDに属するオブジェクトの表示に使用されるシ
ンボルスタイル句。主題図がポイントに基づくものでない場合は、
主なジオメトリ (リージョンまたはライン) のレンジのスタイルの
色を用いて、デフォルトのスタイルが返されます。

4RANGETHEME_ITEM_INFO_SYMBOL

指定されたレンジ ID の最小値を表す値 (Small Integer、
Integer、Float、Time、Date、または Datetime など) が返
されます。

5RANGETHEME_ITEM_INFO_FROM

指定されたレンジ ID の最大値を表す値 (Small Integer、
Integer、Float、Time、Date、または Datetime など) が返
されます。

6RANGETHEME_ITEM_INFO_TO

関連項目

RangeThemeInfo() 関数 （752ページ）
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RasterTableInfo() 関数

目的:

ラスタ テーブルまたはグリッド テーブルに関する情報を返します(WMS、タイル サーバ、および
シームレス ラスタ テーブルはサポートされていません)。

構文

RasterTableInfo( table_id, attribute )

table_idは、テーブル名を表す文字列、正の整数のテーブル番号、または 0 (ゼロ)です。テーブル
は、ラスタ テーブルまたはグリッド テーブルである必要があります。
attribute は返されるラスタ テーブルの情報を示す整数コードです。

戻り値
文字列、2バイト整数、整数、または論理値。指定されている attributeパラメータに依存します。
attribute パラメータは以下の表に示す値のいずれかになります。左欄のコード
(RASTER_CONTROL_POINT_Xなど) は MAPBASIC.DEF に定義されています。

RasterTableInfo() の戻り値IDattribute コード

このラスタ テーブルに関連付けられているイメージ
ファイル名を表す文字列値。

1RASTER_TAB_INFO_IMAGE_NAME

イメージの幅を表す整数値 (ピクセル単位)2RASTER_TAB_INFO_WIDTH

イメージの高さを表す整数値 (ピクセル単位)3RASTER_TAB_INFO_HEIGHT

イメージのタイプを表す 2 バイト整数値。
• IMAGE_TYPE_RASTER (0)

ラスタ イメージ
• IMAGE_TYPE_GRID (1)

グリッド イメージ

4RASTER_TAB_INFO_IMAGE_TYPE
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RasterTableInfo() の戻り値IDattribute コード

ラスタ データの 1 ピクセル当たりのビット数を表す 2
バイト整数値

5RASTER_TAB_INFO_BITS_PER_PIXEL

イメージ クラスを表す 2 バイト整数値。
• IMAGE_CLASS_PALETTE (2)

パレット イメージ
• IMAGE_CLASS_GREYSCALE (1)

グレースケール イメージ
• IMAGE_CLASS_RGB (3)

RGB イメージ
• IMAGE_CLASS_BILEVEL (0)

2 色階調イメージ

6RASTER_TAB_INFO_IMAGE_CLASS

基準点の数を表す 2 バイト整数値。特定の基準点を取
得するには、ControlPointInfo() 関数を使用します。

7RASTER_TAB_INFO_NUM_CONTROL_POINTS

明るさを表す 2 バイト整数値 (パーセント単位、0 ～
100%)

8RASTER_TAB_INFO_BRIGHTNESS

イメージのコントラストを表す 2バイト整数値 (パーセ
ント単位、0 ～ 100%)

9RASTER_TAB_INFO_CONTRAST

デフォルトのイメージ モードではなく、グレースケー
ルでイメージを表示するかどうかを表す論理値

10RASTER_TAB_INFO_GREYSCALE

透明色を使用してイメージを表示するかどうかを表す
論理値。TRUE の場合、
RASTER_TAB_INFO_TRANSPARENT_COLORが透明
にする色を表します。

11RASTER_TAB_INFO_DISPLAY_TRANSPARENT

透明ピクセルの色を表す整数値 (BGR)。12RASTER_TAB_INFO_TRANSPARENT_COLOR

イメージの透過性のアルファ係数を表す 2 バイト整数
値 (0 ～ 255)

13RASTER_TAB_INFO_ALPHA

ラスタ/グリッドハンドラの名前を示す文字列値。パス
を除くハンドラの名前の部分のみです。

14RASTER_TAB_INFO_HANDLERNAME

757MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



RasterTableInfo() の戻り値IDattribute コード

イメージが凡例をサポートできるかどうかを示す論理
値。

15RASTER_TAB_INFO_LEGEND

ラスタ凡例用のXML文字列を表す文字列値。対応する
XML がない場合は空の文字列になります。

16RASTER_TAB_INFO_LEGEND_XML

ラスタ/グリッド ハンドラのフル パス名を示す文字列
値。

17RASTER_TAB_INFO_HANDLERFILLPATH

例
次の例は、ラスタ/グリッド ハンドラの名前を返します。

print RasterTableInfo("tablename", 14)

次の例は、ラスタ イメージが凡例をサポートできれば TRUE を返します。

print RasterTableInfo("tablename", 15)

関連項目

Create Grid 文、GetGridCellValue() 関数、GridTableInfo()、IsGridCellNull() 関数、
OverlayNodes() 関数

RegionInfo() 関数

目的:

この関数は、ポリゴンに含まれるポイントの方向 (時計回り、または反時計回り) を調べるために
作成されました。指定されたポリゴンのポイントの "方向" だけが属性で報告されます。 この関数
は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

RegionInfo( object, REGION_INFO_IS_CLOCKWISE, polygon_num )
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場所:

REGION_INFO_IS_CLOCKWISE 1

object には、関数の実行対象であるオブジェクトを指定します。
REGION_INFO_IS_CLOCKWISEは、オブジェクトの向きが時計回り方向であるか反時計回り方
向であるかを示します。パラメータに 1 を指定すると、オブジェクトの向きが時計回りであるこ
とを示します。
polygon_num には、オブジェクトに複数のポリゴンが含まれている場合に、関数の実行対象であ
るポリゴンを指定します。

例:

StatesマップからUtah州を選択し、MapBasicウィンドウで以下のコマンドを実行すると、Utah
という 1 つのリージョンに含まれるノードは反時計周りに描画されるので、F または False とい
う結果が返されます。Colorado のノードは時計回りに描画されるので、T または True になりま
す。

print RegionInfo(selection.obj,1,1)

ReadControlValue() 関数

目的
アクティブなダイアログ ボックス内のコントロールの現在の状態を取得します。

構文

ReadControlValue( id_num )

id_num は、情報を取得する対象のコントロールを指定する整数値です。

戻り値
整数、論理値、文字列値、ペン、ブラシ、シンボル、フォント (コントロールのタイプによって異
なります)。

759MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



説明
ReadControlValue()関数は、アクティブなダイアログボックス内の特定のコントロールの現在の
状態を示す値を返します。ReadControlValue() 関数の呼び出しが有効なのは、アクティブなダイ
アログボックスが存在する場合だけです。したがって、ReadControlValue()関数の呼び出しは、
ダイアログ ボックス コントロールのハンドラ プロシージャ内からのみ実行できます。
整数の id_num パラメータは、どのコントロールの状態を読み取るかを指定します。id_num パラ
メータとして -1 (負の 1)を指定すると、ReadControlValue()関数は、ユーザが最後に操作したコ
ントロールの値を返します。状態を読み取る対象のコントロールを明示的に指定するには、
ReadControlValue() でそのコントロールを示す整数の ID を指定します。

注 : Dialog 文の Control 句で ID 句を指定していない場合、ダイアログ ボックス コント
ロールは一意の ID を持っていません。一部のタイプのダイアログ ボックス コントロール
(たとえば、静的テキスト ラベル) には、読み取り可能な値が存在しません。

次の表は、ReadControlValue() 関数が返す値のタイプを、コントロール タイプごとにまとめたも
のです。MultiListBoxコントロールを扱う場合には特別な処理が必要であることに注意してくださ
い。MultiListBoxコントロールでは複数の項目を選択できるので、選択項目の完全なリストを取得
するには、ReadControlValue() 関数を複数回呼び出すことが必要な場合があります。

ReadControlValue() の戻り値コントロール タイプ

テキスト ボックスの現在の内容を表す文字列 (最長 32,767 バイトまで)。複数行のテキ
ストが表示可能な高さの EditText では、文字列に Chr$(10)値が含まれる場合がありま
す。この値は、ユーザが (たとえば Windows で Ctrl+Enter キーを押して) 改行を入力し
たことを示します。

EditText

チェック ボックスが現在選択されていれば TRUE、選択されていなければ FALSE。CheckBox

ウィンドウ コントロールの HWND を表す整数。この HWND は、Set Next Document
文で親ウィンドウのハンドルとして渡す必要があります。

DocumentWindow

選択されているボタンを示す 2 バイト整数 (最初のボタンが選択されている場合は 1)。RadioGroup

選択されている項目を示す 2 バイト整数 (最初の項目が選択されている場合は 1)。PopupMenu

選択されているリスト項目を示す2バイト整数 (最初のリスト項目が選択されている場合
は 1、何も選択されていない場合は 0)。

ListBox

ブラシ値。BrushPicker
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ReadControlValue() の戻り値コントロール タイプ

フォント値。FontPicker

ペン値。PenPicker

シンボル値。SymbolPicker

選択されている項目の 1 つを示す整数。ユーザは、MultiListBox コントロールから 1 つ
以上の項目を選択できます。ReadControlValue()関数は一度に 1つの情報しか返せない
ため、プログラムで ReadControlValue() 関数を複数回呼び出して、項目がいくつ選択
されているかを調べることが必要な場合があります。
ReadControlValue()関数の最初の呼び出しでは、選択されている最初のリスト項目の番
号 (最初のリスト項目が選択されている場合は 1) を返します。2 回目の呼び出しでは選
択されている 2 番目のリスト項目の番号を返し、以下同様に繰り返します。
ReadControlValue()関数からゼロが返されたら、選択されている項目がすべて取得され
たことがわかります。さらに続けて ReadControlValue() 関数を呼び出すと、選択項目
の先頭に戻ります。リスト項目が 1つも選択されていない場合は、ReadControlValue()
関数の最初の呼び出しでゼロが返されます。

MultiListBox

エラー コード
ERR_FCN_ARG_RANGE (644) エラーは、引数が正しい範囲の値でない場合に生成されます。
ERR_INVALID_READ_CONTROL (842) エラーは、アクティブなダイアログ ボックスが存在しな
い状態で ReadControlValue() 関数が呼び出されると生成されます。

例
次の例は、ユーザにテキスト編集ボックスに名前を入力するように求めるダイアログ ボックスを
作成します。ユーザが [OK] ボタンをクリックすると、アプリケーションは ReadControlValue()
関数を呼び出して、編集ボックスに入力された名前を取得します。

Declare Sub Main
Declare Sub okhandler
Sub Main
Dialog
Title "Sign in, Please"
Control OKButton
Position 135, 120 Width 50
Title "OK"
Calling okhandler
Control CancelButton
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Position 135, 100 Width 50
Title "Cancel"
Control StaticText
Position 5, 10
Title "Please enter your name:"
Control EditText
Position 55, 10 Width 160
Value "(your name here)"
Id 23 'arbitrary ID number

End Sub
Sub okhandler
' this sub is called when/if the user
' clicks the OK control
Note "Welcome aboard, " + ReadControlValue(23) + "!"
End Sub

関連項目

Alter Control 文、Dialog 文、Dialog Preserve 文、Dialog Remove 文

ReDim 文

目的
配列変数のサイズを変更します。

構文

ReDim var_name ( newsize ) [ , ... ]

var_name は、ローカルまたはグローバルの既存の配列変数の名前を表す文字列です。
newsize は、新しい配列サイズを指定する整数値です。指定可能な最大値は 32,767 です。

説明
ReDim 文は、1 つ以上の既存の配列変数のサイズ ("ディメンション" と呼ぶ場合もあります) を変
更します。var_name で指定する変数は、Dim 文または Global 文によって定義済みの配列変数で
ある必要があります。
ReDim文は、既存の配列のサイズを拡大または縮小することができます。プログラムで不要になっ
た配列変数がある場合は、ReDim 文を使用してその変数を要素数ゼロの配列に変更することがで
きます (これによって、変数を格納するために必要なメモリ量が最小限になります)。
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一部の Basic言語とは異なり、MapBasicでは配列の添字をカスタム設定することはできません。
MapBasic 配列の先頭要素の添字は常に 1 になります。
すでに値が格納されている配列のサイズをReDim文を使用して拡大した場合、配列内の値はその
まま保持されます。

例

Dim names_list(10) As String, cur_size As Integer
' The following statements determine the current
' size of the array, and then ReDim the array to
' a size 10 elements larger

cur_size = UBound(names_list)
ReDim names_list(cur_size + 10)

' The following statement ReDims the array to a
' size of zero elements. Presumably, this array
' is no longer needed, and it is resized to zero
' for the sake of saving memory.

ReDim names_list(0)

次の例に示すように、ReDim文は、カスタム Type変数の配列や、Typeの要素である配列のサイ
ズを変更することもできます。

Type customer
name As String
serial_nums(0) As Integer
End Type

Dim new_customers(1) As customer

' First, redimension the "new_customers" array,
' making it five items deep:

ReDim new_customers(5)

' Now, redimension the "serial_nums" array element
' of the first item in the "new_customers" array:

ReDim new_customers(1).serial_nums(10)

関連項目

Dim 文、Global 文、UBound() 関数
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Refresh Designer Frame 文

目的
基になる画像ソース ファイルが変更された場合に、レイアウト ウィンドウ内の該当する画像枠を
更新できます。テキスト枠にも使用できます。テキスト枠に適用される場合は、テキスト内のすべ
ての SmartText 式が再評価されます。この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行
できます。

構文

Refresh Designer Frame
[ Window window_id ]
ID frame_id [, frame _id ...]

window_id は、レイアウト ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。ウィンドウが指定されて
いない場合は、最前面のレイアウト ウィンドウにコマンドが適用されます。
frame_id は、レイアウト ウィンドウ内のどのフレームを更新するかを指定する番号です。フレー
ムには 1 から n までの番号が付けられています。n はレイアウト内のフレーム数です。
関連項目

AddDesigner Frame文、Alter Designer Frame文、Create Designer Legend文、Set Designer
Legend 文

Register Table 文

目的
Register Table 文は、スプレッドシート、データベース、テキスト ファイル、GeoPackage 内の
テーブルデータ、ラスタイメージ、またはグリッドイメージからMapInfo Proテーブルを構築し
ます。この文は、dBASEファイルなどの非ネイティブファイルをチェックし、TABファイルを構
築します。この TAB ファイルが構築されてからでないと、この TAB ファイルには MapInfo Pro
テーブルとしてアクセスできません。
Register Table 文は、非ネイティブ ソース ファイルを変更しません。この文は、ファイル内の
フィールドのデータ型を調べて、TABファイルを作成します。新しいテーブルを開くには、Open
Table 文を使用する必要があります。各ファイルを 1 回だけ登録する必要があります。
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この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Register Table source_file {
Type NATIVE |
Type DBF [ Charset char_set ] |
Type ASCII [ Delimiter delim_char ] [ Titles ]
[ CharSet char_set ] |
Type WKS [ Titles ] [ Range range_name ] |
Type WMS Coordsys... |
Type WFS [ Charset char_set ] Coordsys... [ Symbol... ]
[ Linestyle Pen(...) ] [ Regionstyle Pen(...) Brush(...) ]
[Editable] |
Type XLS [ Charset char_set ] [ Titles ] [ Range range_name ] [
Interactive ] |
Type ACCESS Table table_name
[ Password pwd ] [ CharSet char_set ] |
Type ODBC
Connection { Handle connection_number | connection_string }
Toolkit toolkit_name
[ Charset char_set ]
[ Cache { ON | OFF } [ Type { NATIVE | NATIVEX } ] ]
[ Autokey { ON | OFF } ]
Table SQLQuery
[ Versioned { ON | OFF } ]
[ Workspace Workspace_name ]
[ ParentWorkspace ParentWorkspace_name ]
[ Symbol... ] [ Linestyle Pen(...) ]
[ Regionstyle Pen(...) Brush(...) ] |
Type GRID | Type RASTER
[ ControlPoints ( MapX1, MapY1 ) ( RasterX1, RasterY1 ),
( MapX2, MapY2 ) ( RasterX2, RasterY2 ),
( MapX3, MapY3 ) ( RasterX3, RasterY3 )
[ , ... ] ]
[ CoordSys... ]
[ Charset char_set ] |
Type FME [ Charset char_set ]
CoordSys...
Format format_type
Schema feature_type
[ Use Color ]
[ Database ]
[ SingleFile ]
[ Symbol...]
[ Linestyle Pen(...) ]
[ Regionstyle Pen(...) Brush(...) ]
[ Font... ]
Settings string1 [ , string2 .. ] |
Type SHAPEFILE [ Charset char_set ] CoordSys Auto
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[ PersistentCache { ON | OFF } [ Type { NATIVE | NATIVEX } ] ]
[ Symbol...] [ Linestyle Pen(...) ]
[ Regionstyle Pen(...) Brush(...) ]
Type GPKG
[ Table GeoPackageTableName ]
[ Symbol...] [ Linestyle Pen(...) ]
[ Regionstyle Pen(...) Brush(...) ]
[ Font... ]
[ Coordsys... ]
[ into destination_file ]
}
[ ReadOnly ]

source_file は、既存のデータベース、スプレッドシート、テキスト ファイル、またはラスタ イ
メージ、またはグリッドイメージの名前を表す文字列です。Accessテーブルを登録する場合は、
有効な Access データベース名をこの引数で指定する必要があります。
char_set は文字セットの名前です。文字セットの詳細については、「CharSet 句」を参照してく
ださい。指定しない場合、システム文字セットが使用されます。
delim_char には、フィールドの区切り文字として使用する文字を指定します。タブを区切り文字
として使用する場合は 9を指定します。コンマを区切り文字として使用する場合は 44を指定しま
す。
range_name は、名前付き範囲 (WKS ファイルの場合) またはセル範囲 (XLS ファイルの場合) を
示す文字列です。たとえば、Excelの場合は、"Sheet1!R1C1:R9C6"または "Sheet1!A1:F9"のよう
に範囲を指定できます。
table_name は、Access テーブルを示す文字列です。
pwd は、データベース レベルのパスワードです。データベースがパスワードで保護されている場
合に指定します。
connection_number は、ODBC データベースへの既存の接続を示す整数値です。
connection_stringは、データベースサーバへの接続に使用する文字列です。「Server_ConnectInfo()
関数」を参照してください。
toolkit_name は、"ODBC" または "ORAINET"です。
Workspace_name は、現在のワークスペースの名前です。このワークスペースでテーブルを操作
します。名前は、大文字と小文字が区別されます。
ParentWorkspace_name は、現在のワークスペースの親ワークスペースの名前です。
format_type は、開いている形式を特定するために FME で使用される文字列です。
feature_type は、featuretype (基本的にスキーマ名) を指定します。
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string1 [ , string2 ..]は、ユーザが選択する形式や設定オプションに大きく依存する、Safe Software
FME 固有の設定です。
GeoPackageTableName は、GeoPackage ファイル内のテーブルの名前です。GeoPackage ファ
イルには複数のテーブルを含めることができます。
destination_file は、MapInfo テーブル (.TAB ファイル) に付ける名前を指定します。この文字列に
はパスを含めることができます。パスを指定しない場合は、ソース ファイルと同じディレクトリ
にファイルが作成されます。

説明
MapInfo以外のファイル (dBASEファイルなど)を使用するには、そのファイルを登録する必要が
あります。Register Table文でMapInfo以外のファイル (たとえば、FILENAME.DBF)を指定する
と、MapInfoProはそのファイルの内容を調べて、それに対応したテーブルファイル (filename.TAB)
を作成します。Register Table を使用してテーブル ファイルをいったん構築すれば、その後は通
常の MapInfo テーブルと同様にそのファイルにアクセスできます。
Register Table 文を実行しても、元のデータ ファイルがコピーされることや変更されることはあ
りません。Register Table文の処理では、データを読み取って各フィールドのデータタイプを判定
し、それに基づいて元のファイルとは別にテーブル ファイルを作成します。登録したテーブルは
自動的には開かれません。テーブルを開くには、Open Table 文を使用します。

注 : 各データ ファイルの登録は一度実行するだけで十分です。Register Table 文による適
切なテーブル ファイルの作成がいったん完了していれば、以後の MapInfo Pro セッション
では Register Table を使用してテーブルの登録を繰り返す必要はなく、単にテーブルを開
くだけで済みます。

使用するソース ファイルの形式は Type句で指定します。Typeキーワードの直後に指定できる文
字定数は、NATIVE、NATIVEX、DBF、ASCII、WKS、WMS、WFS、XLS、ACCESS、ODBC、
GRID、RASTER、FME、SHAPEFILE、GPKG のいずれかです。テーブルのタイプによっては、
テーブル ファイルを作成するために更に別の情報が必要な場合があります。登録するファイルが
GRID タイプの場合は、グリッド ファイルから CoordSys 文字列が取得され、MapInfo の .TAB
ファイルが作成されます。ラスタファイルを登録すると、ユーザが [開く]ダイアログボックスか
らラスタ イメージを開く際に [表示] を選択したと場合と同じ .TAB ファイルが生成されます。
Type句に続いて Cache句を指定すると、ODBCテーブルのライブ キャッシュ タイプが MapInfo
TAB 形式 (NATIVE) または MapInfo 拡張 TAB 形式 (NATIVEX) に設定されます。この句を指定し
ないと、NATIVE タイプが使用されます。
登録するファイルのタイプが XLSである場合、文字セットは .tabファイルへの書き込みに使用さ
れるエンコードを指定します。ExcelファイルにUnicodeのパスやファイル名を使用したり、シー
ト名や範囲に Unicode文字を使用したりするには、文字セットを UTF-8に設定する必要がありま
す。
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登録するファイルが GRID タイプの場合は、グリッド ファイルから CoordSys 文字列が取得さ
れ、MapInfoの .TABファイルが作成されます。ラスタファイルを登録する場合は、イメージファ
イルまたは関連付けられたワールド ファイルに位置登録情報が含まれているかどうかによって、
生成される .TAB ファイルが異なります。ファイルのタイプが RASTER である場合、文字セット
は .tab ファイルへの書き込みに使用されるエンコードを指定します。ラスタ イメージに Unicode
のパスまたはファイル名を使用するには、文字セットを UTF-8 に設定します。
CharSet句は、文字セットを指定します。char_setパラメータには、"WindowsLatin1"などの文字
列を指定する必要があります。CharSet句を省略すると、MapInfo Proではシステム文字セットが
使用されます。詳細については、「CharSet 句」を参照してください。
Delimiter句では、区切り文字を文字列として指定します。デフォルトの区切り文字は、タブ文字
です。Titles句を指定すると、ワークシート内の指定したデータ範囲の直前の行がフィールド名と
して使用されます。Range句では、登録するXLSファイル内のワークシートを指定するか、WKS
ファイルの名前付き範囲を指定できます。into句は、自動的に設定されるテーブル名や .TABファ
イルの場所を変更する場合に使用します。デフォルトでは、テーブル ファイルはデータ ファイル
と同じファイル名で作成され、同じディレクトリに保存されます。ただし、DVD などの読み取り
専用デバイスのデータを使用する場合は、書き込みが可能な別のボリュームに .TABファイルを保
存する必要があります。
ControlPointsは、タイプが Grid か Raster のときに指定可能なオプションです。ControlPoints
キーワードを指定するときは、イメージを位置登録するために、最低 3 組のマップ座標とラスタ
座標のペアを続けて指定する必要があります。ControlPointsを指定すると、その指定が優先的に
適用され、イメージまたはワールド ファイルに関連付けられた基準点が存在する場合でも、その
基準点は使用されません。
XLS、Grid、または Raster タイプの場合、Interactive は省略可能です。Grid または Raster タイ
プに対してこのキーワードを指定すると、不足している基準点や投影法の情報の指定を求めるダイ
アログボックスが表示されるようになります。このキーワードを指定しない場合は、ユーザが [開
く] で表示されるダイアログ ボックスを使用してラスタ イメージを開く際に [表示] を選択した場
合と同様、ユーザの入力を求めることなく .TABファイルが生成されます。Shape (SHP)ファイル
を登録する場合、Interactive パラメータは使用できません。

注 : XLS タイプに対して Interactive キーワードを指定すると、Excel ファイルのインポー
ト時に [フィールド プロパティの設定] ウィンドウが表示されるようになります。

WMS ファイルおよび Shape ファイルを使用する場合は、必ず CoordSys 句を指定する必要があ
ります。指定しないと、コンパイラのエラー メッセージが表示されます。その他のタイプを使用
する場合、CoordSys句は省略可能です。CoordSys句を指定すると、その指定が優先的に適用さ
れ、イメージに関連付けられた座標系が存在する場合でもその座標系は使用されません。この指定
は、ワールド ファイルが関連付けられているラスタ イメージを登録するときに便利です。詳細に
ついては、「CoordSys句」を参照してください。提供するCoordSysは、入力 SHPファイルで
使用される必要があります。Register Table 文は、入力 SHP ファイルを別の座標系に再投影しま
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せん。例えば、ソースのSHPファイルがUTMZone18 (NAD83)座標系で作成された場合、Register
Table 文や、SHP ファイルを開くための [開く] ダイアログでは、SHP ファイルを正しく開くため
に同じ座標系を指定する必要があります。
Shape ファイル データセットに .PRJ ファイルが含まれる場合、この文で座標系を指定する代わ
りに Auto トークンを使用します。.PRJ ファイルが存在しない場合、または座標系を MapInfo の
座標系に変換できない場合は、コマンドが失敗し、アプリケーションによってエラー メッセージ
が発行されます。
Symbol句は、Shapeファイルから作成されるポイント オブジェクトで使用するシンボル スタイ
ルを指定します。「Symbol 句」を参照してください。
LineStyle 句は、ライン オブジェクト タイプのライン スタイルを設定します。
Pen 句は、Shape ファイルから作成されるライン オブジェクト タイプで使用するライン スタイ
ルを設定します。「Pen 句」を参照してください。
Regionstyle句は、Shapeファイルから作成されるリージョンオブジェクトタイプで使用するラ
インスタイルおよびフィルスタイルを設定します。「Pen句」および「Brush句」を参照してく
ださい。
Autokey が ON に設定されていると、テーブルはキー自動インクリメント オプションで登録され
ます。AutokeyがOFFに設定されているか、このオプションを省略した場合、テーブルはキー自
動インクリメント機能なしで登録されます。
SQLQuery は、MapInfo テーブルの定義に使用する SQL クエリです。
Versioned は、開く対象のテーブルのバージョン管理が有効 (ON) か無効 (OFF) かを示します。
Use および Color 句を使用して、データセットの色情報を使用します。
Database句を使用して、参照するデータソースがデータベースのものであるかどうかを指定しま
す。
SingleFile句を使用して、参照するデータソースが単一のファイルで構成されていることを指定し
ます。
PersistentCacheを ONに設定すると、テーブルを閉じるときに、開かれている Shapeファイル
からの .MAP および .ID ファイルが保存されます。PersistentCache を OFF に設定すると、テー
ブルを閉じるときに、.MAP および .ID ファイルが削除されます (これらのファイルはテーブルを
開くたびに生成されます)。
Shape ファイル (SHAPEFILE句) の PersistentCache キャッシュは、MapInfo (NATIVE) または
MapInfo拡張 (NATIVEX)のいずれかのテーブル タイプに設定できます。設定しない場合、デフォ
ルトでNATIVEが使用されます。タイプがMapInfoまたはMapInfo拡張ではないテーブルは、TAB
ファイルのエラーとなります。Shape ファイルの文字セットが UTF-8 である場合、NATIVEX
キャッシュ タイプのみを使用できます。持続的キャッシュのタイプを指定する句は、必ず
PersistentCache {ON|OFF} 句に続けて記述する必要があります。
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ReadOnly 句は、テーブルが編集できないことを示します。

Access テーブルの登録
Access テーブルを登録する際、MapInfo Pro は一意のインデックスが設定されているカウンタ型
フィールドが存在するかどうかをチェックします。カウンタ型フィールドが存在する場合、MapInfo
Pro はそのフィールドを .TAB ファイルに登録します。このフィールドは読み取り専用です。
カウンタ型フィールドが存在しない場合は、Accessテーブルに変更が加えられ、MAPINFO_IDと
いう名前のカウンタ型フィールドがテーブルに追加されます。この場合、追加されたカウンタ型
フィールドは MapInfo では表示されません。

注 : このカウンタ型フィールドに対する変更操作は一切実行しないでください。これは
MapInfo Pro による自動管理専用のフィールドです。

Access のデータタイプは、MapInfo で最も近いデータ タイプに変換されます。Access の特殊な
データタイプ (OLE オブジェクトやバイナリ フィールドなど) は、MapInfo Pro では編集できませ
ん。

ODBC テーブルの登録
リモートデータベースからテーブルにライブアクセスするときは、目的のデータベーステーブル
のマップ テーブル (CANADA.TAB など) を先に開いておくことを強くお薦めします。マップ テー
ブルを開いていないと、データベース テーブル全体が一度にダウンロードされるので、長時間待
たされることになります。
マップ テーブルを開き、ズーム機能を使用して、データベース テーブルから取得するテーブル内
の一部の行に対応する領域を拡大してください。たとえば、オンタリオ州に関する行をダウンロー
ドする場合は、まずマップ上でオンタリオ州を拡大します。その後、データベース テーブルを開
くと、マップウィンドウのMBR (最小外接長方形、この例ではオンタリオ州)内の行だけがダウン
ロードされます。
ライブ アクセスに関する既知の問題点と注意事項を次に示します。
• 各テーブルには一意のキー フィールドが 1 つ必要です。
• FastEdit はサポートされません。
• MS Access でキーが文字フィールドの場合、キーの値がフィールド幅よりも小さい行は表示さ
れません。たとえば、キーが char(5)のフィールドで、値が 'aaaa'の場合、その行は表示され
ず、削除されたように見えます。

• ライブ アクセスの場合、[テーブルの保存]ダイアログ ボックスの [読み取り専用]チェック ボッ
クスはグレー表示され、使用できません。

• 別のユーザによる変更は、ブラウザをスクロールするか、何らかの方法で表示を更新するまでは
反映されません。他のユーザが実行した行の追加を表示に反映するには、1 )MBR 検索によって
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行を取得する、または、2 )PACKコマンドを実行する、のどちらかの操作が必要です。ただし、
キャッシュが有効な場合は、移動または縮小操作によってキャッシュデータが無効になるまで、
別のユーザによる更新が表示されない可能性があります。

• [SQL 検索] メニュー項目または MapBasic を使用して、異なる座標系に保存された複数の
SpatialWare テーブルに対してクライアント側で結合を実行すると、問題が発生します。この方
法での結合は効率が低く (テーブルを定義する SQL 文で結合する方が効率的です)、現在のビル
ドで実行すると問題が発生します。

• 8バイトを超える固定小数フィールドに対するインデックスが作成されているOracle 7テーブル
を編集すると、MapInfo Pro はクラッシュします。

• サーバが Oracle の場合、Autokey は新しいキー自動インクリメント機能が使用されるかどうか
を示します。

• Cache OFF 文を接続文字列より前に指定すると、コンパイル時にエラーが起こります。

Shape ファイルの登録
MapInfo Pro で登録した Shape ファイルは、読み取り専用で開くことができます。Shape ファイ
ル自体には投影法の情報が含まれていないため、CoordSys句を必ず指定する必要があります。ま
た、Shape ファイル オブジェクトを MapInfo Pro で表示するときに使用するスタイルを設定する
こともできます。投影法とスタイルの情報は、TAB ファイルにメタデータとして保存されます。

注 : SHP ファイルを登録する場合、Interactive パラメータは使用できません。

例: DBF

Register Table "c:\mapinfo\data\rpt23.dbf"
Type DBF
Into "Report23"

Open Table "c:\mapinfo\data\Report23"

例: ODBC

Open Table "C:\Data\CANADA\Canada.tab" Interactive
Map From Canada
set map redraw off
Set Map Zoom 1000 Units "mi"
set map redraw on
Register Table "odbc_cancaps"
TYPE ODBC
TABLE "Select * From schemaname.can_caps"
CONNECTION
DSN=dsnname;UID=username;PWD=password;DATABASE=dbname
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SERVER=servername
Into
"D:\MI\odbc_cancaps.TAB"

Open Table "D:\MI\odbc_cancaps.TAB" Interactive
Map From odbc_cancaps

例: RASTER

完全な地理参照情報を持つラスタ イメージを登録します (ラスタ ハンドラは少なくとも 3 つの基
準点と投影法を返すことができます)。

Register Table "GeoRef.tif" type RASTER into "GeoRef.TAB"

基準点情報が含まれていて、投影法情報が含まれていないワールド ファイルに関連付けられたラ
スタ イメージを登録します。

Register Table "RasterWithWorld.tif" type RASTER coordsys earth projection

9, 62, "m", -96, 23, 29.5, 45.5, 0, 0 into "RasterWithWorld.TAB"

基準点情報も投影法情報も含まれていないラスタ イメージを登録します。

Register Table "NoRegistration.BMP" type RASTER controlpoints (1000,2000)

(1,2), (2000,3000) (2, 3), (5000,6000) (5,6) coordsys earth projection
9,
62, "m", -96, 23, 29.5, 45.5, 0, 0 into "NoRegistration.tab"

例: SHAPEFILE

以下は、Shape ファイルの登録例です。

Register Table "C:\Shapefiles\CNTYLN.SHP" TYPE SHAPEFILE Charset
"WindowsLatin1" CoordSys Earth Projection 1, 33 PersistentCache Off
linestyle Pen (2,26,16711935) Into "C:\Temp\CNTYLN.TAB"
Open Table "C:\Temp\CNTYLN.TAB" Interactive
Map From CNTYLN

例: ODBC

次の例では、TAB ファイルを作成してから、その TAB ファイルを開いています。

Register Table "SMALLINTEGER" TYPE ODBC
TABLE "Select * From ""MIPRO"".""SMALLINTEGER"""
CONNECTION "SRVR=scout;UID=mipro;PWD=mipro "
toolkit "ORAINET"
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Autokey ON
Into
"C:\projects\data\testscripts\english\remote\SmallIntEGER.TAB"
Open Table "C:\Projects\Data\TestScripts\English\remote\SmallIntEGER.TAB"

Interactive
Map From SMALLINTEGER

次の例では、TABファイルを作成してから、その TABファイルを開いています。この例ではワー
クスペースを使用しています。

Register Table "Gwmusa" TYPE ODBC
TABLE "Select * From ""MIUSER"".""GWMUSA"""
CONNECTION "SRVR=troyny;UID=miuser;PWD=miuser"
toolkit "ORAINET"
Versioned On
Workspace "MIUSER"
ParentWorkspace "LIVE"
Into "C:\projects\data\testscripts\english\remote\Gwmusa.tab"

Open Table "C:\Projects\Data\TestScripts\English\remote\Gwmusa.TAB"
Interactive Map From Gwmusa

例: FME (Universal Data)

Register Table "D:\MUT\DWG\Data\africa_miller.DWG" Type FME
CoordSys Earth Projection 11, 104, "m", 0 Format "ACAD"
Schema "africa_miller" Use Color SingleFile Symbol (35,0,16)
Linestyle Pen (1,2,0) RegionStyle Pen (1,2,0)
Brush (2,16777215,16777215) Font ("Arial",0,9,0)
Settings "RUNTIME_MACROS",
"METAFILE,acad,_EXPAND_BLOCKS,yes,ACAD_IN_USE_BLOCK_HEAD
ER_LAYER,yes,ACAD_IN_RESOLVE_ENTITY_COLOR,yes,_EXPAND_VISIBLE,yes,_BULGES

_AS_ARCS,no,_STORE_BULGE_INFO,no,_READ_PAPER_SPACE,no,ACAD_IN_READ_GROUPS

,no,_IGNORE_UCS,no,_ACADPreserveComplexHatches,no,_MERGE_SCHEMAS,YES",

"META_MACROS",
"Source_EXPAND_BLOCKS,yes,SourceACAD_IN_USE_BLOCK_HEADER_LA
YER,yes,SourceACAD_IN_RESOLVE_ENTITY_COLOR,yes,Source_EXPAND_VISIBLE,yes,

Source_BULGES_AS_ARCS,no,Source_STORE_BULGE_INFO,no,Source_READ_PAPER_SPA

CE,no,SourceACAD_IN_READ_GROUPS,no,Source_IGNORE_UCS,no,Source_ACADPreser

veComplexHatches,no", "METAFILE", "acad", "COORDSYS", "", "IDLIST", ""

Into "C:\Temp\africa_miller.tab"
Open table "C:\Temp\africa_miller.tab"
Map From "africa_miller"
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例: GPKG (GeoPackage)

Register Table "D:\Maps\gpkg\asia.gpkg" Type GPKG
Table "asia_regions"
Symbol (35,0,16) Linestyle Pen (1,2,0)
RegionStyle Pen (1,2,0) Brush (2,16777215,16777215)
Font ("Arial",0,9,0)
Into "D:\Maps\gpkg\asia.tab"

WFS レイヤのトランザクション機能のサポート

構文

Register Table source_file
{ Type NATIVE |
Type DBF [ Charset char_set ] |
Type ASCII [ Delimiter delim_char ][ Titles ][ CharSet char_set ] |
Type WKS [ Titles ] [ Range range_name ] |
Type WMS Coordsys...
Type WFS [ Charset char_set ] Coordsys... [ Symbol... ]
[ Linestyle Pen(...) ] [ Regionstyle Pen(...) Brush(...) ]
[Editable]

意味は次のとおりです。
Editable は [変更を許可] を選択することを表します。
関連項目

Open Table 文、Create Table 文、Server Create Workspace 文、Server Link Table 文

Relief Shade 文

目的
開いているグリッド テーブルにレリーフ色分けの情報を追加します。 この文は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Relief Shade
Grid tablename
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Horizontal xy_plane_angle
Vertical incident_angle
Scale z_scale_factor

tablename は、レリーフ色分けの計算を行う対象のグリッド テーブルの別名です。
xy_plane_angle は、光源の水平面 (xy 平面) における方向角を示す角度です。 xy_plane_angle で
ゼロの値を指定すると、光源は真東に置かれます。 値が大きくなるにつれて、光源は反時計周り
に移動します。たとえば、光源を北西に配置する場合は、xy_plane_angle を 135 に設定します。
incident_angle は、光源の水平面 (xy 平面) からの高さを示す角度 (入射角) です。 incident_angle
でゼロの値を指定すると、光源は地平線上に置かれます。 光源を真上に配置するには、
incident_angle を 90 に設定します。
z_scale_factor は、各グリッド セルの z 成分に適用するスケールです。 z_scale_factor の値を大
きくすると、垂直方向の成分の大きさの差が誇張され、陰影効果がより強調されます。 比較的平
坦な起伏を強調する場合に使用されます。

例

Relief Shade
Grid Lumens
Horizontal 135
Vertical 45
Scale 30

Reload Symbols 文

目的
MapInfo のシンボル ファイルを開いて、そのデータを再読み込みします。これにより [シンボル
スタイル]の操作でダイアログボックスを開いたときに表示されるシンボルのセットを変更できま
す。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文 1 (MapInfo 3.0 シンボル)

Reload Symbols
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構文 2 (ビットマップ ファイル シンボル)

Reload Custom Symbols From directory

directory は、ディレクトリ パスを表す文字列です。

説明
この文は SYMBOL.MBXユーティリティで使用されます。このユーティリティを使用するとカスタ
ム シンボルを作成できます。

注 : MapInfo 3.0シンボルは、MapInfo for Windows 3.0およびそれ以降のMapInfo Proに標
準で付属しているシンボル セットです。

関連項目

Alter Object 文

RemoteMapGenHandler プロシージャ

目的
予約済みのプロシージャ名です。OLE オートメーション クライアントが MapGenHandler オート
メーション メソッドを呼び出すと、そのメソッドからこのプロシージャが呼び出されます。

構文

Declare Sub RemoteMapGenHandler

Sub RemoteMapGenHandler
statement_list

End Sub

statement_list は、OLE オートメーション クライアントが MapGenHandler オートメーション メ
ソッドを呼び出した際に実行される MapBasic 文のリストです。

説明
RemoteMapGenHandlerは、特別な目的で使用される MapBasic プロシージャで、OLE オート
メーションにより呼び出されます。 OLE オートメーションを使用して MapInfo Pro を管理してい
る場合、MapGenHandlerメソッドを呼び出すと、MapInfoProは、実行中のいずれかのMapBasic
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アプリケーションの RemoteMapgenHandlerプロシージャを呼び出します。 MapGenHandlerメ
ソッドは、MapInfo Pro 4.1 で導入された MapGen オートメーション モデルの一部です。
MapGenHandler オートメーション メソッドは 1 つの引数 (文字列) を取ります。
RemoteMapGenHandler プロシージャ内で、指定された引数の文字列を取得するには、
CommandInfo(CMD_INFO_MSG)を呼び出しし、その結果を文字列変数に割り当てます。

例
RemoteMapGenHandlerの使用例については、サンプル プログラム MAPSRVR.MB を参照してく
ださい。

RemoteMsgHandler プロシージャ

目的
予約済みのプロシージャ名です。リモート アプリケーションが実行メッセージを送ると、このプ
ロシージャが呼び出されます。

構文

Declare Sub RemoteMsgHandler

Sub RemoteMsgHandler
statement_list

End Sub

statement_list は、実行メッセージの受信時に実行される文のリストです。

説明
RemoteMsgHandlerは、特定の目的に使用される MapBasicプロシージャで、アプリケーション
間通信によるメッセージの受信時に処理を実行します。RemoteMsgHandler という名前のプロ
シージャを含む MapBasic アプリケーションを実行している場合、他のアプリケーション (たとえ
ば、スプレッドシートやデータベースパッケージ)が "実行"コマンドを発行するたびに、MapInfo
Proが自動的に RemoteMsgHandlerプロシージャを呼び出します。このMapBasicプロシージャ
は、CommandInfo() 関数を呼び出して、実行コマンドに対応する文字列を取得します。
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RemoteMsgHandler プロシージャは、不要になった時点で、End Program 文を使用して終了さ
せることができます。ただし、RemoteMsgHandler プロシージャが必要な間に End Program 文
を発行しないように注意が必要です。

Windows DDE を使用したアプリケーション間通信
DDE (Dynamic Data Exchange) 通信を実行できる Windows アプリケーションでは、そのアプリ
ケーションの側から MapInfo Pro との通信を開始することができます。この通信では外部アプリ
ケーションがクライアント (能動側)であり、特定のMapBasicアプリケーションがサーバ (受動側)
です。
DDEクライアントが実行コマンドを送信するたびに、MapInfoProはサーバのRemoteMsgHandler
プロシージャを呼び出します。RemoteMsgHandlerプロシージャ内では、コマンドの文字列を取
得するために次の関数呼び出しを使用することができます。

CommandInfo(CMD_INFO_MSG)

意味は次のとおりです。

CMD_INFO_MSG (1000)

これにより、リモートアプリケーションから送信された文字列を取得できます。このDDE通信で
は、RemoteMsgHandler の機能を効率的に使用するために、非アクティブなアプリケーション
(たとえば、"C:\MAPBASIC\DISPATCH.MBX")の名前をトピックとして使用する必要があります。
関連項目

DDEExecute 文, DDEInitiate() 関数, SelChangedHandler プロシージャ, ToolHandler プロシー
ジャ,WinChangedHandler プロシージャ,WinClosedHandler プロシージャ

RemoteQueryHandler() 関数

目的
DDE サーバとして機能している MapBasic プログラムに対して DDE クライアントが "ピーク" リ
クエストを実行したときに呼び出される特別な関数です。この関数は、MapInfo ProのMapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。
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構文

Declare Function RemoteQueryHandler() As String

Function RemoteQueryHandler() As String
statement_list

End Function

statement_list は、ピーク リクエストの受信時に実行される文のリストです。

説明
RemoteQueryHandler()関数は、DDE (Dynamic Data Exchange)と連携して機能します。DDEの
概要については、『MapBasic ユーザーズ ガイド』を参照してください。外部アプリケーション
は、MapBasic プログラムとの DDE 通信を開始することができます。通信を開始する際、外部ア
プリケーションはDDEアプリケーション名として "MapInfo"を使用し、DDEトピックとしては相
手のMapBasicアプリケーション名を使用します。いったん通信が開始されると、外部アプリケー
ション (クライアント)はピークリクエストを発行することで、MapBasicアプリケーション (サー
バ) に対してデータを要求することができます。
ピーク リクエストを処理するには、MapBasic アプリケーションで RemoteQueryHandler()とい
う関数を定義します。クライアントアプリケーションがピークリクエストを発行すると、MapInfo
Proは自動的に RemoteQueryHandler()関数を呼び出します。クライアントのピーク リクエスト
は同期的に処理されます。つまり、クライアントは RemoteQueryHandler()関数が値を返すまで
待機します。

注 : DDEクライアントは、MapBasicプログラムの中で RemoteQueryHandler()関数が定
義されていない場合でも、プログラム内のグローバル変数をピークすることができます。ク
ライアントがMapBasicグローバル変数の名前を指定してピークリクエストを発行すると、
MapInfo Pro は RemoteQueryHandler()の呼び出しを行わず、自動的にそのグローバル変
数の値をクライアントに戻します。つまり、外部からの値の取得を可能にしたいデータがす
でにグローバル変数として格納されている場合には、RemoteQueryHandler()を定義する
必要はありません。

例
次の例では、CommandInfo() 関数を呼び出して、DDE クライアントが指定した項目名を取得し
ています。この項目名はフラグとして使用されます。つまり、このプログラムはクライアントが項
目名として "code1" と指定したかどうかを調べ、それに基づいて返す値を決定します。

Function RemoteQueryHandler() As String
Dim s_item_name As String
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s_item_name = CommandInfo(CMD_INFO_MSG)

If s_item_name = "code1" Then
RemoteQueryHandler = custom_function_1()
Else
RemoteQueryHandler = custom_function_2()
End If

End Function

関連項目

DDEInitiate() 関数、RemoteMsgHandler プロシージャ

Remove Cartographic Frame 文

目的
Create Cartographic Legend文で作成された既存の地図凡例から地図凡例フレームを削除するた
めに使用します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Remove Cartographic Frame
[ Window legend_window_id ]
Id frame_id, frame_id, frame_id, ...

legend_window_idは、FrontWindow()関数およびWindowID()関数の呼び出しによって取得可能
な整数値のウィンドウ ID です。
frame_idは凡例枠の IDです。レイヤ名は使用できません。たとえば、凡例にフレームが 3つある
場合、各フレームの ID は1、2、3 と連続した値になります。
関連項目

Add Cartographic Frame文、Alter Cartographic Frame文、Create Cartographic Legend文、
Set Cartographic Legend 文
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Remove Designer Frame 文

目的
Create Designer Legend 文またはレイアウト ウィンドウを使用して作成した既存の凡例ウィン
ドウから凡例フレームを削除します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行
できます。

構文

Remove Designer Frame
[ Window legend_or_layout_window_id ]
Id frame_id, frame_id, frame_id, ...

legend_or_layout_window_idは、凡例デザインウィンドウまたはレイアウトウィンドウの整数の
ウィンドウ識別子で、FrontWindow() 関数および WindowID() 関数を呼び出して取得できます。
frame_id は、凡例またはレイアウトのフレームの ID です。レイヤ名は使用できません。たとえ
ば、凡例またはレイアウトにフレームが 3つある場合、各フレームの IDは 1、2、3と連続した値
になります。
Window句を省略すると、この文は最前面のウィンドウ、あるいは状況に応じて最前面の凡例ウィ
ンドウまたは最前面のレイアウト ウィンドウに適用されます。
関連項目

AddDesigner Frame文、Alter Designer Frame文、Create Designer Legend文、Set Designer
Legend 文

Remove Designer Page 文

この文は、1 つのページをレイアウト ウィンドウから削除します。 この文は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Remove Designer Page
[ Window layout_win ] ID page_number [ , page_number2 . . . ]
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layout_win はレイアウト ウィンドウのウィンドウ識別子です。
page_number はページ番号で、1 から始まり、レイアウト ウィンドウにあるページ数が最大とな
ります。複数のページ番号を指定するには、カンマで番号を区切ります。

説明
Remove Designer Page 文は、1 つ以上のページをレイアウト ウィンドウから削除します。レイ
アウトにページが 1 つしかない場合は、この文を使ってページを削除することはできません。レ
イアウトから最後のページを削除する唯一の方法は、レイアウト ウィンドウを閉じることです
(Close Window 文を参照)。
次のケースでエラーが生成されます。
• pageNum 値が 1 未満またはページ数より大きい場合にエラー 8221 が生成されます。
• 文に同じページ番号が重複して含まれる場合にエラー 8220 が生成されます。

例

Remove Designer Page Window FrontWindow( ) ID 3, 4

関連項目

Close Window 文, Create Designer Legend 文, Add Designer Frame 文, Add Designer Page
文, Add Designer Text 文, Add Image Frame 文

Remove Designer Text 文

Remove Designer Text 文は、凡例ウィンドウからテキスト フレームを削除します。 この文は、
MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Remove Designer Text
[ Window legend_window_id ]
[ ID textframe_id [, textframe_id] . . .]

legend_window_id は、FrontWindow( ) 関数および WindowID( ) 関数の呼び出しによって取得可
能な整数値のウィンドウ ID です。
textframe_id は、凡例ウィンドウ内にあるテキスト フレーム (凡例フレームではない) の一意の識
別子です。複数の ID がある場合はカンマで区切ります。
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説明
ID は、削除するテキスト フレームの ID を指定します。

例

Remove Designer Text Window frontwindow()
ID 1, 2, 4

関連項目

Create Designer Legend 文、Add Designer Text 文、Alter Designer Text 文

Remove Map 文

目的
マップ ウィンドウから 1 つ以上のレイヤを削除します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic
ウィンドウから発行できます。

構文

Remove Map [ Window window_id ]
Layer map_layer [ , map_layer ... ] |
GroupLayer group_id [ , group_id ... ]
[ Interactive ]

window_id は、マップ ウィンドウの整数値のウィンドウ識別子です。ウィンドウ識別子を取得す
るには、FrontWindow() 関数または WindowID() 関数を呼び出します。
map_layer は、削除するレイヤを指定します。以下の例を参照してください。

説明
Remove Map 文は、マップ ウィンドウから 1 つ以上のレイヤまたはグループ レイヤを削除しま
す。window_id を指定しない場合は、一番上のマップ ウィンドウが操作対象となります。
group_id は、マップ内の特定のグループを表す 0 より大きい整数、またはグループ レイヤの名前
です。グループ レイヤの名前の場合は、リスト内の同じ名前のグループ レイヤのうち、上から 1
番目のグループレイヤが削除されます。map_layerも一意の識別子を参照するので、任意のグルー
プ内のマップ レイヤを参照できます。ただし、グループ全体およびそのグループ内にネストされ
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たをすべてのグループを削除する場合は、GroupLayer句を使用します。map_layerパラメータと
して指定できるのは、次の表に示すように、0より大きい整数、テーブル名を示す文字列、または
Animate キーワードです。

例の説明例

map_layerパラメータとして "1"を指定すると、(システム
レイヤ以外の) 一番上のマップ レイヤが削除されます。最
上面の2つのレイヤを削除するには、"1, 2"と指定します。
例:

Remove Map GroupLayer 1

リスト内の先頭のグループ レイヤが削除されます。

Remove Map Layer 1

Zones レイヤが削除されます (マップ内に "Zones" という
名前のレイヤが含まれていると想定しています)。Remove Map Layer "Zones"

Zonesレイヤを基盤とする最初の主題図レイヤが削除され
ます。Remove Map Layer "Zones(1)"

アニメーション レイヤが削除されます。アニメーション
レイヤの追加方法については、「Add Map 文」を参照し
てください。

Remove Map Layer Animate

Interactive キーワードを指定すると、レイヤの削除によってラベルまたは主題図が失われる場合
にはダイアログが表示され、ワークスペースを保存するか、そのままレイヤの削除を実行してラベ
ルや主題図を破棄するか、またはレイヤの削除を中止するかをユーザが選択できるようになりま
す。Interactive キーワードを省略すると、ユーザに選択を求めることなく削除処理が実行されま
す。
Remove Map 文によってテーブルが閉じられることはありません。この文の影響を受けるのは、
マップ ウィンドウに表示されるレイヤの数だけです。ただし、Remove Map 文によってマップ
ウィンドウのシステムレイヤ以外の最後のレイヤが削除される場合は、MapInfoProによって自動
的にそのウィンドウが閉じられます。
関連項目

Create Map 文、Map 文、Set Map 文
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Rename File 文

目的
ファイルの名前を変更します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できま
す。

構文

Rename File old_filespec As new_filespec

old_filespec は、既存のファイル名を示す文字列です (必要に応じてパスも指定可能)。現在開いて
いるファイルは指定できません。
new_filespecは、ファイルに新たに付ける名前を示す文字列です (必要に応じてパスも指定可能)。

説明
Rename File 文はファイルの名前を変更します。
new_filespecパラメータで、そのファイルに付ける新しい名前を指定します。new_filespecでファ
イルの元の位置とは異なるディレクトリが指定された場合、MapInfo Proは指定されたディレクト
リにそのファイルを移動します。

例

Rename File "startup.wor" As "startup.bak"

関連項目

Rename File 文、Save File 文

Rename Table 文

目的
MapInfo テーブルを構成するファイルの名前を変更します (必要に応じてファイルの場所も変更可
能)。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。
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構文

Rename Table table As newtablespec

table は、開いているテーブルの名前です。
newtablespec は、テーブルに新たに付ける名前です (必要に応じてパスも指定可能)。

説明
Rename Table 文は、開いているテーブルに新しい名前を割り当てます。
newtablespec パラメータで、そのテーブルに付ける新しい名前を指定します。newtablespec が
ディレクトリ名を含む場合、MapBasicはテーブルの名前を変更するだけでなく、指定されたディ
レクトリへのテーブルの移動を試みます。Rename Table 文は、テーブルを構成する物理ファイ
ルの名前を変更します。この効果は永続的です (Rename Table文が再度実行されない限りテーブ
ル名は変化しません)。

注 : この操作によって既存のワークスペースが無効になる場合があります。テーブル名変
更の実行前に作成されたワークスペースは、名前の変更後は、すでに無効となった以前の名
前でテーブルを参照することになります。

テーブルに作業用の一時的な名前を割り当てる場合は、Rename Table 文を使用しないでくださ
い。テーブルに一時的な名前を割り当てる必要がある場合は、Open Table 文のオプションの As
句を使用してください。
Rename Table 文では、実際には "ビュー" であるテーブルの名前を変更することはできません。
たとえば、StreetInfoテーブル (SF_STRTSなど)は、実際には、他の 2つのテーブル (SF_STRT1
および SF_STRT2)を結合して生成されたビューです。この場合、Rename Table文を呼び出して
も、SF_STRTSテーブルの名前は変更されません。一時クエリテーブル (たとえば、QUERY1)の
名前を変更することはできません。また、編集操作の実行後に保存されていないテーブルの名前も
変更できません。テーブル内に保存されていない内容がある場合は、名前の変更を行う前にその編
集内容を保存または破棄 (Rollback) する必要があります。

例
次の例は、casanfra テーブルの名前を sf_hiway に変更します。

Open Table "C:\DATA\CASANFRA.TAB"
Rename Table CASANFRA As "SF_HIWAY.TAB"
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次の例は、テーブルの名前を変更すると同時にテーブルを異なるディレクトリパスに移動します。

Open Table "C:\DATA\CASANFRA.TAB"
Rename Table CASANFRA As "c:\MAPINFO\SF_HIWAY"

関連項目

Close Table 文、Drop Table 文

Reproject 文

目的
次にテーブルをブラウズする際に表示するフィールドを指定できます。 この文は非推奨になりま
した。

Resume 文

目的
OnError エラー ハンドラからコントロールを戻します。

構文

Resume { 0 | Next | label }

label は、同じプロシージャまたは関数内のラベルです。

制限事項
MapBasic ウィンドウから Resume 文を発行することはできません。

説明
Resume 文は、エラー処理ルーチンを終了して通常の処理を再開するために使用します。
エラー発生時にエラー処理ルーチンを実行するには OnError 文を使用します。エラー処理ルーチ
ンは、MapBasicが実行時エラーの発生時に実行する文のグループです。通常、各エラー処理ルー
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チンには 1 つ以上の Resume 文が含まれます。Resume 文が発行されると、MapBasic はエラー
処理ルーチンを終了します。
アプリケーションでは、さまざまな形式の Resume 文を使用して、エラー処理ルーチン終了直後
に実行する文を指定することができます。
Resume 0文は、MapBasicに対して、エラーが発生した位置に戻ってその文を再試行するように
指示します。
Resume Next 文は、MapBasic に対して、エラーを生成した文の直後の文に進むように指示しま
す。
Resume label文は、MapBasicに対して、labelで指定された行から処理を続行するように指示し
ます。label で指定可能な行は同じプロシージャ内の行のみであることに注意してください。

例

...
OnError GoTo no_states
Open Table "states"
Map From states
after_mapfrom:
...
End Program
no_states:
Note "Could not open States; no Map used."
Resume after_mapfrom

関連項目

Err() 関数、Error 文、Error$() 関数、OnError 文

RGB() 関数

目的
Red、Green、Blue 成分の設定から計算される RGB 色値を返します。 この関数は、MapInfo Pro
の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

RGB( red, green, blue )
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red は、0 から 255 までの数値式で、赤の濃さを表します。
green は、0 から 255 までの数値式で、緑の濃さを表します。
blue は、0 から 255 までの数値式で、青の濃さを表します。

戻り値
整数

説明
一部の MapBasic 文 (Create Point 文など) では、ペンまたはブラシ定義の一部として色を指定す
ることができます。MapBasic のペンおよびブラシ定義では、RGB 値と呼ばれる 1 つの整数値で
色を指定する必要があります。RGB() 関数を使用すると、この RGB 値を計算することができま
す。
色は赤、緑、青の 3 つの成分の相対的な濃さで定義されます。そのため、RGB() 関数では、3 原
色のそれぞれの色の濃さを表す red、green、blue の 3 つのパラメータを受け取ります。各色の成
分は、0 から 255 までの整数値 (0 と 255 を含む) で指定する必要があります。
任意の色の RGB 値は次の式によって計算されます。

( red * 65536) + ( green * 256) + blue

標準の定義ファイル MAPBASIC.DEF には、よく使われる一般的な色 (BLACK、WHITE、RED、
GREEN、BLUE、CYAN、MAGENTA、YELLOW) を定義する Define 文が含まれています。たと
えば赤を指定する場合には、RGB()関数を呼び出す代わりに、単にRED識別子を指定してこの定
義済みの色を使用することができます。

例
次の例では、変数 color に格納される RGB 値は純粋な濃い赤を表します。

Dim red,green,blue,color As Integer
red = 255
green = 0
blue = 0
color = RGB(red, green, blue)

関連項目

Brush 句、Font 句、Pen 句、Symbol 句
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Right$() 関数

目的
文字列の右端を含む一部、または文字列全体を返します。この関数は、MapInfo ProのMapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

Right$( string_expr, num_expr )

string_expr は文字列式です。
num_expr は数値式です。

戻り値
String

説明
Right$() 関数は、string_expr で指定された文字列の右端部分を文字列として返します。返す文字
列の長さ (文字数) は num_expr で指定します。
num_expr パラメータにはゼロ以上の整数値を指定する必要があります。num_expr に分数値を指
定した場合、MapBasicはその値を最も近い整数値に丸めます。num_exprがゼロの場合、Right$()
関数は null 文字列を返します。string_expr で指定した文字列の文字数より大きい値を num_expr
に指定すると、Right$() 関数は、string_expr 文字列全体のコピーを返します。

例

Dim whole, partial As String
whole = "Afghanistan"
partial = Right$(whole, 4)

' at this point, partial contains the string: "stan"

関連項目

Left$() 関数、Mid$() 関数
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Rnd() 関数

目的
乱数を返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができま
す。

構文

Rnd( list_type )

list_type は乱数リストの種類を指定します。

戻り値
0 と 1 の間の浮動小数 (0 および 1 は含まれません)。

説明
Rnd() 関数はゼロより大きく 1 より小さい任意の浮動小数値を返します。
通常はRnd(1) という形で使用されることが多く、その場合、この関数は乱数を返します。プログ
ラムで Randomize 文を使用しないと、乱数のシーケンスは常に同じになります。list_type パラ
メータに任意の正の値を指定すると、このタイプの結果が生成されます。
Rnd(0)は一般的にはあまり使用されない形式です。この形式の Rnd()関数は、この関数の前回の
実行時に生成された乱数を返します。この機能は主としてデバッグのために提供されているもので
す。
Rnd(-1)のように list_typeに負の値を指定することはほとんどありません。負の値を指定すると、
Randomize 文を発行したかどうかに関係なく、Rnd() 関数は常に同じ数を返します。この機能は
主としてデバッグのために提供されているものです。

例

Chknum = 10 * Rnd(1)

関連項目

Randomize 文
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Rollback 文

目的
テーブルの未保存の編集内容を破棄します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウか
ら発行できます。

構文

Rollback Table tablename

tablename は、開いているテーブルの名前です。

説明
指定されたテーブル内に編集操作で変更されたまま保存されていないデータが存在する場合に
Rollback文を使用すると、その未保存の編集内容が破棄されます。ユーザは [テーブルの復帰]コ
マンドを選択しても、同様の結果を得ることができます。ただし、この場合はダイアログ ボック
スが表示されます。

注 : クエリ テーブルに対して Rollback を実行すると、MapInfo Pro は、クエリに使用され
た永久テーブル内の未保存の編集内容を破棄します (ただし、Select文のGroup By句を使
用する場合など、クエリで結合や集計結果が生成される場合を除きます)。

たとえば、ある永久テーブル (たとえば WORLD) に対する編集操作を行った後に、WORLD に対
する Select を実行して、そのクエリの結果をブラウズする場合、MapInfo Pro はその Selection
テーブルの "スナップショット"を作成し、そのスナップショットにQUERY1などの名前を付けま
す。そして、その QUERY1 テーブルに対して Rollback を実行すると、MapInfo Pro は WORLD
テーブルの未保存の編集内容を全て破棄します。これはQUERY1テーブルがWORLDテーブルに
基づいているためです。
リンクテーブルに対してRollback文を使用すると、未保存の編集内容が破棄され、テーブルは未
保存の編集操作が行われる前の状態に戻ります。

例

If keep_changes Then
Table towns

Else
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Rollback Table towns
End If

関連項目

Commit Table 文

Rotate() 関数

目的
回転アンカー ポイントを中心としてオブジェクト (テキスト オブジェクト以外) を回転します。
この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

Rotate( object, angle )

object は、回転する対象のオブジェクトを表します。テキスト オブジェクトは指定できません。
angle は、オブジェクトの回転角度 (度数) を表す浮動小数値です。

戻り値
回転後のオブジェクト

説明
Rotate() 関数はテキスト オブジェクト以外のすべてのタイプのオブジェクトを、元のオブジェク
トは一切変更せずに回転します。
テキストオブジェクトを回転するには、Alter Object OBJ_GEO_TEXTANGLE文を使用します。
弧、楕円、長方形、または面取り長方形を回転する場合は、各ノードが回転できるように、回転後
のオブジェクトは折れ線/ポリゴンに変換されます。

例

dim RotateObject as object
Open Table "C:\MapInfo_data\TUT_USA\USA\STATES.TAB"
map from states
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select * from States where state = "IN"
RotateObject = rotate(selection.obj, 45)
insert into states (obj) values (RotateObject)

関連項目

RotateAtPoint() 関数

RotateAtPoint() 関数

目的
指定のアンカーポイントを中心としてオブジェクト (テキストオブジェクト以外)を回転します。
この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

RotateAtPoint( object, angle, anchor_point_object )

object は、回転する対象のオブジェクトを表します。テキスト オブジェクトは指定できません。
angle は、オブジェクトの回転角度 (度数) を表す浮動小数値です。
anchor_point_objectは、オブジェクトの各ノードの回転中心となるアンカー ポイントを表すオブ
ジェクトです。

戻り値
回転後のオブジェクト

説明
RotateAtPoint()関数はテキストオブジェクト以外のすべてのタイプのオブジェクトを、元のオブ
ジェクトは一切変更せずに回転します。
テキストオブジェクトを回転するには、Alter Object OBJ_GEO_TEXTANGLE文を使用します。
弧、楕円、長方形、または面取り長方形を回転する場合は、各ノードが回転できるように、回転後
のオブジェクトは折れ線/ポリゴンに変換されます。
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例

dim RotateAtPointObject as object
dim obj1 as object
dim obj2 as object
Open Table "C:\MapInfo_data\TUT_USA\USA\STATES.TAB" ]
map from states
select * from States where state = "CA"
obj1 = selection.obj
select * from States where state = "NV"
obj2 = selection.obj
oRotateAtPointObject = RotateAtPoint(obj1 , 65, centroid(obj2))
insert into states (obj) values (RotateAtPointObject )

関連項目

Rotate() 関数

Round() 関数

目的
指定の数値を丸めて得られた数値を返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンド
ウから呼び出すことができます。

構文

Round( num_expr, round_to )

num_expr は数値式です。
round_to は、num_expr を丸める基準となる数です。

戻り値
浮動小数

説明
Round() 関数は、num_expr 式で指定された数値を丸めた数値を返します。
結果の精度は round_to パラメータによって決まります。Round() 関数は、num_expr の値を
round_toパラメータの倍数で最も近い値に丸めます。たとえば、round_toが0.01の場合、num_expr
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の値は最も近い小数点以下 2 桁の数に丸められます。また、round_to が 5 の場合は、最も近い 5
の倍数に丸められます。

例

Dim x, y As Float
x = 12345.6789

y = Round(x, 100)
' y now has the value 12300

y = Round(x, 1)
' y now has the value 12346

y = Round(x, 0.01)
' y now has the value 12345.68

関連項目

Fix() 関数、Format$() 関数、Int() 関数

RTrim$() 関数

目的
文字列の終わりからスペース文字を削除し、その結果の文字列を返します。この関数は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

RTrim$( string_expr )

string_expr は文字列式です。

戻り値
String

説明
RTrim$() 関数は、string_expr で指定された文字列の終端部のスペースを削除し、結果として得ら
れる文字列を返します。
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例

Dim s_name As String
s_name = RTrim$("Mary Smith ")

s_name には、文字列 "Mary Smith" (終端部にスペースがない) が格納されます。
関連項目

LTrim$() 関数

Run Application 文

目的
MapBasic アプリケーションを実行するか、または MapInfo ワークスペースを開きます。 この文
は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Run Application [ NoMRU ] file [ Mode default | Current ]

file は、アプリケーション ファイルまたはワークスペース ファイルの名前です。
Mode default は、新しいワークスペースを開きますが、現在開かれているワークスペースを閉じ
たり保存したりするように促すことはしません。
ModeCurrrentは、新しいワークスペースを開き、現在開かれているワークスペースを閉じるか保
存するよう促します。
この文に NoMRU 句を含めると、最近使用したファイルのリストにアプリケーションまたはワー
クスペースの名前が追加されません。

説明
Run Application文は、MapBasicアプリケーションを実行するか、またはMapInfoワークスペー
スを開きます。Run Application文を発行することによって、1つのMapBasicアプリケーション
から他のアプリケーションを実行することができます。この場合、fileパラメータには、コンパイ
ル済みアプリケーションのファイル名を指定する必要があります。RunApplication文で、コンパ
イルされていないアプリケーションを実行することはできません。RunApplication文によって起
動されたアプリケーションを停止するには、Terminate Application 文を使用します。

797MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



例
次の文は、MapBasic アプリケーションである REPORT.MBX を実行します。

Run Application "C:\MAPBASIC\APP\REPORT.MBX"

次の文は、ワークスペース PARCELS.WOR を読み込みます。

Run Application "Parcels.wor"

関連項目

Run Command 文、Run Menu Command 文、Run Program 文、Terminate Application 文

Run Command 文

目的
文字列で表された MapBasic コマンドを実行します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィ
ンドウから発行できます。

構文

Run Command command

command は、MapBasic 文を表す文字列です。

説明
Run Command 文は、文字列を MapBasic 文として解釈し、その文を実行します。
command パラメータはコンパイル時ではなく実行時に解釈されるので、Run Command 文には
それに伴ういくつかの制限があります。RunCommand文を使用してDialog文を発行することは
できません。また、command文字列内に変数名を含めることはできません。つまり、変数名を引
用符で囲んで指定することはできません。たとえば、次の例ではコマンド文字列の境界を定める引
用符の内側に変数名 x と y が含まれているので、この一連の文は動作しません。

' this example WON'T work
Dim cmd_string As String
Dim x, y As Float
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cmd_string = " x = Abs(y) "
Run Command cmd_string

ただし、command 文字列を構成する際に変数名を使用することは可能です。
次の例では、文字変数を含む式を使用して command 文字列を組み立てています。

'this example WILL work
Dim cmd_string As String
Dim map_it, browse_it As Logical

Open Table "world"
If map_it Then
cmd_string = "Map From "
Run Command cmd_string + "world"
End If
If browse_it Then
cmd_string = "Browse * From "
Run Command cmd_string + "world"
End If

例
Run Command 文を使用すると、可変長の引数リストを持つコマンドを柔軟な形で発行すること
ができます。たとえば、MapFrom文では、引数として1つのテーブル名、または2つ以上のテー
ブル名をコンマで区切ったリストを指定できます。アプリケーションでは、Map From 文の引数
として指定するテーブル名の数を実行時に (ユーザからのフィードバックに基づいて) 決定するこ
とが必要な場合があります。これを実現する方法の 1 つは、コマンドの文字列を実行時に組み立
てて、そのコマンドを Run Command 文によって実行することです。

Dim cmd_text As String
Dim cities_wanted, counties_wanted As Logical

Open Table "states"
Open Table "cities"
Open Table "counties"

cmd_text = "states" ' always include STATES layer

If counties_wanted Then
cmd_text = "counties, " + cmd_text
End If

If cities_wanted Then
cmd_text = "cities, " + cmd_text
End If

Run Command "Map From " + cmd_text
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次の例は、既存のマップのウィンドウ IDを取得し、それに基づいてマップウィンドウを複製する
方法を示しています。WindowInfo()関数はMapBasic文を含む文字列を返します。RunCommand
文はこの文字列を実行します。

Dim i_map_id As Integer

' First, get the ID of an existing Map window
' (assuming the Map window is the active window):
i_map_id = FrontWindow()

' Now clone the active map window:
Run Command WindowInfo(i_map_id, WIN_INFO_CLONEWINDOW)

関連項目

Run Application 文、Run Menu Command 文、Run Program 文

Run Menu Command 文

目的
ユーザが手動でメニュー項目を選択した場合と同様に、MapInfoProメニューコマンドを実行しま
す。ボタンパッドのボタンを選択するためにも使用できます。この文は、MapInfoProのMapBasic
ウィンドウから発行できます。

構文

Run Menu Command { command_code | ID command_ID }

command_code は、標準メニュー項目またはボタンを表す整数値コード (M_FILE_NEW など) で
す (指定可能な整数値コードは MENU.DEF で定義されています)。
command_ID は、カスタム メニュー項目またはカスタム ボタンを表す数値です。

説明
MapInfo Pro の標準のメニュー コマンドを実行するには、command_code パラメータを指定しま
す。このパラメータの値は MENU.DEFで定義されているメニューコードのいずれかと一致する必
要があります。たとえば、次のMapBasic文はMapInfo Proの [ファイル] > [新規]コマンドを実行
します。

Run Menu Command M_FILE_NEW
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MapInfoのボタンパッドの標準ボタンのいずれかを選択するには、そのボタンのコード (MENU.DEF
で定義されているコード) を指定します。たとえば、次の文は [半径選択] ボタンを選択します。

Run Menu Command M_TOOLS_SEARCH_RADIUS

カスタム ボタンまたはカスタム メニュー コマンド (すなわち、MapBasic プログラムで作成され
たボタンまたはメニュー コマンド) を選択するには、ID 句を使用します。
たとえば、プログラムで以下の文を使用してカスタムのツール ボタンを作成するとします。

Alter ButtonPad ID 1 Add
ToolButton
Calling sub_procedure_name
ID 23
Icon MI_ICON_CROSSHAIR

この場合、このボタンの ID として 23 が割り当てられます。次の文では、このボタンが選択され
ます。

Run Menu Command ID 23

MapBasic では、次の Run Menu Commnand 文を使用して MapInfo Pro の [ヘルプ] > [MapInfo
社ホームページへ接続] コマンドを実行することもできます。

Run Menu Command M_HELP_MAPINFO_WWW_TUTORIAL

[クエリ] > [選択の反転] コマンドを実行するには、次の MapBasic 文を使用します。

Run Menu Command M_QUERY_INVERTSELECT.

次の構文を使用すると、[オプション] > [環境設定] > [プリンタ] を選択した場合と同様にページ設
定にアクセスできます。

RUN MENU COMMAND M_EDIT_PREFERENCES_PRINTER

MapInfo Proコミュニティの参加者が書き込んだMapBasicアプリケーションのリポジトリをまと
めた Web ページを開くには、M_MBTOOL_GET_MB_UTILITIESを使用します。

RUN MENU COMMAND M_MBTOOL_GET_MB_UTILITIES

関連項目

Run Application 文、Run Program 文
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統合マッピング アプリケーション
統合マッピングアプリケーションでは、レイヤ管理をウィンドウとして表示できません。ただし、
統合マッピング アプリケーションでは、Run Menu Command 文で
M_MAP_LAYER_CONTROL_DIALOGコマンドを使用することによって、レイヤ管理をモーダル
ダイアログ ボックスとして表示できます。次に例を示します。

Run Menu Command M_MAP_LAYER_CONTROL_DIALOG

[環境設定] ダイアログ ボックス
MapInfo Pro の [環境設定] ダイアログ ボックスは特別なケースです。[環境設定] ダイアログ ボッ
クスにはいくつかのボタンがあり、それぞれサブ ダイアログ ボックスを表示します。Run Menu
Command では、これらのサブ ダイアログ ボックスを個々に呼び出すことができます。たとえ
ば、以下の文は [マップ ウィンドウの設定] サブ ダイアログ ボックスを表示します。

Run Menu Command M_EDIT_PREFERENCES_MAP

ウィンドウを前面へ移動
[ウィンドウ] メニューのウィンドウ リストに含まれるウィンドウを前面に移動するには、
M_WINDOW_FIRSTWINを使用します。

Run Menu Command M_WINDOW_FIRSTWIN

また、このコマンドは、ウィンドウ枠をレイアウト ウィンドウ上のレイアウトで前面に移動した
いときも使用できます。
M_WINDOW_FIRSTWINは、このリスト内の最初のウィンドウのみを参照します。以下のサンプ
ルのウィンドウ リストには、MapInfo Pro セッションに開かれるマップ (WORLDCAP, world
Map:1)、レイアウト ウィンドウ (Layout Designer:1)、ブラウザ (WORLDCAP Browser)、および
従来のレイアウト (Layout:1) の各ウィンドウが含まれます。

WORLDCAP, world Map:1
Layout Designer:1
WORLDCAP Browser
WORLDCAP, world Map:2
Layout Designer:2
WORLDCAP, world Map:3
Layout Designer:2
Layout:1
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注 : 従来のレイアウト ウィンドウの詳細については、「従来のレイアウト ウィンドウの操
作」を参照してください。

次のコマンドは、WORLDCAP, world Map:1 を前面に移動します。

Run Menu Command M_WINDOW_FIRSTWIN

次のコマンドは、2 番目のウィンドウ Layout Designer:1 を前面に移動します。

Run Menu Command M_WINDOW_FIRSTWIN + 1

レイアウト ウィンドウの埋め込みウィンドウを含め、このリストにあるどのウィンドウも、次の
コマンドで前面に移動できます。n - 1 は、ウィンドウの順番から 1 を引いて指定することを意味
します。

Run Menu Command M_WINDOW_FIRSTWIN + (n - 1)

たとえば、7 番目のウィンドウ (Layout Designer:2) を前面に移動するには、次のコマンドを使用
します。

Run Menu Command M_WINDOW_FIRSTWIN + 6

レイヤ管理のウィンドウとダイアログ ボックス
MapInfo Pro 10.0 以降では、レイヤ管理がダイアログ ボックスではなくウィンドウとして表示さ
れます。MapBasic 10.0 では、Run Menu Command 文を実行して、MapBasic アプリケーション
でレイヤ管理をウィンドウまたはダイアログ ボックスのいずれかとして表示できます。
• レイヤ管理をウィンドウとして表示するには、M_MAP_LAYER_CONTROL を使用します。

Run Menu Command M_MAP_LAYER_CONTROL

• レイヤ管理をダイアログボックス ([OK]ボタンと [キャンセル]ボタンがある)として表示するに
は、M_MAP_LAYER_CONTROL_DIALOGを使用します。

Run Menu Command M_MAP_LAYER_CONTROL_DIALOG

MapInfoPro 10.0より前のリリースでは、レイヤ管理はダイアログボックスとして表示されます。
そのため、MapBasic 9.5 およびそれ以前の MapBasic で記述された MapBasic アプリケーション
(MBX) では、レイヤ管理はダイアログ ボックスであると想定されます。MapInfo Pro 10.0 以降で
は、下位互換性のために、レイヤ管理を使用する必要がある古いリリースのMapBasicアプリケー
ションを実行する場合、レイヤ管理をダイアログ ボックスとして使用します。
MapBasic アプリケーション (MBX) でレイヤ管理がウィンドウとして表示されるか、ダイアログ
ボックスとして表示されるかを制御するには
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• MapBasic 10.0でMBXを (MapBasic 10.0の更新された MENU.DEFを使用して)再コンパイルし
た場合、新しいMBXではレイヤ管理がダイアログボックスとしてではなくウィンドウとして表
示されます。ほとんどの場合、これが最適な表示です。MapInfo Pro 10.0ユーザはレイヤ管理が
ウィンドウとして表示されることを想定しているためです。

• MapBasic 10.0で MBXを再コンパイルした後、レイヤ管理を引き続きダイアログ ボックスとし
て表示するには、Run Menu Command を次のように更新します。

Run Menu Command M_MAP_LAYER_CONTROL_DIALOG

[レイヤ管理] ダイアログ ボックスについて

[レイヤ管理] ダイアログ ボックスには、[レイヤ管理] ウィンドウよりも少ない機能しかありませ
ん。[レイヤ管理] ダイアログでは、[レイヤ管理] ウィンドウにはない以下の制約があります。
• マップにグループが含まれている場合、[上に移動] ボタンと [下に移動] ボタンは使用できませ
ん。

• レイヤを右クリックした場合、コンテキスト メニューが表示されません。その結果、ほとんど
のグループ レイヤ操作は使用できません。

• 主題図レイヤは移動できません。

Run Program 文

目的
実行可能プログラムを実行します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行で
きます。

構文

Run Program program_spec

program_specは、実行対象のプログラムの名前を指定するコマンド文字列です。必要に応じてコ
マンド ライン引数を指定することもできます。

説明
指定された program_specがWindowsアプリケーションを表していない場合、MapBasicは DOS
シェルを起動して、指定された DOS プログラムをそのシェルから実行します。program_spec が
"COMMAND.COM"という文字列である場合、MapBasic は DOS シェルのみを起動してその他の
プログラムは実行しません。この場合、ユーザはこのシェルからDOSコマンドを発行することが
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できます。シェルを終了して MapInfo に戻るには「Exit」と入力します。Run Program 文でプ
ログラムを起動した場合でも、Windows はコンピュータを制御し続けます。起動されたプログラ
ムの実行中にも、Windows は他の "バックグラウンド タスク" (MapBasic プログラムを含む) の実
行を続けている場合があります。このような多重タスク環境では、競合が発生する可能性がありま
す。したがって、Run Program文に続くMapBasic文では、Run Program文で起動したプログラ
ムが特定の状態にあることを前提とした処理は行わないでください。
Run Program文を発行するときは、多重タスクの競合を発生させないように注意する必要があり
ます。このような競合を避ける方法の 1つは、Run Program文をイベントのシーケンスの最後に
置くことです。たとえば、ハンドラサブプロシージャを呼び出すカスタムメニュー項目を作成す
る場合には、RunProgram文をハンドラプロシージャの最後の文として記述するようにします。

例
次の Run Program文は、Windowsのテキストエディタである "メモ帳"を実行し、メモ帳に対し
てテキスト ファイル THINGS.2DO を開くように指示します。

Run Program "notepad.exe things.2do"

次の文は DOS コマンドを発行します。

Run Program "command.com /c dir c:\mapinfo\ > C:\temp\dirlist.txt"

関連項目

Run Application 文、Run Command 文、Run Menu Command 文

Save File 文

目的
ファイルを 1 つコピーします。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できま
す。

構文

Save File old_filespec As new_filespec [ Append ]

old_filespec は、既存のファイル名を表す文字列です (必要に応じてパスも指定可能)。現在開いて
いるファイルは指定できません。
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new_filespecは、コピー先のファイル名を表す文字列です (必要に応じてパスも指定可能)。現在開
いているファイルは指定できません。

説明
Save File文では、ファイルをコピーします。入出力のためにすでに開いているファイルには使え
ません。
オプションの Append キーワードを使用し、new_filespec で指定したファイルがすでに存在して
いる場合、old_filespec ファイルの内容が new_filespec ファイルの末尾に追加されます。
Save File を使用して、開いているテーブルを構成するファイル (filename.tab、filename.map な
ど) をコピーしないでください。テーブルをコピーするには、Commit Table...As 文を使用してく
ださい。
また、Save File 文を使ってファイルをそのファイル自体にコピーすることはできません。

例

Save File "settings.txt" As "settings.bak"

関連項目

Kill 文、Rename File 文

SaveLayoutItemCustomFrameFiles() 関数

目的
この関数は、レイアウト ウィンドウのカスタム フレーム ファイル (*.mlcf および *.xps) を指定さ
れた場所に保存します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことが
できます。

構文

SaveLayoutItemCustomFrameFiles( window_id, page_num frame_id, path)

window_id は、レイアウト ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
page_num は、フレーム ID を検索するページの番号です。1 から n までの番号を指定します。n
はレイアウト内のページ番号です。
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frame_id は、レイアウト ウィンドウ内のどのフレームの情報を取り出すかを指定する番号です。
フレームには 1 から n までの番号が付けられています。n はレイアウト内のフレーム数です。
path は、カスタム フレーム ファイルを保存するパスを指定する文字列です。

戻り値
論理
この関数は、処理に成功した場合に TRUE を返します。それ以外の場合は FALSE を返します。

説明
この関数は、カスタム フレームに関連する *.mlcf ファイルと *.xps ファイルを指定されたディレ
クトリ パスに保存します。
関連項目

Create Frame 文、Alter Designer Frame 文、LayoutItemMetadataValue() 関数

Save MWS 文

目的
MapXtreme アプリケーションで使用できるよう、現在のワークスペースを XML ベースの MWS
ファイルとして保存します。これらのMWSファイルは、ワークスペースとは違い、プラットフォー
ム間で共有できます。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Save MWS Window ( window_id [ , window_id ... ] )
Default default_window_id As filespec

window_id は、マップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
default_window_idは、デフォルトのマップとしてMWSに記録するマップウィンドウを表す整数
のウィンドウ識別子です。

説明
MapInfo Proでは、ワークスペース内のマップを XML形式で保存し、MapXtremeアプリケーショ
ンで使用できるようにすることができます。ワークスペースを MWS 形式で保存すると、マップ
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ウィンドウおよび凡例のみが保存されます。その他すべてのウィンドウは、MapXtremeアプリケー
ションではそれらの情報を読み取ることができないので、無視されます。この形式で保存したワー
クスペースは、ワークスペース マネージャ ユーティリティで開くことができます。このユーティ
リティは、MapXtreme のインストール ディレクトリ、または MapXtreme を使用して開発された
アプリケーションに含まれています。このファイルは有効なXMLであるため、任意のXMLビュー
アまたはエディタを使用して表示することもできます。MapInfo Pro 7.8 以降で作成された MWS
ファイルは、MapXtreme で提供されているスキーマを使用して検証できます。

注 : MapInfo Pro 7.8 以降では、MWS 形式で保存されたファイルを読み込むことはできま
せん。

MapInfo Pro では、参照フィーチャ レイヤとは無関係に修飾主題図の表示/非表示を設定できるの
で、メイン参照レイヤの表示をオフにしていても、主題図を表示することができます。MapXtreme
では、修飾主題図 (ドット密度、レンジ、個別値) は、参照フィーチャ レイヤが表示されている場
合にのみ描画されます。MapInfoProで表示されている修飾主題図がワークスペースマネージャの
ようなツールで表示されるようにするため、参照フィーチャ レイヤを強制的に表示し、修飾主題
図が表示されるようにしています。
MapBasic の多くの文や関数が、MWS 形式へ変換されないことに注意してください。以下では、
MWSファイルに保存できるマップ情報と、保存できないマップ情報について示します。MapBasic
と MISQLの互換性の詳細については、『MapInfo Proユーザーズ ガイド』を参照してください。

MWS に保存される情報
以下の情報は、MWS ワークスペース ファイルに保存されます。
• Tab ファイルの名前と別名
• 座標系の情報
• マップの中心およびズームの設定
• 暗黙の順序でのレイヤ リスト
• ピクセル幅および高さによるマップ サイズ
• マップのサイズ変更方法
• スタイル上書き
• ラスタ レイヤ上書き
• 自動ラベル
• カスタム ラベル
• マップ ウィンドウから参照されるクエリ
• 個別値主題図
• ドット密度主題図
• サイズ可変シンボル主題図
• 棒グラフ主題図
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• レンジ主題図
• 円グラフ主題図
• スタイル上書きでの MapXtreme グリッド レイヤとしてのグリッド主題図
• 単一属性フィールドに基づいた主題図およびラベル演算式
• ズーム範囲のオーバーライド

MWS に保存されない情報
以下の情報は、MWS ワークスペース ファイルに保存されません。
• マップ以外のウィンドウ (ブラウザ、グラフ、領域編成、3D マップ ウィンドウ、プリズム マッ
プ)

• 距離、面積、または XY/ミリタリー グリッド単位
• スナップ モード、自動スクロール、およびスマート移動の設定
• プリンタ設定情報
• ウィンドウで参照されないクエリに基づいたテーブル
• 計算されたフィールドに基づいた主題図、または MapBasic構文から MI SQL構文に変換できな
い式に基づいた主題図

• MapBasic 構文から MI SQL 構文に変換できない式に基づいたラベル
• "サブ選択" 文を含むクエリ
• "サブ選択" 文を含むクエリ ベースのレイヤ

注 : "サブ選択" 文は、別の Select 文の内部にネストされた Select 文です。

• エクスポート オプション
• ラベルおよびオブジェクトのホット リンク
• グループ レイヤ
• オブジェクト ノード、中心点、またはライン方向が表示されるかどうかの情報
関連項目

Save Workspace 文

Save Window 文

目的
ウィンドウのイメージをファイルに保存します。この機能は、[保存]コマンドに相当します。この
文は、マップウィンドウをラスタイメージ形式およびベクトルイメージ形式で保存するために使
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用します。MapBasic は、ラスタ イメージの透過性をサポートしています。バージョン 10.0 以降
のMapBasicは、ベクトルイメージの透過性と、EMF+およびEMF+Dualのイメージ形式をサポー
トしています。
サポートされるベクトル形式はWMF、EMF、EMF+、およびEMF+Dualです。WMFとEMFは、
非拡張版のウィンドウで使用されるものと同じ古いテクノロジに基づいています。これらの形式で
も半透明のベクトル マップを表示できますが、ディザリングで透過性が表現されるため、本当の
半透明イメージではありません。EMF+ では、拡張レンダリング テクノロジが使用され、半透明
のマップが高品質に表示されます。EMF+Dual は、EMF および EMF+ の両方のイメージを含む
ファイルです。
多くの古いアプリケーションは EMF+ を読み込めません。EMF として開こうとしますが (拡張子
がEMFであるため)、失敗します。EMF+Dual形式は妥協の産物です。古いアプリケーションでは
これを EMF 形式として開き、新しいアプリケーションでは EMF+ 形式として開くことができま
す。たとえば、Office 2000 では EMF を読み込めますが、EMF+ を読み込むことはできません。
Office 2007は EMF+を読み込みます。ウィンドウを EMF+Dual形式で保存すると、両方のアプリ
ケーションが同じイメージを読み込むことができます。
MapInfo Proでは、EMF+を除き、すべてのサポート済みイメージ形式を読み込みます。すべての
イメージは、ラスタ イメージ (WMF と EMF を含め) として表示されます。

構文

Save Window window_id
As filespec
Type filetype
[ Width image_width [ Units paper_units ] ]
[ Height image_height [ Units paper_units ] ]
[ Resolution output_dpi ]
[ Copyright notice [ Font... ] ]

window_id はマップ、ブラウザ、グラフ、レイアウト、統計、情報、またはルーラー ウィンドウ
を表す整数のウィンドウ IDです。FrontWindow()関数やWindowID()関数などの関数を呼び出し
ます。
filespec は、作成するファイル名を表す文字列です。
filetype は、ファイル形式を表す文字列です。この一覧でアスタリスク (*) が付いているファイル
形式は、凡例ウィンドウを保存する際にサポートされていません。
• "BMP": ビットマップ形式を指定します。
• "WMF": Windows メタファイル形式を指定します。*
• "JPEG": JPEG 形式を指定します。
• "JP2": JPEG 2000 形式を指定します。*
• "PNG": Portable Network Graphics 形式を指定します。
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• "TIFF": TIFF 形式を指定します。
• "TIFFCMYK": TIFF CMYK 形式を指定します。
• "TIFFG4": TIFFG4 形式を指定します。
• "TIFFLZW": TIFFLZW 形式を指定します。
• "GEOTIFF":地理参照情報がある TIFF 形式を指定します。*
• "GIF": GIF 形式を指定します。
• "PSD": Photoshop 3.0 形式を指定します。*
• "EMF": Windows 拡張メタファイル形式を指定します。*
• "EMF+": Windows EMF+ 形式を指定します。*
• "EMF+DUAL": 1 つのファイルに EMF 形式および EMF+ 形式が含まれるファイル形式を指定し
ます。*

image_width は、保存するイメージの幅を指定する数値です。
image_height は、保存するイメージの高さを指定する数値です。
paper_unitsは用紙単位名を表す文字列です。cm (センチメートル)、mm (ミリメートル)、in (イン
チ)、pt (ポイント)、およびパイカがあります。
• 1 インチ (in) = 2.54 センチメートル、254 ミリメートル、6 パイカ、72 ポイント
• 1 ポイント (pt) = 0.01389 インチ、0.03528 センチメートル、0.35278 ミリメートル、0.08333
パイカ

• 1 パイカ = 0.16667 インチ、0.42333 センチメートル、4.23333 ミリメートル、12 ポイント
• 1センチメートル (cm) = 0.39370インチ、10ミリメートル、2.36220パイカ、28.34646ポイン
ト

• 1ミリメートル (mm) = 0.1センチメートル、0.03937インチ、0.23622パイカ、2.83465ポイン
ト

output_dpi は、出力解像度を DPI (ドット数/インチ) 単位で表す数値です。
notice は、著作権情報を表す文字列です。この情報は、イメージの下端に表示されます。
Font 句はテキストのスタイルを指定します。

説明
SaveWindow文を使用して、ウィンドウのイメージをファイルに保存できます。この操作の結果
は [保存] コマンド を選択する場合と同じですが、Save Window 文を使用した場合はダイアログ
ボックスが表示されません。マップ、レイアウト、グラフのウィンドウでは、デフォルトのイメー
ジ サイズは元のウィンドウのサイズです。凡例、統計、情報、ルーラーのウィンドウでは、ウィ
ンドウ内のデータをすべて表示するのに必要なサイズがデフォルト サイズになります。デフォル
ト以外のイメージサイズにするには、オプションのWidth句とHeight句を使用します。Resolution
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を使用して、イメージをラスタ形式にエクスポートするときの DPIを指定できます。Font句は、
著作権情報のテキスト スタイルを指定します。

注 : メタファイル (EMF/WMFファイル)は、レイアウト ウィンドウからエクスポートでき
ません。

イメージの下端に著作権情報を表示するには、オプションの Copyright 句を使用します。下記の
例を参照してください。デフォルトの著作権情報を削除するには、Copyright句に空の文字列 ("")
を指定します。
メモリ不足またはディスク容量不足のためにエクスポートに失敗すると、エラー 408 が発生しま
す。このエラーは、大規模イメージの場合に起こりやすくなります。

例
次の例は、Windows のメタファイルを作成します。

Save Window i_mapper_ID As "riskmap.wmf" Type "WMF"

次の例は、著作権情報を指定する方法を示します。Chr$() 関数は著作権記号を挿入します。

Save Window i_mapper_ID As "riskmap.bmp"
Type "BMP"
Copyright "Copyright " + Chr$(169) + "2014, Precisely "

関連項目

Export 文

Save Workspace 文

目的
現在のMapInfoProセッションを表すワークスペースファイルを作成します。この文は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Save Workspace As filespec [ Mode ( Default | Current ) ] [ CharSet
char_set ]

filespec は、作成するワークスペース ファイル名を表す文字列です。

812MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



char_set は、"WindowsLatin1" などの文字列です。

説明
Save Workspace 文を使用して、現在の MapInfo Pro セッションを表すワークスペース ファイル
を作成できます。この操作の結果は [ホーム] タブの [ワークスペースを保存] を選択する場合と同
じですが、Save Workspace 文を使用した場合はダイアログ ボックスが表示されません。
Mode 句を Default に設定すると、MapInfo Pro アプリケーションのタイトルバーに表示されてい
る現在のワークスペースのタイトルが更新されずにワークスペースが保存されます。Currentに設
定すると、MapInfo Proアプリケーションのタイトルバーに表示されている現在のワークスペース
のタイトルが更新され、ワークスペースが保存されます。
CharSet句は、文字セットを指定します。char_setパラメータには、"WindowsLatin1"などの文字
列定数を指定する必要があります。CharSet句を指定しない場合、MapBasicでは実行時に使用さ
れるシステム文字セットを使用します。詳細については、「CharSet 句」を参照してくださ
い。"UTF-8"をワークスペースの文字セットに使うと、どの言語の文字でも表示することができま
す。
既存のワークスペース ファイルを読み込むには、Run Application 文を使用してください。

例

Save Workspace As "market.wor"

関連項目

Run Application 文

SearchInfo() 関数

目的
SearchPoint() または SearchRect() によって生成された検索結果についての情報を返します。 こ
の関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

SearchInfo( sequence_number, attribute )

sequence_number は、見つかったオブジェクトの数を示す 1 以上の整数です。

813MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



attribute は、下の表に示す 2 バイト整数です。

戻り値
文字列または整数。attribute によって異なります。

説明
SearchRect()またはSearchPoint()を呼び出してマップオブジェクトを検索した後で、SearchInfo()
を呼び出して検索結果を処理します。
sequence_number 引数は 1 以上の整数です。SearchPoint() または SearchRect() によって返され
た数字が、sequence_number の最大値となります。
attribute 引数は、次の表に示すコード (MAPBASIC.DEF に定義) のいずれかでなければなりませ
ん。

SearchInfo() の戻り値IDattribute コード

文字列値 :そのオブジェクトを含むテーブルの名前。オブジェクト
がシステム レイヤ上にある場合には、"CosmeticN" という形式に
なります (N には 1 以上の数値が入ります)。

1SEARCH_INFO_TABLE

整数値 :この行の ID番号。この行 ID番号は、Fetch文や、Select
文の Where 句の中で使用することができます。

2SEARCH_INFO_ROW

検索結果は、アプリケーションが停止するか別の検索が実行されるまでメモリの中に残されます。
さらに、検索結果はユーザがその検索に関連するウィンドウやテーブルを閉じた後も、引き続きメ
モリの中に残されます。したがって、検索結果の処理は検索後すぐに行う必要があります。検索結
果の格納に使用されているメモリを解放するには、確実に失敗するような検索 (たとえば、0,0 の
座標位置での検索) を実行します。
MapInfo Proは、実行中の各MapBasicアプリケーションに対する検索結果をそれぞれ個別に管理
します。さらに、MapInfo Proは自分自身 (MapBasicウィンドウに入力されたコマンド)に対する
検索結果もまた別に管理します。

エラー コード
sequence_numberが見つかったオブジェクトの数よりも大きい場合は、ERR_FCN_ARG_RANGE
(644) エラーが生成されます。
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例
次のプログラムは、2 つのカスタム ツール ボタンを作成します。このプログラムは、ユーザがポ
イント ツールを使用する場合は SearchPoint() 関数を、また長方形ツールを使用する場合は
SearchRect()関数を呼び出します。いずれの場合も、このプログラムはSearchInfo()を呼び出し
てユーザが選んだオブジェクトを判別します。

Include "mapbasic.def"
Include "icons.def"
Declare Sub Main
Declare Sub tool_sub

Sub Main
Create ButtonPad "Searcher" As
ToolButton Calling tool_sub ID 1
Icon MI_ICON_ARROW
Cursor MI_CURSOR_ARROW
DrawMode DM_CUSTOM_POINT
HelpMsg "Click on a map location\nClick a location"
Separator
ToolButton Calling tool_sub ID 2
Icon MI_ICON_SEARCH_RECT
Cursor MI_CURSOR_FINGER_LEFT
DrawMode DM_CUSTOM_RECT
HelpMsg "Drag a rectangle in a map\nDrag a rectangle"
Width 3

Print "Searcher program now running."
Print "Choose a tool from the Searcher toolbar"
Print "and click on a map."
End Sub
Sub tool_sub
' This procedure is called whenever the user uses
' one of the custom buttons on the Searcher toolbar.
Dim x, y, x2, y2 As Float,
i, i_found, i_row_id, i_win_id As Integer,
s_table As Alias
i_win_id = FrontWindow()
If WindowInfo(i_win_id, WIN_INFO_TYPE) <> WIN_MAPPER Then
Note "This tool only works on Map windows."
Exit Sub
End If
' Determine the starting point where the user clicked.
x = CommandInfo(CMD_INFO_X)
y = CommandInfo(CMD_INFO_Y)
If CommandInfo(CMD_INFO_TOOLBTN) = 1 Then
' Then the user is using the point-mode tool.
' determine how many objects are at the chosen point.
i_found = SearchPoint(i_win_id, x, y)
Else
' The user is using the rectangle-mode tool.
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' Determine what objects are within the rectangle.
x2 = CommandInfo(CMD_INFO_X2)
y2 = CommandInfo(CMD_INFO_y2)
i_found = SearchRect(i_win_id, x, y, x2, y2)
End If

If i_found = 0 Then
Beep ' No objects found where the user clicked.
Else
Print Chr$(12)
If CommandInfo(CMD_INFO_TOOLBTN) = 2 Then
Print "Rectangle: x1= " + x + ", y1= " + y
Print "x2= " + x2 + ", y2= " + y2

Else
Print "Point: x=" + x + ", y= " + y
End If

' Process the search results.
For i = 1 to i_found
' Get the name of the table containing a "hit".
s_table = SearchInfo(i, SEARCH_INFO_TABLE)

' Get the row ID number of the object that was a hit.
i_row_id = SearchInfo(i, SEARCH_INFO_ROW)

If Left$(s_table, 8) = "Cosmetic" Then
Print "Object in Cosmetic layer"
Else
' Fetch the row of the object the user clicked on.
Fetch rec i_row_id From s_table
s_table = s_table + ".col1"
Print s_table
End If
Next
End If
End Sub

関連項目

SearchPoint() 関数、SearchRect() 関数

SearchPoint() 関数

目的
特定の x/y座標にあるマップオブジェクトを検索します。この関数は、MapInfo ProのMapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。
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構文

SearchPoint( map_window_id, x, y )

map_window_id は、マップ ウィンドウの整数 ID 番号です。
x は X 座標 (経度など) です。
y は Y 座標 (緯度など) です。

戻り値
見つかったオブジェクトの数を表す整数

説明
SearchPoint()関数を使用して、特定の x/y座標にあるマップオブジェクトを検索できます。この
検索は、マップ ウィンドウ上のすべての選択可能レイヤが対象です。現在選択可能なシステム レ
イヤも含まれます。戻り値は、検索で見つかったオブジェクトの数を示します。
SearchPoint() 関数は、オブジェクト自体を選択したり、現在の選択内容に影響を与えたりするこ
とはありません。この関数はメモリ内にオブジェクトのリストを構築します。SearchPoint()を呼
び出した後、SearchInfo() 関数を呼び出して検索結果を処理します。
この検索には、MapInfo Proの情報ツールの処理と同じようにわずかな許容誤差があります。した
がって、指定した座標の極めて近くにあるポイント オブジェクトやライン オブジェクトは、ユー
ザがそのオブジェクトの位置を実際にクリックしなかった場合でも、検索結果に含まれることにな
ります。
ユーザがマウスを使って x/y座標を選択できるようにするには、CreateButtonPad文またはAlter
ButtonPad文を使ってカスタムツールボタンを作成します。作成するボタンの描画モードには、
DM_CUSTOM_POINT を使います。このボタンのハンドラ プロシージャの中で CommandInfo()
関数を呼び出し、x/y 座標を決定します。

例
コードの例については、「SearchInfo() 関数」を参照してください。
関連項目

SearchInfo() 関数、SearchRect() 関数
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SearchRect() 関数

目的
長方形領域の中にあるマップオブジェクトを検索します。この関数は、MapInfo ProのMapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

SearchRect( map_window_id, x1, y1, x2, y2 )

map_window_id は、マップ ウィンドウの整数 ID 番号です。
x1、y1 は長方形のコーナーの 1 つを表す座標です。
x2、y2 は、その反対のコーナーを表す座標です。

戻り値
見つかったオブジェクトの数を表す整数

説明
SearchRect() 関数は、1 つの長方形領域の中にあるマップ オブジェクトを検索します。この検索
は、マップ ウィンドウ上のすべての選択可能レイヤが対象です。現在選択可能なシステム レイヤ
も含まれます。戻り値は、検索で見つかったオブジェクトの数を示します。

注 : SearchPoint() 関数は、オブジェクト自体を選択したり、現在の選択内容に影響を与え
たりすることはありません。この関数はメモリ内にオブジェクトのリストを構築します。
SearchRect() を呼び出した後、SearchInfo() 関数を呼び出して検索結果を処理します。

この検索の動作は、MapInfo Proの [長方形選択]ボタンの動作と同じです。つまり、検索結果に含
まれるのは、指定した長方形の中に中心点があるオブジェクトです。
ユーザがマウスを使って長方形の領域を選択できるようにするには、Create ButtonPad文または
AlterButton文を使ってカスタムツールボタンを作成します。作成するボタンの描画モードには、
DM_CUSTOM_RECT を使います。このボタンのハンドラ プロシージャの中で CommandInfo()
関数を呼び出して、x/y 座標を決定します。
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例
コードの例については、「SearchInfo() 関数」を参照してください。
関連項目

SearchInfo() 関数、SearchPoint() 関数

Second() 関数

目的
Time 値の秒の部分を浮動小数 (0 ～ 59.999) として取得します。 この関数は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

Second( Time )

戻り値
数

例
この例を MapBasic ウィンドウにコピーして、この関数の使い方を参照してください。

dim X as time
dim fSec as Float
X = CurDateTime()
fSec = Second(X)
Print fSec

関連項目

Hour() 関数、Minute() 関数
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Seek() 関数

目的
現在のファイル ポジションを返します。

構文

Seek( filenum )

filenum はオープン済みファイルの番号です。

戻り値
LargeInt 値

説明
Seek() 関数は、開いているファイル内での MapBasic の現在のポジションを返します。
filenum パラメータは開いているファイルの番号を示します。これは、Open File 文の As 句で指
定された番号と同じものです。
Seek()関数により返された整数値はファイルポジションを表します。ファイルがランダムアクセ
ス モードで開かれている場合、Seek() はレコード番号 (読み取りまたは書き込みを実行する次の
レコードの番号) を返します。ファイルがバイナリ モードで開かれている場合、Seek() はファイ
ルに読み取りまたは書き込みを実行する次のバイト位置を返します。

エラー コード
指定されたファイルが開かれていない場合、ERR_FILEMGR_NOTOPEN (366) エラーが発生しま
す。
関連項目

Get 文、Open File 文、Put 文、Seek 文
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Seek 文

目的
現在のファイル ポジションを設定し、次のファイル入出力操作の準備をします。

構文

Seek [ # ] filenum, position

filenum は、オープン済みファイルの番号を示す LargeInt 値です。
position は、ファイル内で読み込みを開始する位置を示す LargeInt 値です。

説明
Seek 文を使用して、開いているファイルの現在のファイル ポジションを再設定できます。Seek
文の後のファイル入出力操作で、Seek 文で指定された場所からの読み出し (またはその場所への
書き込み) を実行します。
ファイルがランダム アクセス モードで開かれている場合、position パラメータにはレコード番号
を指定します。
ファイルがシーケンシャル アクセス モードで開かれている場合、position パラメータにはバイト
位置を指定します。position の値を 1 とした場合、ファイルの先頭の位置を表します。
関連項目

Get 文、Input # 文、Open File 文、Print # 文、Put 文、Seek() 関数、Write # 文

SelChangedHandler プロシージャ

目的
行の選択が変更されると自動的に呼び出される予約済みプロシージャ。
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構文

Declare Sub SelChangedHandler

Sub SelChangedHandler
statement_list

End Sub

statement_list は、行の選択に変更が加えられたときに実行される文のリストです。

説明
SelChangedHandlerは、特別なMapBasicプロシージャ名です。ユーザーがSelChangedHandler
というプロシージャのあるアプリケーションを実行していて、Main プロシージャが実行する文が
なくなると、アプリケーションが非アクティブとなります。End Program 文が実行されるまで、
非アクティブのアプリケーションはメモリに残されます。アプリケーションがメモリに残っている
間は選択された行に変更が加えられるたびに、MapInfo Proが SelChangedHandlerプロシージャ
を自動的に呼び出します。
SelChangedHandlerプロシージャの中で、CommandInfo() 関数を次のコードのいずれかと組み
合わせて呼び出すことにより、最近行われた選択の変更の詳細を知ることができます。

CommandInfo( attribute ) の戻り値IDattribute コード

1: 1つの行が選択に追加された場合。2: 1つの行が選択から削除さ
れた場合。3: 複数の行が選択に追加された場合。4: 複数の行が選
択を解除された場合。

1CMD_INFO_SELTYPE

整数値 : 選択または選択解除された行の番号 (1 つの行が選択また
は選択解除された場合のみ適用)

2CMD_INFO_ROWID

論理値:ユーザがEscキーを押して選択プロセスを中断した場合は
TRUE。それ以外の場合は FALSE。

3CMD_INFO_INTERRUPT

アプリケーションのプロシージャがEndProgram文を実行すると、そのアプリケーションはメモ
リから完全に消去されます。そのため、SelChangedHandlerプロシージャは、不要になった時点
で、End Program 文を使用して終了させることができます。SelChangedHandlerプロシージャ
が必要な間に End Program 文を発行しないように注意が必要です。
複数の MapBasic アプリケーションが同時に "インアクティブ" になっていることがあります。
Selectionテーブルに変更が加えられると、自動的に非アクティブなSelChangedHandlerプロシー
ジャが順次呼び出されます。
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SelChangedHandlerプロシージャでは、GUI の "フォーカス" に影響する操作や、現在のウィン
ドウを再設定する操作を行わないでください。すなわち、SelChangedHandlerプロシージャで
Note 文、Print 文、Dialog 文などの文を発行しないでください。
関連項目

CommandInfo() 関数、SelectionInfo() 関数

Select 文

目的
開いている 1 つ以上のテーブルから特定の行およびフィールドを選択し、その結果を別個の一時
テーブルとして扱います。また、データを並べ替えて、小合計を算出することもできます。 この
文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Select expression_list
From table_name [ , ... ] [ Where expression_group ]
[ Into results_table [ Noselect ] [ Hide ] ]
[ Group By column_list ]
[ Order By column_list ] [Limit n]

expression_list は Selection の結果のフィールドを構成する式のコンマ区切りのリストです。
expression_group は、AND または OR のキーワードで区切られた 1 つ以上の式のリストです。
table_name は、開いているテーブルの名前です。
results_table は、選択された結果が保存されるテーブルの名前です。
column_list は、フィールドの名前を 1 つ以上含む、コンマ区切りのリストです。
n は Select 文によって返されるレコードの数です。

説明
Select文を使用して、MapBasicプログラマは MapInfo Proの [SQL 検索]ダイアログ ボックスの
機能を使用できます。
MapBasicの Select文は、SQL (Structured Query Language)の Select文をモデルとしています。
したがって、SQLに則ったデータベースソフトウェアを使った経験があれば、すでにSelect文を
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熟知しているといえます。しかし、MapBasic の Select 文は他のパッケージにはない地理的な関
数を含んでいることに注意してください。
Select 文内のフィールド式 (tablename.columnname など) が参照できるのは、Select 文の From
句で指定されているテーブルのみです。たとえば、Select 文の From 句にテーブル STATESが指
定されている場合、この文はフィールド式 STATES.OBJ だけを参照できます。
Select 文はさまざまな目的で使用できます。1 つの Select 文で、テーブルに対してテストを行う
ことで、基準を満たしたレコードのみを簡単に参照できます (これをフィルタリングとも呼びま
す)。また、Select を使ってテーブル全体の合計または小合計を計算することもできます。さら
に、Select ではテーブルの行を並べ替えたり、1 つ以上の既存のフィールドから新しいフィール
ド値を得たり、複数のテーブルのフィールドを 1 つの結果テーブルに結合したりできます。
一般的に、Select 文では、開いている 1 つ以上のテーブルに対してクエリを実行し、このテーブ
ルから数行または全行を選択します。Select 文は選択された行のグループを結果テーブルとして
扱います。このテーブルのデフォルト名は Selection です (Into 句を指定して、結果テーブルに他
の名前を付けることもできます)。Select 文の後で、MapBasic プログラム (MapInfo Pro ユーザ)
は結果テーブルを別の MapInfo テーブルとして扱うことができます。
Select 文を発行した後に、MapBasic プログラムで SelectionInfo() 関数を使用して、現在の選択
内容を調べることができます。
Select 文の構文にはいくつかの句が含まれますが、その大部分はオプションです。Select 文の性
質や機能は、含まれる句によって変わります。たとえば、Select 文を使ってフィルタを設定する
にはWhere句を使用します。Select文を使ってテーブルの値の小合計を計算するには Group By
句を使用します。MapBasicで Select文の結果を並べ替えるにはOrder By句を使用します。これ
らの句は相互に排他的ではありません。1 つの Select 文でオプションの句をすべて使用すること
もできます。

Select 句
この句は、結果テーブルを構成するフィールドを指定します。expression_listの最も単純な指定方
法はアスタリスク ("*") です。アスタリスクはすべてのフィールドを結果テーブルに含めることを
意味します。たとえば、次の文があるとします。

Select * From world

この場合、結果テーブルには "world" テーブルのすべてのフィールドが含まれます。また、
expression_list句には、コンマ区切りの式のリストも指定できます。それぞれの式は、結果テーブ
ルに含まれる 1 つのフィールドを表します。通常、これらの式にはそれぞれ、Select 文の対象と
するテーブルのフィールド名が 1つ以上含まれます。また、MapBasicの関数呼び出しまたは演算
子 (あるいはその両方)を使用して、1つ以上のフィールド名から新しい値を得ることもあります。
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たとえば、次の Select 文では 2 つの式を含む expression_list 句が指定されています。

Select country, Round(population,1000000)
From world

上記のexpression_listは2つの式で構成されています。1つ目の式は単純なフィールド名 (country)
であり、2つ目の式は他のフィールド (population)を対象とする関数呼び出し (Round())です。
この Select 文の実行後、結果テーブルの最初のフィールドには world テーブルの country フィー
ルドの値が格納されます。結果テーブルの 2つ目のフィールドには、worldテーブルの population
フィールドの値を 100 万の位までに丸めた値が格納されます。
expression_list句の各式の後ろに別名を続けて指定して、明示的に名前を付けることができます。
この別名は、たとえば、結果テーブルを表示するブラウザ ウィンドウの最上部に表示されます。
次の文では、結果テーブルの 2 つ目のフィールドに "Millions" という別名を割り当てます。

Select country,Round(population,1000000) "Millions" From world

または、AS キーワードを使用してフィールドに別名を割り当てることもできます。

Select country,Round(population,1000000) AS "Millions" From world

注 : 別名では、大文字と小文字の区別がなく、空白を使用できません。

マップ作成可能テーブルには、object (省略形は obj) という特別なフィールドもあります。フィー
ルド式 obj を expression_list に含めた場合、結果テーブルには、その行に関連付けられているオ
ブジェクト (存在する場合) のタイプを表すフィールドが含まれます。
expression_listには、1つのアスタリスクまたは 1つのフィールド式リストのいずれか一方しか指
定できないことに注意してください。両方を指定することはできません。キーワード Select の後
にアスタリスクを指定する場合、expression_listでは、そのアスタリスクのみを指定する必要があ
ります。すなわち、次の文は正しくありません。

Select *, object From world ' this won't work!

また、特定のテーブルのすべてのフィールド名を expression_list フィールドで指定しなくても、
テーブルのすべてのフィールドを選択できます。そのためには、"tablename.*" を expression_list
フィールドで使用して、テーブルからすべてのフィールドを出力クエリ結果に取り込みます。

Select usa_caps.Capital, a.* , usa_caps.Capital from states as "a" ,
usa_caps where states.state =

usa_caps.state
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From 句
From句では、データを選択するテーブルを指定します。複数のテーブルを結合する場合、選択す
るテーブルは前のクエリの結果のものではなく、基本テーブルでなければいけません。
テーブル名の後にASキーワードを使って別名を与えることで、各テーブルを明示的に指定できま
す。次の文は、usa_caps テーブルに "b" という別名を、states テーブルに "a" という別名を割り
当てます。

Select a.State, b.Capital from usa_caps AS "b", states AS "a" where
a.state = b.state

Where 句
Where句の機能の1つは、選択する行を指定することです。どんな式でも使うことができます (下
記の Expressions に関するセクションを参照してください)。しかし、2 つ以上の式のグループは
コンマで区切るのではなく、キーワードAndまたはOrで連結する必要があることに注意してくだ
さい。たとえば、2 つの式からなる Where 句は次のようになります。

Where Income > 15000 And Income < 25000

And 演算子は句をより制限的 (両方の条件の評価が True の場合のみ MapBasic がレコードを選択
する) にします。一方、Or 演算子は句の制限を緩和 (どちらかの式の評価が TRUE であれば、
MapBasic はレコードを選択する) します。
Where 句では、特別なフィールド名である object を参照することによって、マップ作成可能な
テーブルの各行の地理的な状態をテストすることができます。逆に、"Not object" という式を使っ
て、図形オブジェクトが関連付けられていないレコードを選びだすこともできます。
たとえば、次のWhere句では、現在ジオコード解除されているレコードのみを選択するように指
定します。

Where Not Object

Select文で複数のテーブルを使用する場合は、必ずWhere句を使用し、Where句には2つのテー
ブルの結合方法を指定する式を含める必要があります。このような結合に関する式は、一般的に
Where tablename1.field = tablename2.field という形式になります。この 2 つのフィールドに、そ
れぞれ対応する値を指定します。次の例では、"States" と "City_1k" というテーブルを結合する方
法を示します。City_1k.State フィールドには States.state フィールドに格納されている省略形に
対応する 2 文字の州名の省略形が格納されていることを前提としています。

Where States.state = City_1k.state
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あるいは 2 つのテーブルを結合するための地理的演算子を指定することもできます。

Where states.obj Contains City_1k.obj

Any または All キーワードを使用することで、Where 句に特定の値のサブセットを組み込むこと
ができます。Any キーワードを使用すると、サブセットを定義し、ある式がそのサブセット内の
いずれかの値について TRUEかどうかをWhere句でテストできます。逆に Allキーワードを使用
すると、サブセットを定義し、ある条件がそのサブセット内のすべての値について TRUE かどう
かを Where 句でテストできます。
次のクエリでは、state フィールドに "NY"、"MA"、または "PA" のいずれかを含む顧客レコードを
すべて選択します。Any( ) 関数は SQL の "IN" 演算子と同様に機能します。

Select * From customers
Where state = Any ("NY", "MA", "PA")

Where句にそれ自体のSelect文を入れて、サブクエリと言われる作業を行うこともできます。次
の例では 2 つのテーブルを使用します。1 つは "products" という販売製品のテーブル、もう 1 つ
は "orders" という受注済み注文のテーブルです。ある時いくつかの製品が売り切れるかもしれま
せん。ここでの作業は、製品の現在の在庫に基づいて、どの注文に応じられるかを調べることで
す。このクエリでは、"現在売り切れている品目のリストに該当しないすべての注文を選択する"と
いう論理を使います。

Select * From orders
Where partnum <>
All(Select partnum from products
where not instock)

クエリの 2 行目で、2 個目の Select キーワードが使用されています。これによりサブ選択を行い
ます。サブ選択により、現在在庫がない品目のリストができます。次に、メインクエリのWhere
句で使用されている All() 関数により、在庫切れの品目のリストにアクセスします。
上の例では、サブ選択によって一連の値を取得し、メインの Select 文の Where 句で、その値の
中に含まれているかどうかをテストします。あるいはサブ選択に集計演算子を使用して、選択結果
を集計することもできます。
次の例では、集計演算子 Avg() を使用して、states テーブルの population フィールドの平均値を
計算しています。
したがって、次の Select 文では、最終的に人口が平均より多いレコードがすべて選択されます。

Select * From states
Where population >
(Select Avg(population) From states)
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MapInfo Proでは、SQLキーワード Inもサポートされています。Select文では、Inを演算子シー
ケンス= Anyの代わりに使うことができます。つまり、Anyキーワードを使用した次のWhere句

Where state = Any ("NY", "MA", "PA")

は In キーワードを使う次の Where 句と同等なものです。

Where state In ("NY", "MA", "PA")

同様に、キーワード Not In を演算子シーケンス <> All の代わりに使うことができます。
注 : 1つのSelect文に、ネストされていない複数のサブクエリを含めることはできません。
また、MapBasic の Select 文は “相関するサブクエリ” をサポートしていません。相関する
サブクエリとは、外側のクエリの変数を内側のクエリで参照することです。つまり内側のク
エリが外側のテーブルの各行について再処理されます。すなわち、クエリは "相関" してい
ます。たとえば、次のような例が挙げられます。

' Note: the following statement, which illustrates
' correlated subqueries, will NOT work in MapBasic

Select * from leads
Where lead.name =
(Select var.name From vars
Where lead.name = customer.name)

この制限は主に他の SQL と互換性があるデータベース パッケージを使用しており、SQL クエリ
にすでに熟練しているユーザのためのものです。

Into 句
このオプションの句を使って、結果テーブルに名前を付けることができます。Into 句を指定しな
い場合、結果として得られるテーブルはSelectionという名前になります。以降の操作でSelection
テーブルを参照すると、Selectionテーブルの "スナップショット"が取得されます。このスナップ
ショットには、QUERYn (QUERY1 など) という名前が付けられます。
Noselect キーワードを使用すると、文でクエリを実行する際に既存の Selection テーブルが変更
されません。クエリを実行する必要があっても、すでに選択した行の選択を解除したくない場合に
は、Noselect キーワードを使用してください。
Noselect キーワードを指定すると、SelChangedHandler プロシージャが実行されません。
Hideキーワードを指定すると、クエリテーブルは非表示テーブルとして作成されます。これは、
プログラムの処理に使用するだけで、テーブル リストなどのユーザ インターフェイスを用いて
ユーザに表示する必要はないクエリを作成する場合に便利です。したがって、Hide キーワードを
使用すれば、プログラムで Select … Into… statementsが複数回実行される場合に、不要な
オーバヘッドを大幅に削減できる可能性があります。
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Group By 句
このオプションの句は、集計関数 (小合計) を実行する場合の行のグループ分けを指定します。通
常、Group By 句では、フィールド名 (あるいはフィールド名のリスト) を指定します。これによ
り、小合計を含む結果テーブルが作成されます。たとえば、テーブルで州ごとに小合計を計算する
場合、Group By 句を使用して州名が格納されているフィールドの名前を指定します。Group By
句では、ObjectInfo() 関数のようにさまざまな戻り値が返される関数を参照することはできませ
ん。
集計関数には、Sum()、Min()、Max()、Count(*)、Avg()、およびWtAvg()があり、さまざまな集
計結果を計算できます。
また、AggregateCombine()、AggregateBuffer()、AggregateMBR()、AggregateConvexHull()
のような空間集計関数を、標準の集計関数と同じように expression_list フィールドで使用するこ
ともできます。

注 : 列式リストで許可される空間集約関数は1つだけです。

注 : 空間集計関数は、部分式として使用できません。

これらの集計関数と空間集計関数は Group By 句の中では使用しません。一般的に、Select
expression_list句にこのような関数が 1つ以上含まれ、Group By句では行のグループ分けに使用
されるフィールドを指定します。
テーブル Q4salesに、会計四半期の第 4 期の販売情報が保存されているとします。このテーブル
の各レコードには、ドル単位の販売金額に関する情報 (amount) が含まれています。各レコードの
Territoryフィールドには販売された販売領域が示されています。次のクエリではどのくらいの販売
が各領域で行なわれたかを計算し、各領域の全販売の合計を計算します。

Select territory, Count(*), Sum(amount)
From q4sales
Group By territory

Group By句により、Territoryフィールドの内容に従ってテーブルの結果をグループ分けするよう
に指定すると、領域ごとの小合計が作成されます。Select キーワードに続く式リストにより、結
果テーブルに3つのフィールドが含まれるように指定されています。1つ目のフィールドが領域の
名前、2つ目のフィールドがその領域に "属す" Q4salesテーブルのレコード数、3つ目のフィール
ドがその領域に属す全レコードの Amount フィールドの合計値を示します。

注 : Sum() 関数には、集計するフィールドを指示するパラメータが必要です。しかし、
Count()関数はパラメータとしてアスタリスクのみを受け取ります。これにより、小合計を
計算するグループの中のレコード数を単純に数えるように指定されます。Count()関数は、
フィールド識別子をパラメータで指定する必要がない唯一の集計関数です。

次の表に、MapInfo Pro の集計関数を示します。
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戻り値説明関数名

float指定したフィールドの平均値を返しま
す。

Avg( column )

integerグループに含まれる行数を返します。
フィールド名ではなく * (アスタリス
ク) を指定してください。

Count( * )

float指定されたフィールドの、グループに
含まれるすべての行の中での最大値を
返します。

Max( column )

float指定されたフィールドの、グループに
含まれるすべての行の中での最小値を
返します。

Min( column )

float指定されたフィールドの、グループに
含まれるすべての行の合計値を返しま
す。

Sum( column )

float指定されたフィールドの重み付き平均
値を返します。以下を参照してくださ
い。

WtAvg( column , weight_column )

次の表に、MapInfo Pro の空間集計関数を示します。

戻り値説明関数名

オブジェクトバッファリージョン (既存のオブジェクトの指定したバッ
ファ距離内の領域)を示すリージョンオブジェクトを返し
ます。
geometry は、ジオメトリを返す式です。
resolution は、それぞれの角の円ごとのノード数を表す 2
バイト整数値です。
width は、バッファの範囲を表す浮動小数値です。
unit_name は、width で使用する距離単位名 (マイルは"
mi"、キロメートルは "km" など) です。

AggregateBuffer( geometry, resolution,
width, unit_name )
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戻り値説明関数名

オブジェクトジオメトリ オブジェクト集合のマージ (併合) を表すジオ
メトリ オブジェクトを返します。
geometry は、ジオメトリを返す式です。

AggregateCombine ( geometry )

オブジェクト集計された一連のジオメトリオブジェクトに含まれるポイ
ント集合の凸包を表す MultiPolygon ジオメトリ オブジェ
クトを返します。
geometry は、ジオメトリを返す式です。

AggregateConvexHull ( geometry )

オブジェクト複数のジオメトリ オブジェクトの集合の最小外接矩形
(MBR) を表すエンベロープ ジオメトリ オブジェクトを返
します。
geometry は、ジオメトリを返す式です。

AggregateMBR ( geometry )

空間集計関数の使用例:

Select Aggregatecombine(obj) from usa_caps, states where usa_caps.state
= states.state //combine of all objects from usa_caps table.

Select Aggregatebuffer(obj, 20, 10, "mi") from usa_caps //Buffer and
Combine of all the objects from usa_caps table.

Select AggregateCombine(world.obj) from World group by World.Continent
Into Continents

注 : MapBasicの関数では、集合関数あるいはその他の関数も含め、小数値を返すものはあ
りません。固定小数フィールドはデータを格納するためだけに使用されます。演算は浮動小
数点数で行われます。

重み付き平均値の計算

Wtavg()集計関数は、重み付き平均を計算するために使用します。たとえば、以下の文ではWtavg()
関数を使用して、各大陸 (continent) の識字率 (literacy) の重み付き平均を計算します。

Select continent, Sum(pop_1994), WtAvg(literacy, Pop_1994)
From World
Group By continent
Into Lit_query

GroupBy句により、Continentフィールドの値に従って、テーブルの行がグループ分けされます。
たとえば、Continent フィールドの値が "North America" であるすべての行が 1 つのグループとし
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て扱われ、Continentフィールドの値が "Asia"であるすべての行が別の 1つのグループとして扱わ
れます。行のそれぞれのグループ、つまり各大陸について、識字率の重み付き平均が計算されま
す。
単純平均 (Avg()関数を使用)では、合計値を個数で除算した値を計算します。重み付き平均 (WtAvg()
関数を使用) はこれより複雑で、平均値に対する影響度が行によって異なります。この例では、
Pop_1994 (人口)フィールドにより平均値計算に重みが付けられます。つまり、人口の少ない国よ
りも人口の多い国の方が結果に与える影響が大きくなります。
Group By 句におけるフィールド式

上の例では、Group By territory句によって Territoryフィールドを名前で指定しています。これ以
外に、GroupBy句では、col#という形式の式を使用してフィールドを番号で指定することもでき
ます。このタイプの式では、# 記号は 1 以上の値を持つ整数を表し、Select 句のフィールドの 1
つを表します。したがって、前述の Select 文では、Group By territory ではなく、Group By

col1 または Group By 1, と指定することができます。
これらの代替構文の使用が必要な場合があります。フィールド名を持たない派生した式を Group
By句を使用してグループ分けする場合、適切なフィールド式を参照するには Group By句で col#
構文または # 構文を使う必要があります。次の例では、Month() 関数により得られたフィールド
値をGroup By句によってグループ分けします。このフィールド式は通常のフィールド名を持たな
いので、ここでは Group By 句で col# 形式を使用して参照します。

Select Month(sick_date), Count(*)
From sickdays
Group By 1

この例では、sickdaysテーブルの各行が病欠の申請を表すとします。このクエリの結果には 12行
(月ごとに 1 行) が含まれ、2 つ目のフィールドは各月の病欠申請数を表します。
複数フィールドによるグループ分け

アプリケーションによっては、GroupBy句で複数のフィールドを指定する必要があります。これ
は、フィールドの内容の一意性が不十分な場合に起こります。たとえば、米国全体の郡を示すテー
ブルがあるとします。郡の名前は一意ではありません。たとえば、Franklinという郡は複数の州に
存在します。したがって、Group By 句で郡名フィールドだけを指定している場合には、Franklin
郡について1つの小合計行が作成されます。レコードが別々の州にあっても、Franklinという名前
の郡がすべてその行にまとめられます。
このような問題が発生する場合、GroupBy句では複数のフィールドをコンマで区切って指定する
必要があります。たとえば、Group By 句を次のように指定します。

Group By county, state
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こうすることで、countyname, statenameという形式の一意な式に対応する別々の行にグループ分
けされ、別々の小合計が作成されます。結果テーブルには、FranklinCounty,MAとFranklinCounty,
FL に対応する別々の行が含まれます。

Order By 句
このオプションの句は結果を順番に並べるためのフィールドまたはフィールドのセットを指定しま
す。Group By 句と同様に、フィールドはフィールド リスト内の名前によって、またはフィール
ド リストでの位置を表す番号によって指定されます。複数のフィールドはコンマで区切ります。
デフォルトでは、Order By 句で並べ替えた結果は昇順になります。文字の昇順並べ替えでは "A"
値が "Z" 値の前に置かれます。数値の昇順並べ替えでは小さい数が大きい数の前に置かれます。
フィールドの1つを降順で並べ替えるには、フィールド名の後にキーワードDESCを付加します。

Select * From cities
Order By state, population Desc

このクエリでは Cities テーブルに対して 2 段階の並べ替えを行います。まず、state (州) フィール
ドの内容に従ってテーブルが昇順に並べ替えられます。次に、各州のレコードのグループ内で、
populationフィールドの値の降順での並べ替えが実行されます。フィールド名とキーワードDESC
の間にはコンマでなくスペースを入れることに注意してください。
Order By 句では、ObjectInfo() 関数のようにさまざまな戻り値が返される関数を参照することは
できません。

Limit 句
Limit 句では、Select 文によって返されるレコードの数を指定できます。これを使用すると、クエ
リの完了を待つことなく、結果のサンプリングや、クエリのプレビューを行うことができます。n
番目に大きいデータや n 番目に小さいデータをテーブルから選択する場合にも便利です。値 n は
0より大きな値でなければなりません。nが負の値の場合は、エラーが表示されます。このエラー
の MapBasic エラー コードは 1055 です。
LIMIT 句の使用例。

Select * From Countries Where Pop_1994 > 2000000 And Pop_1994 < 3000000
Limit 5

上記のクエリは WHERE 句の最初の 5 つの結果が見つかった時点で処理を停止します。

Select * From Countries Order By Pop_1994 Desc Limit 5

上記の結果セットには、"1994" 年の人口が多い上位 5 か国が人口の多い順に示されています。こ
のクエリには Order By句があるため、すべてのレコードの処理が完了しないと上位 5つの結果が
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わかりません。大きなテーブルでは、結果が特定されるまで長い時間待つことになる場合がありま
す。

Select * From Countries Where Pop_1994 > 2000000 And Pop_1994 < 3000000
Order By Pop_1994 Desc

Limit 5

上のクエリは、WHERE句を使って最初にすべてのレコードを探し、その結果を "Pop_1994"の値
で降順に並べ替えたうえで、上位 5 つの結果を返します。

地理演算子
MapBasic は、地理的演算子 Contains、Contains Part、Contains Entire、Within、Partly Within、
Entirely Within、および Intersects をサポートします。これらの演算子は任意の式に使用でき、特
に Select 文の Where 句では非常に便利です。すべての地理演算子は 2 項演算子であり、2 つの
オブジェクトの演算を行って、論理値を返します。次の表に地理演算子を示します。

True と評価する場合用法

最初のオブジェクトが 2番目のオブジェクトの中心点を含
む

objectA Contains objectB

最初のオブジェクトが 2番目のオブジェクトの一部を含むobjectA Contains Part objectB

最初のオブジェクトが 2 番目のオブジェクト全体を含むobjectA Contains Entire objectB

最初のオブジェクトの中心点が 2番目のオブジェクトの中
にある

objectA Within objectB

最初のオブジェクトの一部が 2番目のオブジェクトの中に
ある

objectA Partly Within objectB

最初のオブジェクト全体が 2番目のオブジェクトの中にあ
る

objectA Entirely Within objectB

2 つのオブジェクトがある点で交差するobjectA Intersects objectB

パフォーマンス
一部のSelect文は、Where句の内容によっては、他のSelect文よりもかなり速く実行されます。
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たとえば、Where 句に次の形式の式が 1 つ含まれる場合、実行速度が速くなります。

columnname = constant_expression

また、この形式の式がWhere句に複数含まれる場合 (And演算子で結合される場合)も実行速度が
向上します。これは、Select 文のインデックス付与の効率が最も高くなるためです。しかし、
Where 句の複数の式が And 演算子ではなく Or 演算子で結合されている場合には、インデックス
付与の効率を最大化できないため、より時間がかかります。
同様に、Where 句の式が次の形式のときパフォーマンスが最適になります。

[ tablename. ] obj geographic_operator object_expression

また、Where 句が次の形式の場合も同様です。

RowID = constant_expression

RowIDは特別なフィールド名です。各行のRowIDはテーブルの中の対応する行番号を示します。
すなわち、テーブルの 1 行目の RowID の値は 1 です。

クロス結合
2 つのテーブルを結合したうえで、任意の種類の条件フィルタを適用することができます。"=" お
よび空間演算子に加えて、"<"、">"、"<="、">="、"<>" の各演算子を使ってテーブルどうしを結合
することができます。その結果は 2 つのテーブル間のクロス結合になります。オペランドのどち
ら側でも、変数式、定数、またはフィールドを使用できます。

注 : 2 つの条件の組み合わせには AND 演算子のみを使用できます。

たとえば、互いに近くにあるオブジェクトどうしを探すには、次のようにします。

Select A.ID, B.NAME From SomeTable1 as "A", SomeTable2 as "B" Where
ObjectDistance(A.OBJ, B.OBJ, "m") < 100

結合でのオブジェクト テーブルの指定
オブジェクトの取得元となるテーブルを指定し、オブジェクト式をクエリ マップ内に直接追加す
ることもできます。オブジェクトを追加するテーブルまたは式を選択してクエリでマッピングを行
うには、object キーワードを指定する必要があります。
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注 : オブジェクト フィールドにするために指定できるフィールドは 1 つだけです。空間集
計関数が指定されている場合、オブジェクトフィールドを再び指定することはできません。

Select usa_caps.state, states.obj object from usa_caps,states where
usa_Caps.state = states.state //In case of join the object used to come
from first table by default, but in this query we

have specified the object keyword to states.obj therefore now the
query will have object from

states table.

"combine(states.obj, usa_caps.obj) as "Combine" object"のように、expression
listフィールドでオブジェクト式を指定した場合は、その他のグラフィックフィールドが文字型と
して扱われます。以下に例を示します。

Open Table "D:\Maps\us\usa_caps.TAB" Interactive
Open Table "D:\Maps\Imp_data\STATES.TAB" Interactive
select usa_caps.state, states.obj as "StateObj", Buffer(OBJ, 20, 10,
"mi") "BufferObj" Object from usa_caps, states where usa_Caps.state =
states.state into query
Map From query
set map window frontwindow() layer 0 Editable On
Set Map Window frontwindow() Layer 1 Display Off
Dim aOBJ as Object
fetch first from query
aOBJ = query.StateObj ---> Here you will get cannot convert data error
because we have a object expression in query.
Insert Into WindowInfo(frontwindow(), 10) (OBJ) Values(aOBJ)

select usa_caps.state, states.obj as "StateObj" object, Buffer(OBJ, 20,
10, "mi") "BufferObj" from usa_caps, states where usa_Caps.state =
states.state into query
Map From query
set map window frontwindow() layer 0 Editable On
Set Map Window frontwindow() Layer 1 Display Off
Dim aOBJ as Object
fetch first from query
aOBJ = query.BufferObj --> This will work, because we don't have object
expression in query. We just have specified which table the object
should come from.
Insert Into WindowInfo(frontwindow(), 10) (OBJ) Values(aOBJ)
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例
この例は New York、Connecticut あるいは Massachusetts の顧客全部を選択するものです。各顧
客レコードに州名が含まれている必要はありません。各顧客オブジェクトの地理的位置によって、
各顧客がその州にいるかどうかを判断します。

Select * From customers
Where obj Within Any(Select obj From states
Where state = "NY" or state = "CT" or state = "MA")

次の例では、サブ選択の方法を示します。ここでは "Federal"という名が付く顧客が含まれる販売
領域をすべて選択するとします。サブ選択ではFederalという名が付いているすべての顧客レコー
ドを選択し、次いでメインの選択でFederalという名前が付く顧客のリストを使用して、領域を選
択します。

Select * From territories
Where obj Contains Any (Select obj From customers
Where customers.source = "Federal")

次のクエリは区域 120059 と接するすべての区域を選択するものです。

Select * From parcels
Where obj Intersects (Select obj From parcels
Where parcel_id = 120059)

関連項目

Open Table 文

SelectionInfo() 関数

目的
現在の選択内容に関する情報を返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウか
ら呼び出すことができます。

注 : ラベルは完全なオブジェクトではなく、他のオブジェクトの属性にすぎないため、ラ
ベルが選択されても "選択" とは見なされません。

構文

SelectionInfo( attribute )
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attribute は次の表のいずれかの整数コードです。

戻り値
文字列または整数。以下の表を参照してください。

説明
以下の表は、attributeパラメータとして使うことができるコード (MAPBASIC.DEFに定義)をまと
めたものです。

SelectionInfo() の戻り値IDattribute の設定

選択のベースとなったテーブル名の文字列。データが現在何も選
択されていない場合は空の文字列を返します。

1SEL_INFO_TABLENAME

クエリ結果を含む一時テーブルの名前 ("Query1"など)の文字列。
データが現在何も選択されていない場合は空の文字列を返します。

2SEL_INFO_SELNAME

選択行数を示す整数値。データが現在何も選択されていない場合
は 0 を返します。

3SEL_INFO_NROWS

論理: 現在の選択セットが新規の場合、T (true) を返します。4SEL_INFO_ISNEW

注 : 現在の選択が複数のテーブルの結合の結果である場合、
SelectionInfo(SEL_INFO_NROWS)は基本テーブルで選択されている行の数を返しますが、
これが Selectionテーブルの列の数と等しくない可能性があります。下の例を参照してくだ
さい。

エラー コード
ERR_FCN_ARG_RANGE (644) エラーは、引数が正しい範囲の値でない場合に生成されます。

838MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



例
次の例は Select 文を使用して結合を実行します。この実行後、変数 i は 40 (基本テーブルである
Statesで現在選択されている行の数)になり、変数 jは 125 (クエリ結果テーブルの行の数)になり
ます。

Dim i, j As Integer
Select * From States, City_125
Where States.obj Contains City_125.obj Into QResults
i = SelectionInfo(SEL_INFO_NROWS)
j = TableInfo(QResults, TAB_INFO_NROWS)

関連項目

Select 文、TableInfo() 関数

Server Begin Transaction 文

目的
リモート データ サーバに新しい作業ユニットを開始するようリクエストします。 この文は、
MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Server ConnectionNumber Begin Transaction

ConnectionNumber は、特定の接続を表す整数値です。

説明
Server Begin Transaction 文を使用して、トランザクション処理の開始ポイントを指定します。
Server_Execute() 関数によって発行された後続の SQL Insert文、Delete文、および Update文の
結果は、Server Commit 文が発行されるまでデータベースに保存されません。変更を破棄するに
は、Server Rollback 文を使用します。

例

Dim hdbc As Integer
hdbc = Server_Connect("ODBC", "DLG=1")
Server hdbc Begin Transaction
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' ... other server statements ...
Server hdbc Commit

関連項目

Server Commit 文、Server Rollback 文

Server Bind Column 文

目的
リモート データ サーバによって使用できるローカルな格納場所を割り当てます。 この文は、
MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Server StatementNumber Bind Column n To Variable, StatusVariable

StatementNumber は、SQL 文に関する情報を指定する整数値です。
n は、バインドする結果セットの中のフィールド番号です。
Variable は、フェッチ後のフィールド値を格納する MapBasic 変数です。
StatusVariable は、値のステータスを Null 、切り捨て、または正の整数値として示す整数コード
です。

説明
Server Bind Columnは、リモートで実行された Select 文で指定されたフィールドの結果データ
の格納場所として、アプリケーション変数を設定します。以降の Server Fetch 文によってサーバ
からデータ行を取得すると、フィールドの値は Server Bind Column 文で指定された変数に格納
されます。フィールド結果のステータスは、ステータス変数に格納されます。

条件IDStatusvariable 値

フィールドがその行に対するデータを持たない場合に返されます。-1SRV_NULL_DATA

フィールドのデータがMapBasic変数に格納できる量を超えている
場合に返されます。

-2SRV_TRUNCATED_DATA
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条件IDStatusvariable 値

サーバによって返されたバイト数。正の整数値

例
以下に、宛名ラベルを "印刷" するアプリケーションを示します。ここでは、6 フィールドから成
るリレーショナル テーブル ADDR が存在すると想定します。

Dim hdbc, hstmt As Integer
Dim first_name, last_name, street, city, state, zip As String
Dim fn_stat, ln_stat, str_stat, ct_stat, st_stat, zip_stat As Integer
hdbc = Server_Connect("ODBC", "DLG=1")
hstmt = Server_Execute( hdbc, "select * from ADDR")
Server hstmt Bind Column 1 To first_name,fn_stat
Server hstmt Bind Column 2 To last_name, ln_stat
Server hstmt Bind Column 3 To street, str_stat
Server hstmt Bind Column 4 To city, ct_stat
Server hstmt Bind Column 5 To state, st_stat
Server hstmt Bind Column 6 To zip, zip_stat
Server hstmt Fetch NEXT
While Not Server_Eot(hstmt)
Print first_name + " " + last_name
Print street
Print city + ", " + state + " " + zip
Server hstmt Fetch NEXT
Wend
Server hstmt Close
Server hdbc Disconnect

関連項目

Server_ColumnInfo() 関数

Server Close 文

目的
リモート データベース アクセス文の実行に関連するリソースを解放します。 この文は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。
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構文

Server StatementNumber Close

StatementNumber は、SQL 文に関する情報を指定する整数値です。

説明
Server Close 文を使用して、現在のリモート文に関する処理が終了したことをサーバに通知しま
す。その文に関連するすべてのリソースが解放されます。処理が終了した、クエリ以外の SQL 文
に対応する Server_Execute() 関数の直後に Server Close 文を必ず呼び出してください。

例

' Fetch the 5th record then close the statement
hstmt = Server_Execute(hdbc, "Select * from Massive_Database")
Server hstmt Fetch Rec 5
Server hstmt Close

関連項目

Server_Execute() 関数

Server_ColumnInfo() 関数

目的
結果セットの中のフィールドに関する情報を取得します。この関数は、MapInfo ProのMapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

Server_ColumnInfo( StatementNumber, ColumnNo, Attr )

StatementNumber は、SQL 文に関する情報を指定する整数値です。
ColumnNoは、テーブル内のフィールドの番号で、左端のフィールドから順に1から始まります。
Attr は、返されるフィールドの種類を指定するコードです。
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戻り値
戻り値は、渡された属性 (Attr) の値に基づく条件によって決まります。

説明
Server_ColumnInfo関数は、リモートで実行された Select 文で選択されたリモート データ ソー
スの結果セットの中で現在フェッチされているフィールドに関する情報を返します。
StatementNumber パラメータでは、その接続に関連付けられている特定の文ハンドルを指定しま
す。ColumnNoパラメータでは、情報を取得するフィールド (フィールドには左から順に 1から始
まる番号が付いています) を指定します。Attr では、返される情報の種類を選択します。
次の表に、Attrパラメータによって返される属性を示します。これらのタイプは、MAPBASIC.DEF

に定義されています。

Server_ColumnInfo() の戻り値IDAttr 値

フィールドの名前を表す文字列値。1SRV_COL_INFO_NAME

フィールド タイプを示す整数値のコード。
• SRV_COL_TYPE_NONE (0)
• SRV_COL_TYPE_CHAR (1)
• SRV_COL_TYPE_DECIMAL (2)
• SRV_COL_TYPE_INTEGER (3)
• SRV_COL_TYPE_SMALLINT (4)
• SRV_COL_TYPE_DATE (5)
• SRV_COL_TYPE_LOGICAL (6)
• SRV_COL_TYPE_FLOAT (8)
• SRV_COL_TYPE_FIXED_LEN_STRING (16)
• SRV_COL_TYPE_BIN_STRING (17)

MapInfo Pro でのデータ タイプの解釈方法については、Server
Fetch に関する説明を参照してください。

2SRV_COL_INFO_TYPE

SRV_COL_TYPE_CHAR (1) または
SRV_COL_TYPE_FIXED_LEN_STRING (16)タイプのフィールド
の最大文字数を示す整数値。
ODBCを使用する場合、Null終端子は数えられません。戻り値は、
サーバ データベース テーブルのフィールドの幅と等しくなりま
す。

3SRV_COL_INFO_WIDTH

843MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



Server_ColumnInfo() の戻り値IDAttr 値

SRV_COL_TYPE_DECIMAL (2)フィールドの合計桁数を示す整数
値。その他のフィールド タイプに対しては -1。

4SRV_COL_INFO_PRECISION

SRV_COL_TYPE_DECIMAL (2)フィールドの小数点の右にある桁
数を示す整数値。その他のフィールド タイプに対しては -1。

5SRV_COL_INFO_SCALE

結果タイプは条件によって異なります。現在行のフィールドの実
際のデータ値を返します。32,766 を超える長い文字フィールド値
は切り捨てられます。バイナリ フィールド値は、16進数文字の 2
倍の長さの文字列として返されます。

6SRV_COL_INFO_VALUE

フィールド値のステータスを表す整数値。
• SRV_NULL_DATA (-1)

フィールドがその行に対するデータを持たない場合に返されま
す。

• SRV_TRUNCATED_DATA (-2)

フィールドのデータがMapBasic変数に格納できる量を超えてい
る場合に返されます。

• 正の整数値
サーバによって返されたバイト数。

7SRV_COL_INFO_STATUS

クエリのフィールドに別名が使われている場合に返されるフィー
ルドの別名。

8SRV_COL_INFO_ALIAS

例

Dim hdbc, Stmt As Integer
Dim Col As Integer
hdbc = Server_Connect("ODBC", "DLG=1")
Stmt = Server_Execute(hdbc, "Select * from emp")
Server Stmt Fetch NEXT
For Col = 1 To Server_NumCols(Stmt)
Print Server_ColumnInfo(Stmt, Col, SRV_COL_INFO_NAME) +
" = " +
Server_ColumnInfo(Stmt, Col, SRV_COL_INFO_VALUE)
Next

関連項目

Server Bind Column 文、Server Fetch 文、Server_NumCols() 関数
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Server Commit 文

目的
現在の作業ユニットをデータベースに保存させます。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィ
ンドウから発行できます。

構文

Server ConnectionNumber Commit

ConnectionNumber は、特定の接続を表す整数値です。

説明
Server Commit文は、データベースに対する最後の Server Begin Transaction文以降に、その接
続で発行されたすべてのリモートSQL文の結果を永続的に保存します。ServerCommit文を使用
するには、Server Begin Transaction 文によって開始されたトランザクションが開かれている必
要があります。新しいトランザクションを開始するには、Server Commit文の後で新たに Server
Begin Transaction 文を発行します。

例

hdbc = Server_Connect("ODBC", "DLG=1")
Server hdbc Begin Transaction
hstmt = Server_Execute(hdbc, "Update Emp Set salary = salary * 1.5")
Server hdbc Commit

関連項目

Server Begin Transaction 文、Server Rollback 文
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Server_Connect() 関数

目的
リモートデータサーバとの接続を確立します。この関数は、MapInfo ProのMapBasicウィンド
ウから呼び出すことができます。

構文

Server_Connect( toolkit, connect_string )

toolkitは、リモート インターフェイスを示す文字列で、たとえば "ORAINET"や "FDO"などです。
toolkit の有効な値は Server_DriverInfo() 関数を使用して取得できます。
connect_string は、データベースへの接続を確立するために必要な追加情報を含む文字列です。

戻り値
整数

説明
Server_Connect()関数を使用して、データソースへの接続を確立します。この関数は、接続番号
を返します。接続番号が、確立された接続の識別子になります。この接続を使用した操作を行うす
べての server 文で、この接続番号を指定します。
toolkitパラメータで、データベースサーバへの接続で使用するMapInfoProリモートインターフェ
イス ツールキットを指定します。指定できる値に関する情報は、Server_NumDrivers() 関数およ
び Server_DriverInfo() 関数を呼び出すことで取得できます。
connect_stringパラメータを使って、データベースとの接続確立に必要な追加情報をツールキット
に指定します。その内容は、アクセスするリモート データ ソースの要件によって異なります。
Server_Connect() 関数に渡す接続文字列は、次の形式で指定します。

attribute=value[;attribute=value...]

注 : 接続文字列の途中に空白を入れることはできません。

DLG=1の接続オプションを渡すことで、アクティブなヘルプボタンを備えた接続ダイアログボッ
クスが表示されます。
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接続先データベースの種類に応じて、以下のいずれかのセクションを参照してください。
• Microsoft ACCESS への接続
• SQLite への接続
• SQL SERVER への接続
• Oracle Spatial への接続
• POSTgreSQL への接続

Microsoft ACCESS への接続
Microsoft ACCESS に対する接続文字列の例を次に示します。

"DSN=MI ACCESS;UID=ADMIN;PWD=SECRET"

Microsoft Access で使用する属性を次に示します。

説明attribute パラメータ

Microsoft Access のための ODBC データ ソース名。DSN

ユーザのログイン ID。UID

ユーザのパスワード。PWD

デフォルト値はNOです。SCROLL=YESにすると、この接続でODBCカーソルライブ
ラリが使用され、データベースの最初のレコード、最後のレコード、前のレコード、ま
たは n 番目のレコードをフェッチできます。

SCROLL

次の例では、atstest.mdb という名前の MS ACCESS ファイルに接続します。

Server_connect("ODBC", "DRIVER=Microsoft Access Driver (*.mdb, *.accdb);
MDB;DBQ=atstest.mdb;DefaultDir=C:\database\odbc\;DriverId=25;FIL=MS
Access;MaxBufferSize=2048;PageTimeout=5;SCROLL=No")

SQLite への接続
SQLiteデータベースに接続するには、toolkitのタイプとして "FDO"を指定する必要があります。
SQLite データベースに接続する方法の例については、『MapBasic ユーザーズ ガイド』の「リン
ク テーブルを使用したリモート データベースへのアクセスと、その更新」を参照してください。
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注 : MapInfo Pro により、SQLite データベースにアクセスするための Feature Data Object
(FDO) がインストールされます。ユーザが FDO を取得する必要はありません。

SQLite に対する接続文字列の例を次に示します。

"File=C:\Data\MIPRO71252.sqlite;PROVIDER=OSGeo.SQLite;SCROLL=NO"

SQLite で使用する属性を次に示します。

説明attribute パラメータ

SQLite データベース ファイルへのフル パス。ファイル

データ形式。Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) など。PROVIDER

デフォルト値は NO です。SCROLL=YESにすると、この接続で FDO カーソル ライブ
ラリが使用され、データベースの最初のレコード、最後のレコード、前のレコード、ま
たは n 番目のレコードをフェッチできます。

SCROLL

以下の例では、SQLite (FDO)データベースからのリンクテーブルを開きます。この例の内容は次
のとおりです。
1. MIPRO71252.sqlite という名前の SQLite データベースに接続します。
2. EN_STATEという名前のテーブルを開きます。テーブルはデータベースにリンクされており、

NativeX (MapInfo拡張)形式で、UTF-8文字セットを使用します。この例において、username

は Windows ユーザ アカウントです。
3. マップ ウィンドウを開いて EN_STATE データを表示します。

dim i as integer
i = Server_Connect("FDO",
"File=C:\Data\MIPRO71252.sqlite;PROVIDER=OSGeo.SQLite;SCROLL=NO")

Server i Link Table "select * from EN_STATE" ToolKit "FDO" INTO "EN_STATE"
FILE "C:\Users\username\Documents\EN_STATE.tab" TYPE NATIVEX Charset
"UTF-8"

map from EN_STATE

以下の例では、SQLiteデータベースに接続して、キャッシュをオンにしてライブテーブルを開き
ます。この例の内容は次のとおりです。
1. MIPRO71252.sqlite という名前の SQLite データベースに接続します。
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2. EN_STATEという名前のテーブルを登録し、UTF-8文字セットを使用するように設定します。
続いてこのテーブルを、NativeX (MapInfo拡張)形式で開きます。この例において、username

は Windows ユーザ アカウントです。
3. EN_STATE テーブルを対話モードで開くことにより、変更がライブで (直接データベース内の

テーブルに) 適用されるようにします。
4. マップ ウィンドウを開いて EN_STATE データを表示します。

dim i as integer
i = Server_Connect("FDO",
"File=C:\Data\MIPRO71252.sqlite;PROVIDER=OSGeo.SQLite;SCROLL=NO")

Register Table "EN_STATE" Type ODBC Charset "UTF-8" Table "select * from
EN_STATE" Connection Handle i ToolKit "FDO" Cache ON TYPE NATIVEX Into
"C:\Users\username\Documents\EN_STATE.tab"

Open Table "C:\Users\username\Documents\EN_STATE.tab" Interactive

Map From EN_STATE

テーブルの登録時にCharset句とTYPE句を省略すると、テーブルは、Windowsオペレーティン
グシステムからのデフォルトのシステム文字セットを使用して、Native (MapInfo)形式で開かれま
す。
Handle 句を SQLite データベースへのパスで置き換えると、事前にデータベースに接続すること
なくテーブルが開きます (つまり、dim . . . Server_Connect 文は不要です)。

Register Table "EN_STATE" Type ODBC Charset "UTF-8" Table "select * from
""EN_STATE""" Connection
"File=C:\Data\MIPRO71252.sqlite;PROVIDER=OSGeo.SQLite;SCROLL=NO" ToolKit
"FDO" Cache ON TYPE NATIVEX Into
"C:\Users\username\Documents\EN_STATE.tab"

注 : MapInfo Pro により、SQLite データベースにアクセスするための Feature Data Object
(FDO) がインストールされます。ユーザが FDO を取得する必要はありません。

SQL SERVER への接続
アプリケーションがデータ ソースに接続するために接続文字列を必要とする場合、データ ソース
名を指定して、デフォルト接続情報として使用するシステム情報のセクションをドライバに指定す
る必要があります。必要に応じて、接続文字列に attribute=value のペアを指定することにより、
システム情報として保存されているデフォルト値を変更できます。ただし、変更後の値は、システ
ム情報に書き込まれません。
接続文字列は、次の形式で指定します。

DSN=data_source_name[;attribute=value[;attribute=value]...]
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以下は、ユーザ ID (UID)として JOHN、パスワード (PWD)として XYZZYを使用する、SQL Server
への接続文字列の例です。

DSN=Accounting;UID=JOHN;PWD=XYZZY

以下では、属性のフルネーム、短縮名がある場合は短縮名、属性の意味を説明します。次に示す初
期デフォルト値は、接続文字列でもシステム情報のデータ ソース定義でも値が指定されていない
場合に適用されます。ユーザがデータ ソースを設定するときに属性値を指定した場合は、その値
がデフォルトになります。
Address : SQL Server が動作しているサーバのネットワーク アドレス。SQL Server を実行して
いるサーバが、Server キーワードで指定されていないときにのみ使用します。Address は通常は
サーバのネットワーク名ですが、パイプ、TCP/IPポート、ソケットのアドレスのこともあります。
たとえば、TCP/IP の場合は 199.199.199.5, 1433 または MYSVR, 1433 のように指定できます。
AnsiNPW : AnsiNPW={yes | no}。ANSI定義の動作を行うかどうかを指定します。yesに設定する
と、ドライバは、NULL比較、文字データのパディング、警告、NULL連結の処理に関して、ANSI
定義の動作を行います。no に設定すると、ANSI 定義の動作を行いません。
APP : SQLDriverConnect を呼び出すアプリケーション名 (オプション)。指定すると、この値が
master.dbo.sysprocessesの program_nameフィールドに保存され、sp_whoおよび Transact-SQL
APP_NAME 関数によって返されます。
DATABASE : この接続のデフォルトの SQL Server データベースの名前。DATABASE を指定しな
ければ、ログインに定義されているデフォルトデータベースが使用されます。ODBCデータソー
スのデフォルト データベースの方が、ログインに定義されているデフォルト データベースよりも
優先されます。AttachDBFileNameが指定されない場合は、既存データベースを指定する必要があ
ります。AttachDBFileName が指定されている場合は、それが示すプライマリ ファイルが結合さ
れ、DATABASE で指定されたデータベース名になります。
LANGUAGE : SQL Serverの言語名 (オプション)。SQL Serverは、sysmessagesに複数の言語に
よるメッセージを持つことができます。複数言語を備えた SQL Serverに接続するときは、この属
性を使用して、この接続で使用するメッセージ言語を指定できます。
Network : ネットワーク ライブラリ DLL の名前。パスを指定する必要はありません。また、ファ
イル名拡張子の .dll を指定しないでください (たとえば、Network=dbnmpntw のように指定しま
す)。
PWD : UID パラメータで指定した SQL Server ログイン アカウントのパスワード。Windows NT
の認証を使用している場合、またはログインのパスワードが NULLの場合は、PWDを指定する必
要はありません (Trusted_Connection=yes の場合)。
QueryLogFile : 長時間クエリのログ記録に使用するファイルの完全パスと名前。
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QueryLog_On : QueryLog_On={yes | no}。長時間クエリデータをログに記録するかどうかを指定
します。yes に設定すると、この接続上の長時間クエリ データがログに記録されます。no に設定
すると、長時間クエリ データがログに記録されません。
QueryLogTime :長時間クエリのログ記録のしきい値を数字文字列 (単位はミリ秒)で指定します。
これで指定した時間内に応答が得られないクエリは、すべて長時間クエリのログ ファイルに記録
されます。
QuotedID : QuotedID={yes | no}。接続の QUOTED_IDENTIFIERSを ON または OFF に設定しま
す。yesに設定すると、この接続の QUOTED_IDENTIFIERSが ONに設定され、SQL文内の引用
符の使用に関して、SQL-92 ルールが使用されます。no に設定すると、この接続の
QUOTED_IDENTIFIERSが OFF に設定され、SQL 文内の引用符の使用に関して、従来の
Transact-SQL ルールが使用されます。
Regional : Regional={yes | no}。通貨、日付、時刻の変換方法を指定します。yes に設定すると、
SQL Server Wire Protocol ドライバは、クライアント設定を使用して、通貨、日付、日付/時刻、
時刻のデータを文字データに変換します。変換は単方向です。ドライバは、ODBC 標準形式でな
い日付文字列や通貨の値を認識しません。no に設定すると、ドライバは、文字列データに変換さ
れる通貨、日付、時刻データを ODBC 標準文字列で表します。
SAVEFILE :接続が確立された場合に、現在の接続の属性値を保存する ODBCデータ ソース ファ
イル名。
SERVER : SQL Server が実行されているネットワーク上のサーバの名前。指定する値は、ネット
ワーク上のサーバ名か、SQLServerクライアントネットワークユーティリティのAdvancedServer
エントリ名でなければなりません。Windows NTでは、"(local)"と入力することにより、同じコン
ピュータで実行されている SQL Server のコピーに接続することができます。
StatsLogFile : SQL Server Wire Protocolドライバのパフォーマンス統計を記録するファイルの完
全パスと名前。
StatsLog_On : StatsLog_On={yes | no}。SQL Server Wire Protocol ドライバのパフォーマンス
データを取得するかどうかを指定します。yesに設定すると、SQL Server Wire Protocolドライバ
のパフォーマンスデータを取得します。noに設定すると、この接続ではSQLServerWire Protocol
ドライバのパフォーマンス データを取得しません。
Trusted_Connection : Trusted_Connection={yes | no}。SQL Server Wire Protocol ドライバがロ
グイン認証に使用する情報を指定します。yesに設定すると、SQL Server Wire Protocolドライバ
は、Windows NT認証モードを使用して、ログインを認証します。UIDと PWDのキーワードをオ
プションで指定できます。no に設定すると、SQL Server Wire Protocol ドライバは、SQL Server
のユーザ名とパスワードを使用して、ログインを認証します。UIDとPWDのキーワードを指定す
る必要があります。
UID : 有効な SQL Server ログイン アカウント。Windows NT 認証モードを使用する場合は、UID
を指定する必要はありません。
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WSID: Theワークステーション ID。一般的には、アプリケーションが存在するコンピュータのネッ
トワーク名です (オプション)。指定すると、この値がmaster.dbo.sysprocessesの hostnameに保
存され、sp_who および Transact-SQL HOST_NAME 関数によって返されます。
以下の例では、MIPRO-SQL2014 という名前の SQL Server データベースに接続します。

Server_connect("ODBC", "DRIVER={SQL Server Native Client 11.0};
DATABASE=QADB;Server=MIPRO-SQL2014;UID=myusername;PWD=mypassword;QuotedID=YES;Trusted_Connection=No;
Network=DBMSSOCN;Address=MIPRO-SQL2014,1433")

Oracle Spatial への接続
Oracle Spatialは、OracleCorporationから提供されている空間データベースです。このデータベー
スは以前の Oracle SDO に似た部分もありますが、実質的には別のデータベースです。Oracle
Spatial は、リレーショナル スキーマを介して Oracle SDO サポートを維持しています。ただし、
MapInfo Proは、OCI接続ではOracle SDOリレーショナルスキーマをサポートしません。MapInfo
Pro では Oracle への接続を OCI 経由でサポートし、その他のデータベースへの接続は ODBC で
サポートしています。MapInfo Proは現在の IntersolvのODBCドライバを使用したODBC経由で
の Oracle 空間データ オブジェクト テーブルのダウンロードをサポートしていません。DSN コン
ポーネントはありません。
TCP/IP を使用して、OraMIPRO という名前の Oracle Spatial サーバにアクセスするときの接続文
字列の例を次に示します。

"SRVR=OraMIPRO;UID=myusername;PWD=mypassword"

説明attribute パラメータ

Oracle データベースへの接続にアプリケーションが使用するログオン ID (ユーザ名)。
データベースにセキュリティが設定されている場合のみログオン IDが必要です。この場
合、システム管理者に連絡して、ログオン ID を取得してください。

LogonID (UID)

パスワード。これについても、システム管理者に問い合わせてください。Password (PWD)

Oracle サーバ名。ServerName (SRVR)

以下の Oracle Spatial の例では、OraMIPRO というサーバに接続します。

server_connect ("ORAINET", "SRVR=OraMIPRO;UID=myusername;PWD=mypassword")
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POSTgreSQL への接続
POSTgreSQL に対する接続文字列の例を次に示します。

DSN=AccountingDepartment;UID=myusername;PWD=mypassword

以下のパラメータが、POSTgreSQL ドライバに対して使用できます。

短縮文字列キーワード定義

なし説明データ ソースの説明

なしServernameサーバ名

なしPortpostmaster リスニング ポート

なしUsernameユーザ名

なしPasswordPassword

B2Debugデバッグ フラグ

A7Fetch最大フェッチ数

A8Socketソケット バッファ サイズ

A0ReadOnlyデータベースは読み取り専用

B3CommLogバックエンドとの通信ログ

A1ProtocolPostgreSQL バックエンド プロトコル

B4Optimizerバックエンド遺伝的最適化

B5Ksqoキーセット クエリ最適化

A6ConnSettings接続時にバックエンドに送信

なしUniqueIndex一意のインデックスを認識
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短縮文字列キーワード定義

A9UnknownSizes不明の結果セットのサイズ

C1CancelAsFreeStmtキャンセルに FreeStmt を使用

B6UseDeclareFetchDeclare/Fetch カーソルを使用

B7TextAsLongVarcharテキストに LongVarchar を使用

B8UnknownsAsLongVarchar不明に LongVarchar を使用

B9BoolsAsCharBool に Char を使用

B0MaxVarcharSize最大 Varchar サイズ

B1MaxLongVarcharSize最大 LongVarchar サイズ

A2FakeOidIndexOIDに一意のインデックスがあるように見せか
ける

A3ShowOidColumnSQLColumns に OID を含める

A4RowVersioning行バージョン

A5ShowSystemTablesシステム テーブルを表示

C0Parseステートメントを解析

C2ExtraSysTablePrefixesSysTable プレフィックス

C3DisallowPremature不正中断の不許可

C4UpdatableCursors更新可能カーソル

C5LFConversionLF <-> CR/LF 変換

C6TrueIsMinus1真は -1
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短縮文字列キーワード定義

なしBIint8 フィールドにレポートするデータ型

C7ByteaAsLongVarBinaryByte に LongVarBinary を使用

C8UseServerSidePrepareサーバ側プリペアを使用

C9LowerCaseIdentifier小文字識別子

CASSLmodeSSL モード

なしAB追加オプション

なしCX短縮文字列 (推奨値の簡潔な設定)

以下の Postgres と PostGIS の例では、MiProPostGIS21というサーバに接続します。

Server_connect("ODBC", "DRIVER={PostGreSQL UNICODE(x64)};DATABASE=QADB;
Server=MiProPostGIS21;UID=myusername;PWD=mypassword;Port=5432")

関連項目

Server Disconnect 文

Server_ConnectInfo() 関数

目的
アクティブなデータベース接続に関する情報を取得します。この関数は、MapInfoProのMapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

Server_ConnectInfo( ConnectionNo, Attr )

ConnectionNo は、Server_Connect() 関数によって返される、データベース接続番号を指定する
整数値です。
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Attr は、返される情報を示すコードです。

戻り値
String

説明
Server_ConnectInfo関数はデータベース接続に関する情報を返します。最初のパラメータで1か
ら始まる接続番号を選択します。2つ目のパラメータで、返される情報の種類を選択します。次の
表を参照してください。

Server_ConnectInfo() の戻り値IDAttr 値

接続に使用されているツールキット ドライバ名を表す文字列値。1SRV_CONNECT_INFO_DRIVER_NAME

接続しているデータベースの種類を表す文字列値。戻り値は次の
いずれかです。
• OSGeo.SQLite
• Microsoft SQL Server
• PostgreSQL PGIS
• Oracle_Spatial

2SRV_CONNECT_INFO_DB_NAME

SQL ユーザ ID の名前を表す文字列値。3SRV_CONNECT_INFO_SQL_USER_ID

データソース名を表す文字列値。4SRV_CONNECT_INFO_DS_NAME

文字列値 (引用符)。5SRV_CONNECT_INFO_QUOTE_CHAR

接続しているデータベースの名前を表す文字列値。6SRV_CONNECT_INFO_DATABASE_NAME

接続しているデータベースを提供するサーバの名前を表す文字列
値。

7SRV_CONNECT_INFO_SERVER_NAME

例

Dim dbname as String
Dim hdbc As Integer
hdbc = Server_Connect("ODBC", "DLG=1")
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dbname=Server_ConnectInfo(hdbc, SRV_CONNECT_INFO_DB_NAME)
Print dbname

関連項目

Server_Connect() 関数

Server Create Map 文

目的
サーバ テーブルに対する空間情報を指定します。空間フィールドを追加してテーブルを変更する
ことはありません。このリリースでは、Oracle 11g の注釈テキストを MapInfo マップに配置する
オプションが追加されました。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できま
す。
[マップ作成可能テーブルの作成]ダイアログボックスの変更に対応するために、Server <接続番号
> Create Map 文を使用して MAP CATALOG にメタデータを登録します。ANNOTATION TEXT を
サポートするため、Text オブジェクト タイプが導入されました。構文は次のとおりです。

構文

Server ConnectionNumber Create Map
For linked_table
Type { MICODE columnname | XYINDEX (xcolumnname, ycolumnname) | {
SPATIALWARE | ORA_SP | SQLSERVERSPATIAL {
GEOMETRY | GEOGRAPHY } | POSTGIS }
columnname}
[ CoordSys... ]
[ MapBounds { Data | Coordsys | Values ( x1, y1 ) ( x2, y2 ) } ]
[ ObjectType { Point | Line | Region | Text | ALL } ]
[ Symbol(...) ]
[ Linestyle Pen(...) ]
[ Regionstyle Pen(...) Brush(...) ]
[ Style Type style_number [ Column column_name ] ]

Text を指定すると、注釈テキストのテキスト オブジェクトが作成されます。ALL オプションに
は、このテキスト オブジェクトは含まれません。
connectionNumber は、特定の接続を表す整数値です。
linked_table は、開かれていて、リンクされている ODBC テーブルの名前です。
columnname は、指定されたタイプの座標が格納されているフィールドの名前です。
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xcolumnname は、座標の経度値が含まれる X フィールドの名前です。
ycolumnname は、座標の緯度値が含まれる Y フィールドの名前です。
x1、y1、x2、y2 は、座標の境界を定義します。
CoordSy 句は、使用する座標系と投影法を指定します。
MapBounds 句を使用して、デフォルトのテーブル ビューの境界、または全体のテーブル ビュー
の境界を使用してMapCatalogに格納する内容を指定します。デフォルトは Dataで、レイヤ内の
すべてのデータの境界を計算します(7.5より前のバージョンでコンパイルされたプログラムでは、
デフォルトは Coordsys になります)。
Coordsysを指定すると、座標の境界が格納されます。座標の境界が、実際のデータの境界よりも
極端に大きい場合、レイヤのデフォルト ビュー全体が空であるかのように表示される可能性があ
るため、これはお勧めできません。このオプションを使用してデータを表示する場合、多くのユー
ザの表示設定は縮小されすぎています。
Values を使用して、MapCatalog に独自の境界の値を指定することができます。
ObjectType 句を使用して、テーブル内のオブジェクト タイプ (ポイント、ライン、リージョン、
テキスト、または全オブジェクト) を指定します。ObjectType 句を指定しない場合、デフォルト
は Point になります。Text オプションを指定すると、Oracle Spatial の注釈テキストをテキスト
オブジェクトに配置できます。このオプションのタイプは ORA_SPです。ALLオプションに、テ
キストは含まれません。
Symbol はポイント スタイルを指定する有効な Symbol 句です。
Linestyle Pen は、ラインオブジェクトに使用するライン スタイルを指定する、有効な Pen 句で
す。
Regionstyle Pen と Brush はそれぞれ、リージョン オブジェクトに使用するライン スタイルと
フィル スタイルを指定する、有効な Pen 句と Brush 句です。
StyleTypeは、行単位のシンボルを指定します。style_numberの値は0または1です。style_number
を 1 に設定した場合は、Column キーワードと引数を指定する必要があります。style_number を
0に設定すると、Columnキーワードは無視され、MapCatalogの renditionフィールドが削除され
ます。

説明
Server Create Map 文を使用して、リモート データベースにリンクされたテーブルをマップ作成
可能にします。SpatialWare、Oracle Spatial、SQL Server Spatial、PostGIS テーブルの場合は、
テーブルをポイント、ライン、リージョンのマップ作成可能にします。その他のテーブルでは、ポ
イントのみをマップ作成可能にします。MapInfoProテーブルはどれでもブラウザウィンドウに表
示できますが、図形オブジェクトを添付してマップ ウィンドウに表示できるのは、マップ作成可
能なテーブルだけです。
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注 : サーバが Oracle9i で、測地系を指定せずに緯度/経度で座標系を指定すると、WGS 84
(WorldGeodetic System1984)が緯度/経度座標系に割り当てられます。この動作は、Server
Create Table 文および Easyloader と同じです。

説明属性タイプ

OracleSpatialORA_SP columnname

SpatialWare for SQL ServerSPATIALWARE

XYINDEXMICODE

SQL Server Spatial GeometrySQLSERVERSPATIAL GEOMETRY

SQL Server Spatial GeographySQLSERVERSPATIAL GEOGRAPHY

PostgreSQL の PostGISPOSTGIS

例

Sub Main
Dim ConnNum As Integer
ConnNum = Server_Connect("ODBC",
"DSN=SQLServer;DB=QADB;UID=mipro;PWD=mipro")
Server ConnNum Create Map For "Cities"
Type SPATIALWARE
CoordSys Earth Projection 1, 0
ObjectType All
ObjectType Point
Symbol (35,0,12)
Server ConnNum Disconnect
End Sub

ANNOTEXT_TABLE の MapBasic 文の例を次に示します。

Server 1 Create Map For """MIPRO"".""ANNOTEXT_TABLE"""
Type ORA_SP "TEXTOBJ"
CoordSys Earth Projection 12, 62, "m", 0 Bounds
(-34012036.7393, -8625248.51472) (34012036.7393, 8625248.51472)
mapbounds data
ObjectType Text

関連項目
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Server Link Table 文、Unlink 文

Server Create Style
マップ テーブルのオブジェクトのスタイル設定ごとに適用できます。この文は成功または失敗を
返します。以下の構文は Set Map 文に対しても機能します。

Server ConnectionNumber Create Map linked_table...
[ Style Type style_number [ Column column_name ] ]

connectionNumber は、特定の接続を表す整数値です。
linked_table は、開かれていて、リンクされている ODBC テーブルの名前です。
columnname は、指定されたタイプの座標が格納されているフィールドの名前です。
StyleTypeは、行単位のシンボルを指定します。style_numberの値は0または1です。style_number
を 1 に設定した場合は、Column キーワードと引数を指定する必要があります。style_number を
0に設定すると、Columnキーワードは無視され、MapCatalogの renditionフィールドが削除され
ます。

説明
MapCatalog の構造がスタイルをサポートしていないと失敗します。この構造には、
RENDITIONTYPE、RENDITIONCOLUMN、RENDITIONTABLEフィールドが含まれている必要が
あります。このコマンドは、スタイル フィールドが文字または文字変数のフィールドでない場合
は、成功しません。SQL 文自体は、異なるデータ タイプのフィールドに文字列値を設定しようと
すると、失敗する可能性があります。

例

Server 2 Create Map For "qadb:sample.arc"
Type MICODE "mi_sql_micode" ("mi_sql_x","mi_sql_y")
CoordSys Earth Projection 1, 0 ObjectType Point Symbol (35,0,12) Style
Type 1 Column "mi_style"

関連項目

Server_Connect( ) 関数、Set Map 文
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Server Create Table 文

目的
指定されたリモート データベース上に新規テーブルを作成します。 この文は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Server ConnectionNumber Create Table TableName
( ColumnName ColumnType [ , ... ] )
[ KeyColumn ColumnName ]
[ ObjectColumn ColumnName [ Type SQLServerSpatial
{ Geometry | Geography } ] ]
[ StyleColumn ColumnName ]
[ CoordSys... ]

ConnectionNumber は、データベースへの特定の接続を示す整数値です。
TableName は、データベースに表示するテーブルの名前です。
ColumnName は、作成するフィールドの名前です。フィールド名は、31 文字までで、英字、数
字、アンダースコア (_) を使用できます。フィールド名を数字で開始してはいけません。
ColumnType は、フィールドに関連付けられたデータ タイプです。

説明
Server Create Table 文を使用して、指定されたデータベース上に、最大 250 フィールドの空の
テーブルを新規作成できます。
TableName は、データベースに表示するテーブルの名前です。この名前にスキーマ名を含めるこ
とにより、テーブルが属するスキーマを指定できます。スキーマ名を指定しなければ、テーブルは
デフォルト スキーマに属します。ユーザはスキーマ名を適切に指定しなければならず、ログイン
するユーザが指定のスキーマに対して正しい権限を持っているかを考慮する必要があります。これ
は SQL Server 2005 に対してのみ追加された機能です。
TableName の長さはデータベースの種類によって異なります。どのデータベースでも正しく機能
するように、14 文字以下にすることをお薦めします。TableName は、最長で 14 文字です。
ColumnType では、Create Table 文で定義されたものと同じデータ タイプを使用します。テーブ
ルがデータベースに作成されるとき、データ タイプによってはそのデータベースがサポートして
いるタイプに変換される場合があります。

861MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



オプションの KeyColumn 句を使用して、テーブルのキー フィールドを指定します。この句を指
定すると、そのフィールドに対して一意のインデックスが作成されます。また、MapInfo Pro で
テーブルをライブ アクセスで開けるようになるので、この句を使用することをお薦めします。
オプションの ObjectColumn句を使用すると、空間ジオメトリ/オブジェクト フィールドを含む
テーブルを作成できます。この句を指定すると、指定のフィールドで空間インデックスが作成され
ます。ただし、空間ジオメトリ/オブジェクトを処理できないサーバの場合は、テーブルが作成さ
れません。サーバが SpatialWareを備えた SQL Serverの場合は、作成時にこのテーブルが空間化
されます。サーバがOracle Spatialの場合は、テーブルが作成されると空間メタデータが更新され
ます。
ObjectColumn句を指定して Server Create Table文を実行した場合は、MapInfo Proでテーブル
を開くために、Server Create Map 文を使用する必要があります。
オプションのStyleColumn句を使用して、行単位スタイルフィールドを指定します。これを設定
すると、テーブル内の各行で異なるオブジェクト スタイルを使用できます。
オプションのCoordSys句では、使用する座標系と投影法を指定します。この句は、OracleSpatial
(Oracle9i 以降で空間オプションを指定) に空間ジオメトリ/オブジェクトを含むテーブルを作成す
る場合にのみ必要です。サーバが Oracle9i で、測地系を指定せずに緯度/経度で座標系を指定する
と、WGS 84 (World Geodetic System 1984) が緯度/経度座標系に割り当てられます。座標系は、
テーブルをマップ作成可能にするときに Server Create Map 文で指定する座標系と同じでなけれ
ばなりません。他の DBMS の場合は、この句はテーブル作成時に意味を持ちません。
サポートされているデータベースは、Oracle、SQL Server、PostGIS、Microsoft Accessです。た
だし、空間ジオメトリ/オブジェクト フィールドを持つテーブルを作成する場合、SQL Server で
は SpatialWare、Oracle では空間オプションが必要です。

DateTime タイプおよび Time タイプと Data タイプについて
構文に関しては、特に変更はありませんが、一部のデータタイプに関して以下の制限があります。
TimeおよびDateTimeは便利なデータタイプですが、これらを使用する場合はデータベースにつ
いて注意が必要です。ほとんどのデータベースには、対応するDBMSTIMEタイプがありません。
以前のリリースでは、Date タイプだけをサポートしていました。Date の場合も、サーバが Date
タイプをサポートしていない場合は、サーバのタイプに変換されていました。MapBasic 9.0 以降
では、この文はサーバでサポートされるタイプのみをサポートします。したがって、Oracle、SQL
Server、および Access では、この文に Time タイプを使用できません。また、SQL Server と
Access では Date タイプを使用できません。フィールドに時間の情報を含むテーブルを作成する
には、これらのサポートされていないタイプを DateTime に置き換える必要があります。

注 : Microsoft SQL Serverおよび Accessと 9.0より前のバージョンの MapInfo Proでは、
変換はバックグラウンドで行われていました。バージョン 9.0 では、DATE の代わりに
DATETIME を選択する必要があります。そうしないと、この操作は失敗します。
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例
次の例は、MapInfo Pro がサポートしている 7 つのデータ タイプのフィールドに加えて、キー、
空間オブジェクト、スタイルの 3つのフィールド、つまり合計 10フィールドを持つテーブルを、
ALLTYPES という名前で作成します。
SpatialWare を備えた SQL Server では、次のようになります。

dim hodbc as integer
hodbc = server_connect("ODBC", "dlg=1")
Server hodbc Create Table ALLTYPES( Field1 char(10),Field2 integer,Field3

SmallInt,Field4 float,Field5 decimal(10,4),Field6 date,Field7 logical)
KeyColumn SW_MEMBER
ObjectColumn SW_GEOMETRY
StyleColumn MI_STYLE

Oracle Spatial では、次のようになります。

dim hodbc as integer
hodbc = server_connect("ORAINET", "SRVR=cygnus;UID=mipro;PWD=mipro")
Server hodbc Create Table ALLTYPES( Field1 char(10),Field2 integer,Field3

SmallInt,Field4 float,Field5 decimal(10,4),Field6 date,Field7logical)
KeyColumn MI_PRINX
ObjectColumn GEOLOC
StyleColumn MI_STYLE
Coordsys Earth Projection 1, 0

関連項目

Create Map 文、Server Create Map 文、Server Link Table 文、Unlink 文

Server Create Workspace 文

目的
データベースに新しいワークスペースを作成します (Oracle 9i 以降)。 この文は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Server ConnectionNumber Create
Workspace WorkspaceName
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[ Description Description ]
[ Parent ParentWorkspaceName ]

ConnectionNumber は、特定の接続を表す整数値です。
WorkspaceName は、ワークスペースの名前です。名前は、大文字と小文字が区別されます。ま
た、一意でなくてはなりません。30 文字以内で指定する必要があります。
Description は、ワークスペースの説明の文字列です。
ParentWorkspaceName は、新しいワークスペース WorkspaceName の親にあたるワークスペー
スの名前です。デフォルトでは、新しいワークスペースは、最上位つまりLIVEデータベースワー
クスペースから作成されます。

説明
この文は、Oracle9i以降にのみ適用されます。新しいワークスペースWorkspaceNameは、親ワー
クスペースである ParentWorkspaceName の子となります。Parent を指定しない場合は、LIVE
ワークスペースの子となります。
詳細については、『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - Workspace Manager』を参照して
ください。

例
次の例では、データベースに MIUSER という名前のワークスペースを作成しています。

Dim hdbc As Integer
hdbc = Server_Connect("ORAINET", "SRVR=TROYNY;UID=MIUSER;PWD=MIUSER")
Server hdbc Create
Workspace "MIUSER"
Description "MIUser private workspace"

次の例では、データベースで MIUSER の下に子ワークスペースを作成しています。

Dim hdbc As Integer
hdbc = Server_Connect("ORAINET", "SRVR=TROYNY;UID=MIUSER;PWD=MIUSER")
Server hdbc Create Workspace "MBPROG" Description "MapBasic project"
Parent "MIUSER"

関連項目

Server Remove Workspace 文、Server Versioning 文
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Server Disconnect 文

目的
Server_Connect() 関数を使用してリモート データ サーバとの間に確立された通信をシャット ダ
ウンします。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Server ConnectionNumber Disconnect

ConnectionNumber は、特定の接続を表す整数値です。

説明
Server Disconnect 文を使用して、データベース接続をシャット ダウンします。その接続に関し
て割り当てられたすべてのリソースはシステムに戻されます。

例

Dim hdbc As Integer
hdbc = Server_Connect("ODBC", "DLG=1")
Server hdbc Disconnect

関連項目

Server_Connect() 関数

Server_DriverInfo() 関数

目的
インストールされたツールキットおよびデータソースに関する情報を取得します。 この関数は、
MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。
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構文

Server_DriverInfo( DriverNo, Attr )

DriverNo は、MapInfo Pro の起動時に MapInfo Pro によってインターフェイス ツールキットに割
り当てられる整数値です。
Attr は、返される情報を示すコードです。

戻り値
String

説明
Server_DriverInfo()関数は、データソースに関する情報を返します。最初のパラメータは、ツー
ルキット (1 から始まる) を選択します。ツールキットの合計数は、Server_NumDrivers() 関数を
呼び出すことによって取得できます。2つ目のパラメータで、返される情報の種類を選択します。
次の表を参照してください。

Server_DriverInfo() の戻り値IDAttr 値

ツールキットの名前を表す文字列値。ODBCはODBCデータソー
スを表します。ORAINET は、Oracle Spatial 接続を表します。

1SRV_DRV_INFO_NAME

すべてのツールキットの名前 (具体的には ODBC と ORAINET) を
セミコロンで区切った文字列。DriverNo パラメータは無視されま
す。

2SRV_DRV_INFO_NAME_LIST

ツールキットがサポートするデータ ソースの名前を表す文字列。
呼び出しを繰り返すと、個々の名前がフェッチされます。特定の
ツールキットに対する最後の名前がフェッチされた後は、この関
数は空の文字列を返します。そのツールキットに対して再度この
関数を呼び出すと、リストの最初から順番に再び名前がフェッチ
されます。

3SRV_DRV_DATA_SOURCE

例

Dim dlg_string, source As String
dlg_string = Server_DriverInfo(0, SRV_DRV_INFO_NAME_LIST)
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source = Server_DriverInfo(1, SRV_DRV_DATA_SOURCE)
While source <> ""
Print "Available sources on toolkit " +
Server_DriverInfo(1, SRV_DRV_INFO_NAME) + ": " +
source
source = Server_DriverInfo(1,
SRV_DRV_DATA_SOURCE)

Wend

関連項目

Server_NumDrivers() 関数

Server_EOT() 関数

目的
Server Fetch 文を使用して、結果テーブルの末尾に到達したかどうかを判断します。 この関数
は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

Server_EOT( StatementNumber )

StatementNumber は、チェックする Server Fetch 文の番号です。

戻り値
論理

説明
Server_EOT() 関数は TRUE または FALSE を返し、直前の Server Fetch 文で返すデータがなく
なったことが検出されたかどうかを表します。最初のレコードをフェッチした直後に前のレコード
のフェッチを試みると、この関数はTRUEを返します。最後のレコードのフェッチ後に次のレコー
ドのフェッチを試みる場合の戻り値も TRUE となります。

例

Dim hdbc, hstmt As Integer
hdbc = Server_Connect("ODBC", "DLG=1")
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hstmt = Server_Execute(hdbc, "Select * from ADDR")
Server hstmt Fetch FIRST
While Not Server_EOT(hstmt)
' Processing for each row of data ...
Server hstmt Fetch Next
Wend

関連項目

Server Fetch 文

Server_Execute() 関数

目的
リモート データ サーバ上で実行される SQL 文字列を送ります。 この関数は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

Server_Execute( ConnectionNumber, server_string )

ConnectionNumber は、特定の接続を表す整数値です。
server_string は、接続されているサーバでサポートされる有効な SQL 文です。有効な SQL 文に
関する情報については、使用するサーバ データベースの SQL 言語ガイドを参照してください。

戻り値
整数

説明
Server_Execute()関数は、ConnectionNumberで指定されたサーバ接続に server_string (SQL文)
を送ります。アクティブなサーバでサポートされる有効なSQL文であれば、いずれも server_string
パラメータ値として有効です。有効な SQL 文に関する情報については、使用するサーバ データ
ベースの SQL 言語ガイドを参照してください。
この関数は、文番号を返します。この文番号は、Server Fetch文やServer Close文などの後続の
SQL リクエストを特定の SQL 文に関連付けるために使われます。
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文ハンドルを使った操作の終了後、すぐに各 Server_Execute() 関数に対して Server Close 文を
実行してください。選択を実行した場合は、データのフェッチが終了した直後に実行してくださ
い。これによって、リモート サーバ上のカーソルが閉じられ、結果セットが解放されます。実行
しない場合、カーソルの制限値を超過して、後続の実行操作が失敗してしまいます。カーソルの前
方および後方スクロールは、すべてのデータベース サーバではサポートされていません。その他
の SQL コマンドに対しては、Server_Execute() 関数の直後に Server Close 文を発行してくださ
い。

Dim hdbc, hstmt As Integer
hdbc = Server_Connect("ODBC", "DLG=1")
hstmt = Server_Execute(hdbc, "Select * from ADDR")
Server hstmt Close

例

Dim hdbc, hstmt As Integer
hdbc = Server_Connect("ODBC", DSN=ORACLE7;DLG=1")
hstmt = Server_Execute (hdbc,
"CREATE TABLE NAME_TABLE (NAME CHAR (20))")
Server hstmt Close
hstmt = Server_Execute (hdbc,
"INSERT INTO NAME_TABLE VALUES ('Steve')")
Server hstmt Close
hstmt = Server_Execute ( hdbc,
"UPDATE NAME_TABLE SET name = 'Tim' ")
Server hstmt Close
Server hdbc Disconnect

関連項目

Server Close 文、Server Fetch 文

Server Fetch 文

目的
リモート データ サーバから結果セット行を取得します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic
ウィンドウから発行できます。
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構文

Server StatementNumber Fetch [ NEXT | PREV | FIRST | LAST | [ REC ] recno
]

または

Server StatementNumber Fetch INTO Table [ FILE path ]

StatementNumber は、SQL 文に関する情報を指定する整数値です。
recno はフェッチするレコードを表す整数です。
path は既存のテーブルへのパスです。

説明
Server Fetch 文を使用して、データベース サーバから結果セット データ (StatementNumber に
よって指定されたもの) を取得します。1 行ずつデータをフェッチする場合、データはローカルの
格納場所に置かれ、Server Bind Column 文を使って変数にバインドするか、
Server_ColumnInfo(SRV_COL_INFO_VALUE) 関数を使って 1 フィールドずつデータを取得でき
ます。また、Into Table句を使って結果セット全体を一度にフェッチし、MapInfoテーブルに格納
することもできます。
Server Fetch 文と Server Fetch Into 文は、ユーザが Esc キーを押すと停止し、エラーコード
ERR() = ERR_SRV_ESCが設定されます。これを利用して、Server Fetch文を使用するMapBasic
アプリケーションでエスケープを処理できます。
Server Fetch Into 文の後、MapInfo テーブルがコミットされ、テーブル上には未処理のトランザ
クションがなくなります。254バイト以上の文字フィールドはすべて切り捨てられます。バイナリ
フィールドは、すべて 16 進数文字の 2 倍の長さの文字列としてダウンロードされます。ダウン
ロードされたテーブルのフィールド名には、クエリの中でフィールドの別名が指定されている場合
にはその別名が使われます。

NULL 処理
Select文を実行して Nullを含むテーブルフィールドを持つ行をフェッチすると、次のような動作
が行われます。MapInfo テーブルまたは変数では Null 値の概念は存在しないため、データ タイプ
の領域の中ではデフォルト値が使われます。これは、DIM 定義されているものの設定されていな
い MapBasic 変数の値です。しかし、戻り値が Null であることを示すインジケータは提供されま
す。
Bound 変数 (「Server Bind Column 文」を参照) の場合、ステータス変数を指定できます。この
変数値が、フェッチに続く値が Null かどうかを示します。バインドされないフィールドの場合、
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Attr タイプを SRV_COL_INFO_STATUS と指定して SRV_COL_INFO を使用すると、Null かどう
かを示すステータスが返されます。
MapInfo Proでのデータタイプの解釈の方法については、『MapBasicユーザーズガイド』を参照
してください。

エラー コード
コマンド Server n Fetch Into table を使用し、ローカルの MapInfo テーブルにレコードを挿入
しようとして失敗するとエラーコードが生成されます。Server n Fetch [Next|Prev|recno]の
各コマンドは、目的のレコードが使用不可能な場合にエラー コードを生成します。

例 1

' An example of Server Fetch downloading into a MapInfo table
Dim hdbc, hstmt As Integer
hdbc = Server_Connect("ODBC", "DLG=1")
hstmt = Server_Execute(hdbc, "Select * from emp")
Server hstmt Fetch Into "MyEmp"
Server hstmt Close

例 2

' An example of Server Fetch using bound variables
Dim hdbc, hstmt As Integer
dim NameVar, AddrVar as String
dim NameStatus, AddrStatus as Integer
hdbc = Server_Connect("ODBC", "DLG=1")
hstmt = Server_Execute(hdbc, "Select Name, Addr from emp")
Server hstmt Bind Column 1 to NameVar, NameStatus
Server hstmt Bind Column 2 to AddrVar, AddrStatus
Server hstmt Fetch Next
While Not Server_Eot(hstmt)
Print "Name = " + NameVar + "; Address = " + AddrVar
Server hstmt Fetch Next
Wend

関連項目

Server_ColumnInfo() 関数
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Server_GetODBCHConn() 関数

目的
リモートデータベース接続に関連付けられているODBC接続ハンドルを返します。この関数は、
MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

Server_GetODBCHConn( ConnectionNumber )

ConnectionNumber は、Server_Connect() 関数によって返される、データベース接続を指定する
整数値 ID です。

説明
この関数は、リモートデータベース接続に関連付けられているODBC接続ハンドルを表す整数を
返します。これによって、ODBC DLL 内のいずれかの関数を呼び出して、MapBasic の Server...
文の機能を拡張することができます。

例

'* Find the identity of the Connected database
DECLARE FUNCTION SQLGetInfo LIB "ODBC32.DLL" (BYVAL odbchdbc AS INTEGER,

BYVAL infoflag AS INTEGER, val AS STRING, BYVAL len AS INTEGER, outlen
AS
INTEGER) AS INTEGER
Dim rc, outlen, hdbc, odbchdbc AS INTEGER
Dim DBName AS STRING
' Connect to a database
hdbc = Server_Connect("ODBC", "DLG=1")
odbchdbc = Server_GetodbcHConn(hdbc) ' get ODBC connection handle
' Get database name from ODBC
DBName = STRING$(33, "0") ' Initialize output buffer
rc = SQLGetInfo(odbchdbc, 17 , DBName, 40, outlen) ' get ODBC Database
Name
' Display results (database name)
if rc <> 0 THEN
Note "SQLGetInfo Error rc=" + rc + ", outlen=" + outlen
else
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Note "Connected to Database: " + DBName
end if

関連項目

Server_GetODBCHStmt() 関数

Server_GetODBCHStmt() 関数

目的
MapBasicのServer...文に関連付けられているODBC文ハンドルを返します。この文は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Server_GetODBCHStmt( StatementNumber )

StatementNumber は、Server_Execute() 関数によって返される、実行した SQL 文の結果セット
を示す整数値 ID です。

説明
この関数は、MapBasic のServer... 文に関連付けられている ODBC 文ハンドルを返します。これ
によって、ODBC 関数を呼び出し、MapBasic の Server... 文の機能を拡張することができます｡

例

' Find the Number of rows affected by an Update
Dim rc, outlen, hdbc, hstmt, odbchstmt AS INTEGER
Dim RowsUpdated AS INTEGER
' Find the Number of rows affected by an Update
DECLARE FUNCTION SQLRowCount LIB "ODBC32.DLL" (BYVAL odbchstmt AS INTEGER,

rowcnt AS INTEGER) AS INTEGER
hdbc = Server_Connect("ODBC", "DLG=1")
hstmt = Server_Execute(hdbc, "UPDATE TIML.CUSTOMER SET STATE='NY' WHERE

STATE='NY'")
odbchstmt = Server_GetodbcHStmt(hstmt)
rc = SQLRowCount(odbchstmt, RowsUpdated)
Note "Updated " + RowsUpdated + " New customers to Tier 1"
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関連項目

Server_GetODBCHConn() 関数

Server Link Table 文

目的
MapInfo リンク テーブルを作成します (TAB ファイル)。この文は、データベース サーバとリンク
テーブルへの接続を確立します。リンク テーブルは、更新するリモート データを識別し、メタ
データを TABファイルに保存します。 この文は、MapInfo Proの MapBasicウィンドウから発行
できます。

構文 1

Server Link Table
SQLQuery
Using ConnectionString
[ Symbol... ] [ Linestyle Pen(...) ]
[ Regionstyle Pen(...) Brush(...) ]
Into TableName
Toolkit Toolkitname
[ File filespec ]
[ Charset char_set ]
[ Type { NATIVE | NATIVEX } ]
[ ReadOnly ]
[ Autokey { Off | On } ]

構文 2

Server ConnectionNumber Link Table
SQLQuery
Toolkit toolkitname
[ Symbol... ] [ Linestyle Pen(...) ]
[ Regionstyle Pen(...) Brush(...) ]
Into TableName
[ File filespec ]
[ Charset char_set ]
[ Type { NATIVE | NATIVEX } ]
[ ReadOnly ]
[ Autokey { Off | On } ]

ConnectionNumber は、既存の接続を表す整数値です。
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SQLQueryは、結果セットを生成する SQLクエリ文 (ネイティブの SQL言語とオブジェクトキー
ワードを使用) です。MapInfo のリンク テーブルはこの結果セットにリンクされます。
ConnectionStringは、データベース サーバへの接続に使用する文字列です。「Server_Connect()
関数」を参照してください。
TableName は、作成する MapInfo テーブルの別名です。
filespec はオプションの tab ファイルの名前です。このパラメータの指定が無い場合、tab ファイ
ル名は、別名と使用中ディレクトリを元に作成されます。filespecを指定したときに、指定した名
前と同じ名前の tab ファイルがすでに存在していると、エラーが発生します。
char_set は文字セットの名前です。文字セットの詳細については、「CharSet 句」を参照してく
ださい。
Toolkitname は、接続の種類を示す文字列 (ODBC または ORAINET) です。

説明
この文は、ディスク上に MapInfo リンク テーブルを作成します。テーブルは開かれ、キューに追
加されます。このテーブルは、ほとんどの環境で MapInfo 基本テーブルと見なされますが、例外
もあります。MapBasicの Alter Table文は、リンクテーブルに対しては使えません。リンクテー
ブルは圧縮できません。[テーブルの圧縮] ダイアログ ボックスのリストに、リンク テーブルは表
示されません。Server Link Tableの構文を使って、データベースサーバとの接続を確立し、テー
ブルをリンクできます。ServerConnectionNumberLinkTableと指定し、既存の接続を使ってテー
ブルをリンクできます。リンク テーブルには、接続を再確立したり、更新するリモート データを
識別したりするために使用される情報が含まれます。この情報は、メタデータとして tabファイル
に格納されます。
ReadOnlyキーワードが指定されていなくても、そのテーブルが編集可能とは限りません。リンク
テーブルは、結果セットが編集可能でない場合、結果セットにプライマリ キーがない場合、結果
セット内に編集可能なフィールドがない場合、ReadOnlyキーワードが指定された場合に読み取り
専用になります。サーバがOracleの場合、Autokeyはキー自動インクリメント機能が使用される
かどうかを示します。
Autokey が ON に設定されていると、テーブルはキー自動インクリメント オプションが有効な状
態で開きます。AutokeyがOFFに設定されているか、このオプションを省略した場合、テーブル
はキー自動インクリメント オプションが無効な状態で開きます。
Symbol 句は、ポイント オブジェクトのシンボル スタイルを指定します。
Brush 句は、図形オブジェクトのフィル スタイルを指定します。
Linestyle 句は、ライン オブジェクト タイプのライン スタイルを指定します。
Regionstyle 句は、リージョン オブジェクト タイプのライン スタイルとフィル スタイルを指定
します。
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オプションの Charset 句は、テーブルを特定の文字セットで保存します。この句を指定しない場
合、ソース テーブルの文字セットが使用されます。互換性のない文字セットを使用すると、デス
ティネーション テーブル内で文字データがアンダースコアに変換されることがあります
(WindowsCyrillic から WindowsLatin1 への変換など)。この設定は、文字データを UTF-8 または
UTF-16 文字セット間で相互に変換するためのものです。Charset 句は、Type 句の内部で使用し
ます。
オプションの Type句は、ローカル テーブルの形式を示し、MapInfo (NATIVE)または MapInfo拡
張 (NATIVEX) のいずれかを指定できます。NATIVEX形式は、サイズが 2GB を超える、文字セッ
トUTF-8またはUTF-16のテーブルをサポートします。Type句を指定しないと、system_charset
が使用されます (デフォルトでは NATIVE)。NATIVEX を指定すると、.tab ファイルはタイプ
LINKEDX を使って書き出されます。
ReadOnly は、テーブルが編集できないことを示します。

SQL クエリ構文
MapInfoのOBJECTキーワードを使って、SQLクエリ内で空間フィールドを参照することができ
ます。キーワード OBJECT は適切な空間フィールドに変換されます。SELCT*FROM tablename
では必ず空間フィールドが選択されますが、フィールドのサブセットを指定したい場合にはOBJECT
キーワードを使用します。次に例を示します。

SELECT col1, col2, OBJECT
FROM tablename

この文では、2 つのフィールドと空間オブジェクトをダウンロードします。この構文は、MapInfo
Pro がサポートするすべてのデータベースに使用できます。

MapInfo Pro の空間クエリ
MapInfo Pro は、空間クエリに使用されるキーワード WITHIN をサポートしています。空間オブ
ジェクトによって指定された領域の中にあるテーブル内の空間オブジェクトを選択するのに使用し
ます。次の 2 つのキーワードを WITHIN キーワードと組み合わせて使用できます。
• CURRENT MAPPER : 現在のマップ ウィンドウ内にある、長方形領域全体。
• SELECTION : 現在のマップ ウィンドウ内にある、選択された領域。
現在のマップ ウィンドウ内にある、空間オブジェクトを持つテーブルの行をすべて取得する構文
は次のようになります。

SELECT col1, col2, OBJECT FROM tablename
WHERE OBJECT WITHIN CURRENT_MAPPER
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この構文は、MapInfo Pro がサポートするすべてのデータベースに使用できます。また、MapInfo
Proでは、空間データベースのネイティブSQL構文を使用して作成されたSQL空間クエリも実行
できます。toolkitnameに指定可能な値については、「Server_DriverInfo()関数」を参照してくだ
さい。

例

Declare Sub Main
Sub Main
Open table "C:\mapinfo\data\states.tab"
Server Link Table "Select * from Statecap" Using
"DSN=MS Access;DBQ=C:\MSOFFICE\ACCESS\DB1.mdb"
Into test File "C:\tmp\test"
Map From Test,States
End Sub 'Main
Declare Sub Main
Sub Main
Dim ConnNum As Integer
ConnNum = Server_Connect("ODBC","DSN=SQS;PWD=sysmal;SRVR=seneca")
Server ConnNum Link Table
"Select * from CITY_1"
Into temp
Map From temp

Server ConnNum Disconnect
End Sub

次の例は、リンク テーブルを作成します。

Dim hdbc As Integer
hdbc = Server_Connect("ORAINET", "SRVR=ONTARIO;UID=MIPRO;PWD=MIPRO")
Server hdbc link table
"Select * From ""MIPRO"".""SMALLINTEGER"""
Toolkit "ORAINET"
Into SMALLINTEGER
Autokey ON
Map From SMALLINTEGER

関連項目

Close Table文、Commit Table文、Drop Table文、Rollback文、Save File文、Server Refresh
文、Unlink 文
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Server_NumCols() 関数

目的
結果セットの中にあるフィールドの数を取得します。この関数は、MapInfo ProのMapBasicウィ
ンドウから呼び出すことができます。

構文

Server_NumCols( StatementNumber )

StatementNumber は、SQL 文に関する情報を指定する整数値です。

戻り値
整数

説明
Server_NumCols() 関数は、現在 StatementNumber によって参照されている結果セットの中の
フィールド数を返します。

例

Dim hdbc, hstmt As Integer
hdbc = Server_Connect("ODBC", "DLG=1")
hstmt = Server_Execute(hdbc, "Select Name, Addr from emp")
Print "Number of columns = " + Server_NumCols(hstmt)

関連項目

Server_ColumnInfo() 関数
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Server_NumDrivers() 関数

目的
MapInfoからのアクセスのために現在インストールされているデータベース接続ツールキットの数
を取得します。この関数は、MapInfo ProのMapBasicウィンドウから呼び出すことができます。

構文

Server_NumDrivers()

戻り値
整数

説明
Server_NumDrivers() 関数は、MapInfo Pro による使用を目的としてインストールされたデータ
ベース接続ツールキットの数を返します。

例

Print "Number of drivers = " + Server_NumDrivers()

関連項目

Server_DriverInfo() 関数

Server Refresh 文

目的
リンク テーブルまたはライブ テーブルとリモート データベース データを再同期化します。この
コマンドは、テーブルに対する未保存の編集箇所が存在しない場合に限り実行できます。 この文
は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。
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構文

Server Refresh TableName Rec RecNumber

TableName は、開いている MapInfo リンク テーブルの名前です。
RecNumber は、リレーショナル データ ベース (RDB) テーブル内の 1 行のレコード数です。

説明
データベースへの接続がすでに開かれてる場合は、更新が実行されます。接続が開かれていない場
合は、接続が行われます。パスワードなどの情報が必要な場合は、ユーザに対して要求されます。
テーブルの更新は、以下の手順で行われます。
1. テーブルにレコードが含まれる場合、ライブ テーブルまたはリンク テーブルからすべてのレ

コードとオブジェクトを削除します。これには、MapBasic の Delete 文を使うのではなく、
ファイルを削除してテーブルを再作成する方法が使用されます。

2. 接続ハンドルがテーブル定義と共に格納されている場合は、これが使用されます。それ以外の
場合は、ライブ テーブルまたはリンク テーブルのメタデータの中に格納されている接続文字
列を使って再接続が行われます。

3. メタデータの中に格納された SQL クエリを RDBMS 固有のクエリに変換します。
4. RDBMS 上で SQL クエリを実行します。
5. RDBMS カーソルから行をフェッチして、テーブルに入力します。この操作中には MapInfo

Pro の進行状況バーが表示されます。
6. RDBMS カーソルを閉じます。
Rec RecNumberは、リレーショナル データ ベース (RDB)テーブル内の 1行を更新します。更新
するテーブル行に、未保存の編集内容があってはなりません。この機能は、リンク テーブルとラ
イブ テーブルの両方に適用されます。

例

Server Refresh "City_1k"

関連項目

Commit Table 文、Server Link Table 文、Unlink 文
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Server Remove Workspace 文

目的
ワークスペースに関連付けられているすべての行バージョンを破棄し、データベース内のワークス
ペースを削除します (Oracle 9i 以降)。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行
できます。

構文

Server ConnectionNumber Remove
Workspace WorkspaceName

ConnectionNumber は、特定の接続を表す整数値です。
WorkspaceName は、ワークスペースの名前です。名前は、大文字と小文字が区別されます。

説明
この文は、Oracle9i以降にのみ適用されます。この操作は、リーフワークスペース (階層構造にお
ける最下位のワークスペース) でのみ行うことができます。削除対象のワークスペースには他の
ユーザがいてはいけません。

例
次の例では、データベース内の MIUSER ワークスペースを削除しています。

Dim hdbc As Integer
hdbc = Server_Connect("ORAINET", "SRVR=TROYNY;UID=MIUSER;PWD=MIUSER")
Server hdbc Remove Workspace "MIUSER"

関連項目

Server Create Workspace 文
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Server Rollback 文

目的
現在の作業ユニットにおいて行われたリモートデータサーバに関する変更内容を破棄します。こ
の文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Server ConnectionNumber Rollback

ConnectionNumber は、特定の接続を表す整数値です。

説明
Server Rollback文は、接続上で Server Begin Transaction文以降に発行されたすべての SQL文
の結果を破棄します。このコマンドを使用するには、Server Begin Transaction 文によって開始
されたトランザクションが開かれている必要があります。

例

hdbc = Server_Connect("ODBC", "DLG=1")
Server hdbc Begin Transaction

...

' All changes since begin_transaction are about ' to be discarded
Server hdbc Rollback

関連項目

Server Begin Transaction 文、Server Commit 文
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Server Set Map 文

目的
マップ作成可能なODBCテーブルのオブジェクトスタイルを変更します。これにより、MapCatalog
が更新されます。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Server ConnectionNumber Set Map linked_table
[ ObjectType { Point | Line | Region | Text | ALL } ]
[ Symbol(...) ]
[ Linestyle Pen(...) ]
[ Regionstyle Pen(...) Brush(...) ]

ConnectionNumber は、特定の接続を表す整数値です。
linked_table は、開かれていて、リンクされている DBMS テーブルの名前です。
ObjectType句では、テーブル内のオブジェクトタイプを指定し、オブジェクトをポイント、リー
ジョン、テキスト、またはすべてのオブジェクトとして指定することができます。詳細については
「Server Create Map 文」を参照してください。
Symbol はポイント スタイルを指定する有効な Symbol 句です。
Linestyle Pen を使用して、ライン オブジェクトに使用するライン スタイルを指定します。
Regionstyle Pen(...) Brush(...) 句では、リージョン オブジェクトに使用するライン スタイルと
フィル スタイルを指定します。

説明
Server Set Map 文を使用して、開いているマップ作成可能な ODBC テーブルのオブジェクト ス
タイルを変更します。ODBC テーブルは、Server Create Map 文を使ってマップ作成可能にする
ことができます。

例

Declare Sub Main
Sub Main
Dim ConnNum As Integer
ConnNum = Server_Connect("ODBC", "DSN=SQS;PWD=sys;SRVR=seneca")
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Server ConnNum Set Map "Cities"
ObjectType Point
Symbol (35,0,12)
Server ConnNum Disconnect
End Sub

関連項目

Server Create Map 文

Server Versioning 文

目的
テーブルのバージョン管理を有効または無効にします (Oracle 9i以降)。OracleWorkspaceManager
を利用できるように、複数の行バージョンを管理するために必要な構造の作成と削除を行います。
この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Server ConnectionNumber Versioning {
ON [ History HistoryValue ] |
OFF [ Force { OFF | ON } ]
} Table ServerTableName

ON | OFF は、テーブルのバージョン管理を有効 (ON) にするか無効 (OFF) にするかを示します。
ConnectionNumber は、特定の接続を表す整数値です。
ServerTableName は、バージョン管理を有効または無効にする、Oracle サーバ上のテーブルの名
前です。25 文字以内で指定する必要があります。この名前では、大文字と小文字が区別されませ
ん。
History は、テーブルのバージョン管理を有効 (ON) にするときのオプション パラメータです。
History 句では、ServerTableName に対する変更を追跡管理する方法を指定します。たとえば、
バージョン管理が有効になっているテーブルの行に対して行われたすべての変更の時刻を記録し、
すべての変更または直前の変更のみをコピーして保存することができます。HistoryValueには以下
のいずれかの定数を使用します。
• SRV_WM_HIST_NONE (0) : テーブルへの変更が追跡管理されません(デフォルトでは、この定
数が設定されています)。
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• SRV_WM_HIST_OVERWRITE (1) : "上書きする" オプションです (W_OVERWRITE)。
ServerTableName_HISTという名前のビューが作成され、履歴情報が格納されます。ただし、こ
のビューには、そのバージョンのテーブルに対する直前の変更しか表示されません。対象となる
バージョンに対する変更の履歴は保持されず、以前に行った変更は、そのバージョンにおける以
降の行変更によって上書きされます(TableName_HISTビューのCREATETIMEフィールドには、
直前の更新の時刻のみが示されます)。

• SRV_WM_HIST_NO_OVERWRITE (2) : "上書きしない" オプションです (WO_OVERWRITE)。
ServerTableName_HISTという名前のビューが作成され、履歴情報が格納されます。このビュー
には、そのバージョンのテーブルに対するすべての変更が表示されます。対象となるバージョン
に対する変更の履歴が保持されます。つまり、以前の変更が、そのバージョンにおける以降の行
変更によって上書きされることはありません。
ただし、このオプションを使用するには多くの制限があります。詳細については、『Oracle9iア
プリケーション開発者ガイド - Workspace Manager』を参照してください。

Forceは、バージョン管理が有効なテーブルのバージョン管理を無効 (OFF)にするときのオプショ
ン パラメータです。
Force が ON に設定されていると、バージョン管理が無効になる前に、LIVE 以外のワークスペー
スのデータがすべて破棄されます。OFF (デフォルト)の場合、LIVE以外のワークスペースのいず
れかで ServerTableName が変更された場合、および ServerTableName を変更したワークスペー
スがまだ存在している場合は、バージョン管理が無効になりません。

説明
この文は、Oracle9i以降にのみ適用されます。バージョン管理を有効にする ServerTableNameに
はプライマリ キーが定義されている必要があります。テーブルのバージョン管理を有効または無
効にできるのは、WM_ADMINロールが割り当てられているテーブル所有者またはユーザに限られ
ます。バージョン管理が有効になっているテーブルを削除することはできません。また、バージョ
ン管理が有効になっているテーブルを所有するユーザも削除できません。削除するには、関連する
テーブルのバージョン管理を無効にしておく必要があります。また、SYS 所有のテーブルのバー
ジョン管理を有効にすることはできません。詳細については、『Oracle9iアプリケーション開発者
ガイド - Workspace Manager』を参照してください。

例
次の例では、MIUUSA3 テーブルのバージョン管理を有効にしています。

Dim hdbc As Integer
hdbc = Server_Connect("ORAINET", "SRVR=TROYNY;UID=MIUSER;PWD=MIUSER")
Server hdbc Versioning ON Table "MIUUSA3"
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or

Server hdbc Versioning ON History 1 Table "MIUUSA3"

次の例では、MIUUSA3 テーブルのバージョン管理を無効にしています。

Dim hdbc As Integer
hdbc = Server_Connect("ORAINET", "SRVR=TROYNY;UID=MIUSER;PWD=MIUSER")
Server hdbc Versioning OFF Force ON Table "MIUUSA3"

関連項目

Server Create Workspace 文

Server Workspace Merge 文

目的
ワークスペース内のテーブルに対する変更 (すべての行に対する変更または Where 句で指定する
変更) を、データベース内のその親ワークスペースに適用します (Oracle 9i 以降)。 この文は、
MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Server Workspace Merge
Table TableName
[ Where WhereClause ]
[ RemoveData { OFF | ON } ]
[ { Interactive | Automatic merge_keyword } ]

TableName は、Oracle9i 以降のサーバ上にある、開いている MapInfo テーブルの名前 (別名) で
す。このテーブルには、親ワークスペースに併合する行が含まれています。
WhereClause は、親ワークスペースに併合する行を示す文字列です。
merge_keyword は Automatic 併合動作を制限するキーワードです。

説明
この文は、Oracle9i 以降にのみ適用されます。TableName の WhereClause で指定されるすべて
のデータが親ワークスペースに適用され、併合される行のロックはすべて解除されます。併合され
るワークスペースとその親ワークスペースの間に不整合が存在する場合は、その不整合の解決方法
をユーザが選択できます。併合処理を実行するには、その前にすべての不整合を解決しておく必要
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があります。LIVE ワークスペースのテーブルを併合することはできません。このワークスペース
には親ワークスペースがないからです。開いているデータベース トランザクションが存在してい
る場合は、このトランザクションの影響を受けるテーブルを併合または更新することはできませ
ん。
詳細については、『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - Workspace Manager』を参照して
ください。
WhereClauseは、親ワークスペースに併合する行を示します。句自体では、Whereキーワードを
省略します。例えば、'MI_PRINX = 20' です。Where 句では、プライマリ キー フィールドのみ
指定できます。Where句にはサブクエリを使用できません。WhereClauseが指定されていない場
合、TableName のすべての行が併合されます。
RemoveDataがONの場合は、子ワークスペースの (WhereClauseで指定された)テーブルのデー
タが削除されます。ワークスペースに子ワークスペースが 1 つもない場合、つまり、リーフ ワー
クスペースの場合に限り、このオプションを指定できます。OFF (デフォルト) の場合、子ワーク
スペースのテーブルのデータは削除されません。
併合対象のワークスペースと親ワークスペースの間に不整合が存在する場合、併合処理を正しく行
うには、その不整合を解決しなければなりません。MapInfo Proの併合プロセスでは、最初に不整
合を解決してから、併合処理を実行することができます。不整合に対する処理方法を指定するに
は、Interactive 句と Automatic 句を使用します。併合対象のワークスペースとその親ワークス
ペースの間に不整合がない場合、この句は何の効力も持ちません。
Interactive句を指定すると、併合処理でデータの不整合が発生したときに、[データ不整合の回避]
ダイアログ ボックスが表示されます。この不整合は、ユーザの選択に基づいて 1 つずつまたはま
とめて解決されます。すべての不整合が解決されたら、ユーザの選択に基づいてテーブルが親に併
合されます。

注 : サーバがOracle9iの場合、システム上の制限のためこのオプションは使用できません。

以下の表に、Automatic 設定で使用する merge_keyword の値を示します。

説明merge_keyword 値

不整合が発生すると、処理が中止されます(これは、Interactive 句や Automatic 句を指
定しない場合のデフォルトの動作です)。

StopOnConflict
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説明merge_keyword 値

不整合が発生すると、元の値 (基準値) に戻ります。子ワークスペースにのみ基準行がコ
ピーされ、親ワークスペースにはコピーされません。ただし、不整合は解決されたと見
なされます。基準行は、子ワークスペースが併合されるときに親ワークスペースにコピー
されます。基準行が存在しない挿入行間の不整合については、BASE が無視されること
に注意してください。この場合、Automatic 句に UseParent または UseCurrent を指定
する必要があります。

RevertToBase

不整合が発生すると、子ワークスペースの値が使用されます。UseCurrent

不整合が発生すると、親ワークスペースの値が使用されます。UseParent

例
次の例では、MIUSERの GWMUSA2テーブルに対する変更のうち、MI_PRINX=60という条件を
満たすものを、その親ワークスペースに併合しています。

Server Workspace Merge
Table "GWMUSA2"
Where "MI_PRINX = 60"
Automatic UseCurrent

関連項目

Server Workspace Refresh 文

Server Workspace Refresh 文

目的
親ワークスペース内のテーブルに対する変更 (すべての行に対する変更または Where 句で指定す
る変更)を、データベース内のワークスペースに適用します (Oracle 9i以降)。この文は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Server Workspace Refresh
Table TableName
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[ Where WhereClause ]
[ { Interactive | Automatic merge_keyword } ]

TableName は、Oracle9i 以降のサーバ上にある、開いている MapInfo テーブルの名前 (別名) で
す。このテーブルには、親ワークスペースの値を使って更新する行が含まれています。
WhereClause は、親ワークスペースで更新する行を示します。句自体では、WHERE キーワード
を省略します。
merge_keyword は Automatic 更新動作を制限するキーワードを表す文字列です。

説明
この文は、Oracle9i以降にのみ適用されます。ワークスペースが作成された後、または最後に更新
された後でその親ワークスペースのテーブル行に対して行われた変更のうち、WhereClause の条
件を満たす変更がすべてワークスペースに適用されます。更新されるワークスペースとその親ワー
クスペースの間に不整合が存在する場合は、その不整合の解決方法をユーザが選択できます。更新
処理を実行するには、その前にすべての不整合を解決しておく必要があります。LIVEワークスペー
スのテーブルを更新することはできません。このワークスペースには親ワークスペースがないから
です。開いているデータベース トランザクションが存在している場合は、このトランザクション
の影響を受けるテーブルを併合または更新することはできません。
詳細については、『Oracle9i アプリケーション開発者ガイド - Workspace Manager』を参照して
ください。
WhereClause は、親ワークスペースで更新する行を示します。句自体では、WHERE キーワード
を省略します。例えば、MI_PRINX = 20です。Where句では、プライマリキーフィールドのみ
指定できます。Where句にはサブクエリを使用できません。WhereClauseが指定されていない場
合、TableName のすべての行が更新されます。
更新対象のワークスペースと親ワークスペースの間に不整合が存在する場合、更新処理を正しく行
うには、その不整合を解決しなければなりません。MapInfo Proの更新プロセスでは、最初に不整
合を解決してから、更新処理を実行することができます。不整合に対する処理方法を指定するに
は、Interactive 句と Automatic 句を使用します。更新対象のワークスペースとその親ワークス
ペースの間に不整合がない場合、この句は何の効力も持ちません。
Interactive句を指定すると、更新処理でデータの不整合が発生したときに、[データ不整合の回避]
ダイアログ ボックスが表示されます。この不整合は、ユーザの選択に基づいて 1 つずつまたはま
とめて解決されます。すべての不整合が解決されたら、ユーザの選択に基づいてテーブルが親の
データで更新されます。

注 : サーバがOracle9iの場合、システム上の制限のためこのオプションは使用できません。

以下の表に、Automatic 設定で使用する merge_keyword の値を示します。
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説明merge_keyword 値

不整合が発生すると、処理が中止されます(これは、Interactive 句や Automatic 句を指
定しない場合のデフォルトの動作です)。

StopOnConflict

不整合が発生すると、元の値 (基準値) に戻ります。子ワークスペースにのみ基準行がコ
ピーされ、親ワークスペースにはコピーされません。ただし、不整合は解決されたと見
なされます。基準行は、子ワークスペースが併合されるときに親ワークスペースにコピー
されます。基準行が存在しない挿入行間の不整合については、BASE が無視されること
に注意してください。この場合、Automatic パラメータの後に UseParent または
UseCurrent を指定する必要があります。

RevertToBase

不整合が発生すると、子ワークスペースの値が使用されます。UseCurrent

不整合が発生すると、親ワークスペースの値が使用されます。UseParent

例
次の例では、親ワークスペースにある UGWMUSA2 に対する変更のうち、MI_PRINX=60 という
条件を満たすデータによって、MIUSER を更新しています。

Server Workspace Refresh
Table "GWMUSA2"
Where "MI_PRINX = 60"
Automatic UseParent

関連項目

Server Workspace Merge 文

SessionInfo() 関数

目的
MapInfo Pro セッションの実行に関するさまざまな情報を返します。 この文は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから発行できます。
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構文

SessionInfo( attribute )

attribute はクエリを実行するセッション属性を表す整数コードです。

戻り値
String

説明
SessionInfo()関数は、MapInfo Pro のセッション状態に関する情報を返します。attribute には、
次の表に示すいずれかの属性コードを指定できます。コードはMAPBASIC.DEFに定義されていま
す。

戻り値IDattribute コード

セッションの CoordSys 句を示す文字列値。1SESSION_INFO_COORDSYS_CLAUSE

セッションの距離単位を示す文字列値。2SESSION_INFO_DISTANCE_UNITS

セッションの面積単位を示す文字列値。3SESSION_INFO_AREA_UNITS

セッションの用紙単位を示す文字列値。用紙単位の詳細について
は、「Set Paper Units 文」を参照してください。

4SESSION_INFO_PAPER_UNITS

文字列。MapInfo の (Native) Tab ファイル形式でマップを作成す
る場合に使用されるブロック サイズを返します。

5SESSION_INFO_DEFAULT_NATIVE_BLOCKSIZE

文字列。MapInfoの拡張 (NativeX) Tabファイル形式でマップを作
成する場合に使用されるブロック サイズを返します。

6SESSION_INFO_DEFAULT_NATIVEX_BLOCKSIZE

現在のMapInfoProセッションの一時フォルダ名とパスを含む文字
列値。

7SESSION_INFO_TEMP_PATH

セッション一時フォルダは、トランザクション ファイル (例: *.tma、*.tda、*.dmp ファイル) など
の一時的なセッション ファイルを格納するために、MapInfoPro によって使用されます。
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このフォルダは、ユーザのシステム一時フォルダに "\MIPRO\MapInfo.Application.x64_"と現在の
MapInfoPro.exe のプロセス ID を付加した名前になります。以下に例を示します。

C:\temp\MIPRO\MapInfo.Application.x64_4216\

ユーザはこの関数を使用して、以下のように Windows API メソッドの GetCurrentProcessId() を
呼び出すことにより、MapBasicを介してMapInfoProの現在のプロセス IDを取得することができ
ます。

Declare Function GetCurrentProcessId Lib "kernel32" () As Integer

エラー コード
引数の値が有効な範囲にない場合は、ERR_FCN_ARG_RANGE (644) エラーが生成されます。

例

Include "mapbasic.def"
print SessionInfo(SESSION_INFO_COORDSYS_CLAUSE)

Set Adornment 文

目的
CreateAdornment文によって作成されるマップ修飾を変更します。マップ修飾の位置と寸法を変
更でき、その境界線を指定できます。スケール バー マップ修飾の場合、表示スタイル、バーの種
類、単位、および寸法を変更でき、一緒に縮尺を表示できます。 この文は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Set Adornment
Window window_id
[ Type adornment_type ]
[ Position {
[ Fixed [ ( x, y ) [ Units paper_units ] ] ] |
[ win_position [ Offset ( x, y ) ] [ Units paper_units ] ]
} ]
[ Layout Fixed Position { Frame | Geographic } ]
[ Size [ Width win_width ] [ Height win_height ] [ Units paper_units
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] ]
[ Background [ Brush ... ] [ Pen ... ] ]
[ < SCALEBAR_CLAUSE > ]

SCALEBAR_CLAUSEは次のとおりです。

[ BarType type ]
[ Ground Units distance_units ]
[ Display Units paper_units ]
[ BarLength paper_length ]
[ BarHeight paper_height ]
[ BarStyle [ Pen .... ] [ Brush ... ] [ Font ... ] ]
[ Scale [ { On | Off } ] ]
[ Auto [ { On | Off } ] ]

adornment_type としてスケール バーを指定できます。
Fixed 句の (x, y) は、マップ ウィンドウの左上隅から計った位置です。左上隅の位置は (0, 0) で
す。このバージョンのマップ修飾配置を使うと、マップのサイズが変更された後でもマップ修飾の
位置は元のまま変わりません。たとえば、(3, 3)インチの位置は、小さなマップでは右下に配置さ
れますが、大きなマップでは中央寄りに配置されます。マップのサイズが変更されると、マップ修
飾は可能な限りマップからはみ出さないように調整されます。
paper_unitsは用紙単位名を表す文字列です。cm (センチメートル)、mm (ミリメートル)、in (イン
チ)、pt (ポイント)、およびパイカがあります。この値はMapBasic用紙単位のデフォルト値です。
詳しくは 「Set Paper Units 文」を参照してください。
• 1 インチ (in) = 2.54 センチメートル、254 ミリメートル、6 パイカ、72 ポイント
• 1 ポイント (pt) = 0.01389 インチ、0.03528 センチメートル、0.35278 ミリメートル、0.08333
パイカ

• 1 パイカ = 0.16667 インチ、0.42333 センチメートル、4.23333 ミリメートル、12 ポイント
• 1センチメートル (cm) = 0.39370インチ、10ミリメートル、2.36220パイカ、28.34646ポイン
ト

• 1ミリメートル (mm) = 0.1センチメートル、0.03937インチ、0.23622パイカ、2.83465ポイン
ト

win_positionは、マップ修飾位置コードの 1つを指定します。このコードは MAPBASIC.DEFファ
イルに定義されます (下記の「説明」を参照してください)。
Offset 句の (x, y) はアンカー ポイントから計った値です。
win_width と win_height でマップ修飾のサイズが決まります。スケール バー マップ修飾の場合
は、サイズがスケール バー固有の項目 (BarLength など) によって決定されるので、これらのパラ
メータは無視されます。
typeは、スケール バー コードの 1 つを指定します。このコードは MAPBASIC.DEFファイルに定
義されます (下記の「説明」を参照)。
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distance_units には、スケール バーが表す次の測定単位を指定します。

表される単位距離の値

チェイン"ch"

cm"cm"

フィート (国際フィートとも呼ばれます。1 国際フィートは 30.48cm に相当します)"ft"

インチ"in"

km"km"

リンク"li"

m"m"

マイル"mi"

mm"mm"

海里 (1 海里 = 1,852m)"nmi"

ロッド"rd"

米国測量フィート (1927 米国平面座標系で使用。1 米国フィートは、12/39.37 m (約
30.48006 cm) です。

"survey ft"

ヤード"yd"

paper_length はスケール バーの表示長を指定する値 (単位は paper_units) です。印刷されるマッ
プでは、スケール バーの長さを最大 34 インチまたは 86.3 センチメートルに指定します。
paper_height はスケール バーの表示高を指定する値 (単位は paper_units) です。印刷されるマッ
プでは、マップ修飾の高さとして最大 44 インチまたは 111.76 センチメートルを指定します。

説明
スケールバーは、paper_units を単位とする、長さ paper_length のバーとして表示されます。
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Positionは、マップウィンドウのサイズに関係なくウィンドウ左上隅を起点に Fixedとするか、
マップ ウィンドウ上のアンカーポイント (win_position で指定) からの相対値とすることができま
す。
Offset は、固定された win_position 設定の 1 つを使用する際の、マップからマップ修飾までのオ
フセットの量です。たとえば、win_positionが ADORNMENT_INFO_MAP_POS_TL (左上隅)だと
すると、Offset の x 値は左上隅から右方向を指し、y 値は左上隅から下方向を指します。

マップ修飾の位置の説明ID属性の設定

左上隅。xOffset値はこの位置から右方向を指し、y値は下方向を
指します。

0ADORNMENT_INFO_MAP_POS_TL

上端の中央。x Offset 値は無視されます。1ADORNMENT_INFO_MAP_POS_TC

右上隅。xOffset値はこの位置から左方向を指し、y値は下方向を
指します。

2ADORNMENT_INFO_MAP_POS_TR

左端の中央。y Offset 値は無視されます。3ADORNMENT_INFO_MAP_POS_CL

中央。x と y の両方の Offset 値が無視されます。4ADORNMENT_INFO_MAP_POS_CC

右端の中央。y Offset 値は無視されます。5ADORNMENT_INFO_MAP_POS_CR

左下隅。xOffset値はこの位置から右方向を指し、y値は上方向を
指します。

6ADORNMENT_INFO_MAP_POS_BL

下端の中央。x Offset 値は無視されます。6ADORNMENT_INFO_MAP_POS_BC

右下隅。xOffset値はこの位置から左方向を指し、y値は上方向を
指します。

6ADORNMENT_INFO_MAP_POS_BR

Layout Fixed Position によって、Fixed 位置の使用時にマップ修飾をレイアウトにどのように配
置するかが決定されます。Geographicに設定すると、レイアウト内のマップフレームでは、マッ
プ修飾はマップ内と同様に配置されます。レイアウト フレームのサイズを変更すると、マップ修
飾はフレーム相対で移動し、地理的な位置が維持されます。Frame に設定すると、マップ修飾は
Position 句で指定されたとおり、フレームに対して常に固定されます。Position 句でマップ修飾
を (1.0, 1.0)インチに配置した場合、マップ修飾はフレームの左上隅から 1インチ左および 1イン
チ下の場所に配置されます。フレームのサイズを変更しても、マップ修飾の位置は変わりません。
デフォルトは Geographic です。
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Background句をBrushで使用すると、スケールバーの作成または変更時に背景で使用するフィ
ルパターンを指定できます。Pen句で使用すると、スケールバーの作成または変更時に背景で使
用する境界線を指定できます。
Brushは有効なBrush句です。ソリッドブラシだけを使用できます。ソリッド以外の値を入力し
てもエラーになりませんが、種類として常にソリッドが強制的に使用されます。この句はマップ修
飾に背景色を使うときだけ使用されます。
Penは有効な Pen句です。ウィンドウクリップ (マップ修飾はマップ内部のウィンドウ)のために
1 以外のペン幅は正しく表示されないことがあります。また、ソリッド以外のペン スタイルも正
しく表示されないことがあります。この句は、オン (ソリッド) またはオフ (中抜き) と、マップ修
飾の境界線の色を設定するように設計されています。
Font は有効な Font 句です。
Auto 句が On に設定されている場合は、スケール バーに、自動的に丸められた値が表示されま
す。この句がOffに設定されている場合は、以前のバージョンと同様、丸められていない値が表示
されます。指定しない場合、デフォルト値は Auto Off です。
Scaleを使用してOnに設定すると、縮尺分数 (RF)がスケールバーに追加されます。MapInfo Pro
では、1:63,360や 1:1,000,000のように、距離単位を含まないマップの縮尺を地図スケールと呼び
ます。
BarTypeの typeは、表示するスケールバーのタイプを表すコードです。0はチェックバー、1は
ソリッド バー、2 はライン バー、3 は目盛りバーです。

コードは MAPBASIC.DEF ファイルに以下のように定義されています。

スケール バーの説明ID属性の設定

チェック バー0SCALEBAR_INFO_BARTYPE_CHECKEDBAR

ソリッド バー1SCALEBAR_INFO_BARTYPE_SOLIDBAR

ライン バー2SCALEBAR_INFO_BARTYPE_LINEBAR

目盛りバー3SCALEBAR_INFO_BARTYPE_TICKBAR
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例

set adornment
window 261727232
type scalebar
position 6
background Brush (2,16777215,16777215) Pen (1,2,0)
bartype 0 ground units "km" display units "cm"
barlength 0.978478 barheight 0.078740
barstyle Pen (1,2,0) Brush (2,0,16777215) Font ("Arial",0,8,0)
scale on

関連項目

Create Adornment 文

Set Application Window 文

目的
これから作成するダイアログ ボックスの親となるウィンドウを設定します。この文は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Set Application Window HWND

HWND は、ウィンドウを示す整数のウィンドウ ハンドルです。

説明
この文は、アプリケーション ウィンドウとなるウィンドウを設定します。アプリケーション ウィ
ンドウを設定すると、MapInfo Pro のダイアログ ボックスはすべて、そのアプリケーション ウィ
ンドウを親ウィンドウとして持つことになります。この文は、MapInfo Pro ウィンドウが Visual
Basic などの別のアプリケーションに統合された "統合マッピング" アプリケーションで役立ちま
す。
Visual Basicプログラムでは、MapInfoオブジェクトを作成した後でMapInfo ProにSetApplication
Window 文を送り、Visual Basic アプリケーションが MapInfo Pro ダイアログ ボックスの親にな
るようにします。Set Application Window 文を発行しなければ、MapInfo Pro と Visual Basic プ
ログラムのどちらがフォーカスを持つかを調整するのが難しくなります。
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Set Application Window 0コマンドを発行すると、MapInfo Pro はデフォルト状態に戻りま
す。この文では、ダイアログボックスウィンドウの親を再設定できます。マップウィンドウなど
のドキュメント ウィンドウの親を再設定するには、Set Next Document 文を使用します。

注 : HWND に明示的な 16 進数値を指定する場合は、HWND の先頭に &H という文字を挿
入する必要があります。そうしなければ、式が 10 進数値として解釈されます(Visual Basic
プログラムにおいて、Set Application Window 文を含むコマンド文字列が構築される場合
などに、このような事態が発生する可能性があります)。

統合マッピングの詳細については、『MapBasic ユーザーズ ガイド』を参照してください。
関連項目

Set Next Document 文

Set Area Units 文

目的
MapBasicのデフォルトの面積単位を設定します。この文は、MapInfo ProのMapBasicウィンド
ウから発行できます。

構文

Set Area Units area_name

area_name は面積の単位を表す文字列 (たとえば “acre” など) です。

説明
Set Area Units 文は、MapInfo Pro のデフォルトの面積単位を設定します。これにより、MapInfo
Proの [SQL 検索] ダイアログ ボックスで使用される面積単位を指定します。MapBasic では、デ
フォルトの面積単位として平方マイルが使用されます。この面積単位は、Set Area Units 文が発
行されない限り有効です。area_name パラメータには、次の表の左欄に示すいずれかの文字列値
を指定する必要があります。

表される単位単位名

エーカー“acre”
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表される単位単位名

ヘクタール"hectare"

パーチ"perch"

ルード"rood"

平方チェイン"sq ch"

平方 cm"sq cm"

平方フィート"sq ft"

平方インチ"sq in"

sq km"sq km"

平方リンク"sq li"

平方 m"sq m"

平方マイル"sq mi"

平方 mm"sq mm"

平方ロッド"sq rd"

平方 Survey フィート"sq survey ft"

平方ヤード“sq yd”

例

Set Area Units "acre"

関連項目

Area() 関数、Set Distance Units 文
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Set Blocksize 文

目的
現在実行中の MapInfo Pro セッションのブロック サイズを設定します。

構文

Set Blocksize Native { nBytes | default }

or

Set Blocksize NativeX { nBytes | default }

nBytesは、0～ 32767の範囲の値です。指定した値が 512未満の場合は、512に切り上げられま
す。ブロック サイズは最小で 512 にする必要があります。512 以上の場合は、512 で割り切れる
最も近い値に丸められます。
default を指定すると、ブロック サイズが 16834 になります。

説明
このコマンドを使用して、現在実行中の MapInfo Pro セッションの Preferences.xmlファイル
で設定されているブロック サイズを一時的に変更することができます。 この文は、MapInfo Pro
の MapBasic ウィンドウから発行できます。
このコマンドを実行しても、Preferences.xml ファイルは更新されません。そのため、このコマン
ドによって設定したブロック サイズは、その後の MapInfo Pro セッションには適用されません。

例
次の例は、MapInfo Pro の現在のセッションで作成されるネイティブ テーブルに対して、30720
のブロック サイズを設定します。

Set Blocksize Native 30720

次の例は、MapInfo Proの現在のセッションで作成される NativeXテーブルに対して、デフォルト
のブロック サイズ (16834) を設定します。

Set Blocksize NativeX default
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Set Browse 文

目的
既存のブラウザ ウィンドウを変更します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから
発行できます。

構文

Set Browse
[ Window window_id ]
[ Grid { On | Off } ]
[ Row row_num ]
[ Column column_num ]
[ Columns Resize ]
[ Order By sortColumn [ Desc ] [ , sortColumn2 ... ] ]
[ Order None ]
[ Filter Where
(filterCondition [ And | Or filterCondition ] )
[ And (filterCondition [ And | Or filterCondition ] ) ... ] ]
[ Filter None ]
[ SortFilter { On | Off } ]
[ Reapply ]

window_id は、ブラウザ ウィンドウまたは領域編成ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
row_num は 1 以上の 2 バイト整数値です。1 は、テーブルの最初の行を示します。
column_num は 0 以上の 2 バイト整数値です。0 は、テーブルの最初のフィールドを示します。
sortColumn は、ブラウザの並べ替えに使用する列を、SQL Select と同様の構文で指定します。
Descはオプションで、降順での並べ替えを指定します。並べ替えに使用する列は、最大 4個指定
できます。例えば、次のように指定します。

Set Browse Order By Country, City, Income Desc

filterConditionは、ブラウザウィンドウに表示される行を制限するための単純な論理条件 (Population
>12345など)です。式には単純なフィールド名、演算子、および定数 (数値定数の場合は12345.67、
文字列整数の場合は "Kerry" のように引用符で囲まれたテキストなど) を含めることができます。
関数呼び出しはサポートされていませんが、Like 演算子を使用して、文字フィールドをフィルタ
リングするときにワイルドカードマッチを実行できます。フィールドごとに最大2つの条件 (括弧
で囲む) を適用できます。
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説明
SetBrowse文を使用して、既存のブラウザウィンドウの設定を制御できます。window_idが指定
されない場合、一番上のブラウザ ウィンドウが対象となります。
オプションのWindow句では、使用するドキュメント ウィンドウを指定できます。window_idを
指定しなければ、最近使用したブラウザ ウィンドウまたは領域編成ウィンドウが検索されます。
ブラウザ ウィンドウと領域編成ウィンドウのどちらも最前面にないものの、両方とも存在する場
合は、領域編成ウィンドウではなくブラウザ ウィンドウが検索されます。使用するウィンドウ タ
イプを指定するには、Set Browse文でwindow_idを指定するか、Set Browseを呼び出す前に領域
編成ウィンドウを最前面に持ってきます。
オプションのGrid句は、ブラウザウィンドウ内でのグリッドラインの表示/非表示を制御します。
オプションのRow句およびColumn句を使用して、ブラウザの一番上に表示する行と、ブラウザ
の一番左に表示するフィールドを指定できます。
オプションの Columns では、フィールド ヘッダー (タイトル) と表示内容の幅に基づいてフィー
ルドのサイズ変更を設定できます。最初の表示時には、ブラウザ ウィンドウで自動的にフィール
ドのサイズ変更が行われて、可視データが完全に含まれるようになります。縦方向にスクロールす
ると、新たに表示されるデータに合わせてブラウザ ウィンドウでフィールド幅が自動的に調整さ
れることはありません。そのような自動調整が行われるようにするには、Columns 句を設定する
必要があります。フィールド幅の再計算後は、スクロールの際に幅は変化せず、新たに表示される
データに合わせてフィールドがサイズ変更されることはありません。ユーザが手動でフィールドの
サイズを変更した場合、そのフィールドの幅は変化しません。
OrderBy [表示フィールドの選択]ダイアログを使用して列の名前をカスタマイズした場合は、Set
Browse文を新しいカスタム列名に合わせる必要があります。カスタム列名に空白が含まれる場合
は (“Customer Name” など)、Set Browse 文において、Order By Col2 または Order By 2 のよう
に、列番号を使用する必要があります。
Filter Where 句は、ウィンドウに表示される行を制限するためのフィルター条件を適用します。
Where キーワードの後の構文は SQL Select Where 句に似ていますが、より単純です。フィール
ドごとに 2 つまでの条件を指定できます。条件では、関数呼び出しまたは複雑な式を使用できま
せん。文字フィールドに対してワイルドカードマッチを実行するには、Like演算子を使用します。
次に例を示します。

Set Browse Window FrontWindow() Filter Where (age > 50 And age <= 70)
Set Browse Window FrontWindow() Filter Where
(continent Like "%America") And (startdate > "19991231")

フィルター条件や並べ替え条件を適用したら、SortFilter句を使用して条件のオン/オフを切り替え
ることができます。

Set Browse Window FrontWindow() SortFilter Off
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並べ替え条件やフィルター条件を適用した後にユーザがテーブルを編集した場合、条件は即時更新
されません。強制的に更新するには、Reapply キーワードを使用します。

Set Browse Window FrontWindow() Reapply

ブラウザからすべてのフィルター条件をクリアするには、Filter None を指定します。
フィルター条件は、テーブルではなくブラウザ ウィンドウと関連付けられています。フィルター
条件を保存するには、ワークスペース ファイルを保存します。ブラウザと同じ行を含むクエリ
テーブルを生成するには Create Query 文を使用します。
ブラウザ ウィンドウの幅、高さ、または位置を変更するには Set Window 文を使用します。

エラー コード
Order By句で、ブラウザウィンドウに存在しない列を指定した場合、または、Order By句で予約
済み列名である OBJECT または ROWID を使用して並べ替えを行おうとした場合は、ランタイム
エラーが発生します。

例

Dim i_browser_id As Integer
Open Table "world"
Browse * From world
i_browser_id = FrontWindow()
Set Browse Window i_browser_id Row 47

Set Browse 文で Order By 句を使用して、最大 5 つの列を並べ替えることができます。

Set Browse Order By Country, State, City, ZipCode, IncomeGroup

関連項目

Browse 文、Set Window 文

Set Buffer Version 文

目的
MapInfo Pro 9.5.1 より前のバージョンで使用されていた古いアルゴリズムを使用してバッファ操
作を処理するように MapInfo Pro を設定します。
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構文

Set Buffer Version version_num

version_numは 950または 951の値です。バージョン番号が 951より大きいと、エラーが生成さ
れます。バージョン番号が 950 より小さいと、古い (バージョン 9.5 以降) アルゴリズムが使用さ
れます。

説明
MapInfo Pro 9.5.1 では、データ処理時に自己交差ポリゴンを生成する新しいアルゴリズムが導入
されました。ただし、Oracle ではこのようなオブジェクトは有効と見なされないため、MapInfo
Pro に返すことも、処理することもできません。このデータを Oracle 内でアップロード、保存、
取得、または使用するには、データに含まれる自己交差ポリゴンを探して削除するか、古いアルゴ
リズム (MapInfo Pro 9.5.1 より前に使用されていた) を使用してバッファ操作を実行します。
データに自己交差ポリゴンが含まれるかどうかを調べるには、MapInfo Pro で [オブジェクト] メ
ニューの [リージョンの検査] 処理をテーブルに対して実行します。不要な自己交差ポリゴンを削
除するには、テーブルにクリーニング操作を実行します。大きなテーブルに [リージョンの検査]
と [クリーニング] を実行すると時間がかかるので注意してください。
古いバッファ アルゴリズムを使用してデータを処理するには、この MapBasic コマンドをワーク
スペース (startup.wor など) または MapBasic ウィンドウに実行時に追加します。コンパイル
されないため、このコマンドをMapBasicアプリケーションに直接追加することはできません。た
だし、MapBasicアプリケーション内でRunCommand文を使用して、このコマンドを発行するこ
とはできます。

例
MapInfo Pro 9.5 以前のバッファ操作を使用するには、次の MapBasic コマンドを使用します。

Set Buffer Version 950

MapInfo Pro 9.5.1 以降のバッファ操作を使用するには、次の MapBasic コマンドを使用します。

Set Buffer Version 951

関連項目

Set Combine Version 文
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Set Cartographic Legend 文

目的
CreateCartographic Legend文で作成した既存の地図凡例について、再描画機能のオン/オフ切り
替え、更新、凡例を縦に並べるか横に並べるかの設定、サンプル凡例のサイズの選択、並べる順番
の変更を行います凡例ウィンドウの幅、高さ、または位置を変更するには Set Window 文を使用
します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Set Cartographic Legend
[ Window legend_window_id ]
Redraw { On | Off }

または

Set Cartographic Legend
[ Window legend_window_id ]
[ Refresh ]
[ Portrait [ Columns number_of_columns ] |
Landscape [ Lines number_of_lines ] ]
[ Align ]
[ Style Size { Small | Large } ]
[ Frame Order { frame_id, frame_id, frame_id, ... } ]

legend_window_idは、FrontWindow()関数およびWindowID()関数の呼び出しによって取得可能
な整数値のウィンドウ ID です。
frame_idは凡例枠の IDです。レイヤ名は使用できません。たとえば、凡例にフレームが 3つある
場合、各フレームの ID は 1、2、3 と連続した値になります。
number_of_columns は、凡例の幅を指定します。
number_of_lines は、凡例の高さを指定します。

説明
Set Cartographic Legend文では、Create Cartographic Legend文で作成した既存の地図凡例に
ついて、再描画機能のオン/オフ切り替え、更新、凡例を縦に並べるか横に並べるかの設定、サン
プル凡例のサイズの選択、並べる順番の変更を行うことができます。
Window 句を指定しない場合は、一番上の凡例ウィンドウが使用されます。
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Redraw を指定した場合、他の句は指定できません。
Refreshキーワードを指定すると凡例ウィンドウが更新されます。更新可能なフレームに対応する
テーブルを読み直し、スタイルを確認します。Portraitまたは Landscapeキーワードを使って、
凡例ウィンドウのフレームを縦に並べるか、横に並べるかを設定します。
凡例ウィンドウでフレームが縦、横どちらの方向に並んでいても、また特別なレイアウトであって
も、Align を使用することで、すべてのフレームのスタイルとテキストを再配置できます。
Frame Order 句を使用して、凡例フレームを並べる順番を変更します。

例
次の例では、Create Cartographic Legend文を使ってサイズの大きなサンプル凡例を選択してい
る場合に、前面の凡例ウィンドウを更新し、大きなサイズの凡例を表示できるようにします。

Set Cartographic Legend Window WindowID(0) Refresh Portrait Align Style

Size Large

関連項目

Add Cartographic Frame文、Alter Cartographic Frame文、Create Cartographic Legend文、
Remove Cartographic Frame 文

Set Combine Version 文

目的
MapInfo Pro 9.5.1 より前のバージョンで使用されていた古いアルゴリズムを使用して併合操作を
処理するように MapInfo Pro を設定します。

構文

Set Combine Version version_num

version_num は 950 または 951 の値です。951 より大きなバージョン番号を指定するとエラーに
なります。また、950より小さなバージョン番号を指定すると、(バージョン 9.5以前の)旧アルゴ
リズムが使用されます。
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説明
MapInfo Pro 9.5.1 では、データ処理時に自己交差ポリゴンを生成する新しいアルゴリズムが導入
されました。ただし、Oracle ではこのようなオブジェクトは有効と見なされないため、MapInfo
Pro に返すことも、処理することもできません。このデータを Oracle 内でアップロード、保存、
取得、または使用するには、データに含まれる自己交差ポリゴンを探して削除するか、古いアルゴ
リズム (MapInfo Pro 9.5.1 より前に使用されていた) を使用して併合操作を実行します。
データに自己交差ポリゴンが含まれるかどうかを調べるには、MapInfo Pro で [オブジェクト] メ
ニューの [リージョンの検査] 処理をテーブルに対して実行します。不要な自己交差ポリゴンを削
除するには、テーブルにクリーニング操作を実行します。大きなテーブルに [リージョンの検査]
と [クリーニング] を実行すると時間がかかるので注意してください。
古い併合アルゴリズムを使用してデータを処理するには、このMapBasicコマンドをワークスペー
ス (startup.wor など) または MapBasic ウィンドウに実行時に追加します。コンパイルされな
いため、このコマンドをMapBasicアプリケーションに直接追加することはできません。ただし、
MapBasicアプリケーション内でRunCommand文を使用して、このコマンドを発行することはで
きます。

例
MapInfo Pro 9.5 以前の併合操作を使用するには、次の MapBasic コマンドを使用します。

Set Combine Version 950

MapInfo Pro 9.5.1 以降の併合操作を使用するには、次の MapBasic コマンドを使用します。

Set Combine Version 951

関連項目

Set Buffer Version 文

Set Command Info 文

目的
値をメモリの中に格納します。別のプロシージャからCommandInfo()関数を呼び出すことで、こ
の値を取得できます。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。
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構文

Set Command Info attribute To new_value

attribute は、CMD_INFO_ROWID (2) などの CommandInfo( ) 関数によって使用されるコードで
す。
new_valueは新しい値で、そのデータタイプが attributeコードに関連付けられているデータタイ
プと一致している必要があります (たとえば、CMD_INFO_ROWID (2)を使う場合、new_valueに
は正の整数を指定します)。

説明
通常、CommandInfo() 関数は最近のシステム イベントを説明する値を返します。Set Command
Info文は、後続のCommandInfo()関数呼び出しでシステムイベントに関する情報ではなく指定さ
れた値が返されるように、メモリ内に値を格納します。

例
プログラムの中にSelChangedHandlerプロシージャが含まれているとします。このプロシージャ
で次の関数呼び出しを行うことで、選択または選択解除された行の ID 番号を判別できます。

CommandInfo(CMD_INFO_ROWID)

SelChangedHandlerプロシージャが自動的に呼び出されるときに、CommandInfo()関数で読み取
られたデータ値が初期化されます。ここでデバッグなどのために、Call 文を使って
SelChangedHandlerプロシージャを明示的に呼び出したいとします。この場合、Call文を発行す
る前に、次の文を発行して、CommandInfo() 関数に値を提供します。

Set Command Info CMD_INFO_ROWID To 1

関連項目

CommandInfo( ) 関数、Set Handler 文
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Set Connection Geocode 文

目的
各種のジオコード オプションを指定して、リモート サービスに対する接続を設定します。あらか
じめOpenConnection文を使用して、接続が作成されている必要があります。この文は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Set Connection connection_number Geocode
[ Batch Size batch_size ]
[ ResultCode MarkMultiple [ On | Off ] ]
[ MixedCase [ On | Off ] ]
[ Match
[ StreetName [ On | Off ] [ , ] ]
[ StreetNumber [ On | Off ] [ , ] ]
[ Municipality [ On | Off ] [ , ] ]
[ CountrySubdivision [ On | Off ] [ , ] ]
[ CountrySecondarySubdivision [ On | Off ] [ , ] ]
[ PostalCode [ On | Off ] [ , ] ]
[ MunicipalitySubdivision [ On | Off ] [ , ] ]
| All [ On | Off ] [ , ] ] ]
[ Fallback
[ Geographic [ On | Off ] [ , ] ]
[ PostalCode [ On | Off ] [ , ] ] ]
[ Dictionary
[ All | Address | User | Prefer ( Address | User ) ]
[ Offset [ [ Center offset_num_expr Units distance_unit_name ]
[ End offset_num_expr Units distance_unit_name ]
[ PassThrough name value, name value, ... ]

connection_numberは、Open Connection文を使って作成された接続ハンドルを指定する番号で
す。
batch_size は、サービスに対して一度に送信されるレコード数の最大値を指定する整数式です。
offset_num_exprは、道路のコーナー (終端)または中心からのオフセットを指定する数値式です。
これらの値は、それぞれ道路の中心または道路の終端から、返されたポイントをオフセットするた
めにのみ使用されます。
distance_unit_name は、offset_num_expr の単位を表す文字列です。
name は、ジオコード サービスにパス スルーされるパラメータ ペアの名前部分です。
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value は、ジオコード サービスにパス スルーされるパラメータ ペアの値部分です。

説明
SetConnection文は、ジオコードリクエストのたびに設定を再定義しなくても済むように、定義
済みのジオコード設定を割り当てるために使用します。Set Connection 文は、6 つのサブ句で構
成されます。具体的には、Batch、Match、Fallback、Dictionary、Offset、PassThroughの 6
つのサブ句があります。

Batch 句
Batch 句では、サービスに対して一度に送信されるレコード数の最大値を指定します。これによ
り、レコードの処理を最適化し、ローカル コンピュータと外部サービスとで処理に要する時間の
バランスを調整することができます。この数値を大きくすると、サービスがレコードを処理してい
る間のローカル側の待ち時間が長くなります。逆に、この数値を小さくすると、ユーザがリクエス
トをキャンセルできる機会が増えることになります。いったんサービスに送信されたバッチはキャ
ンセルできないためです。コマンドをキャンセルした場合、残りのバッチは一切処理されません。

Match 句
特定のMatchを設定した場合、ジオコードデータ内の名前と完全に一致する入力だけが近接一致
と見なされます。たとえば、Match StreetName が On の場合、ジオコード データ内の名前と一
致しない道路名の入力は、近接一致と見なされません。
Match 句の各設定は、デフォルトで On になります。したがって、特定の設定を記述した場合、
On に設定したことと同じ意味になります。たとえば、Set Connection connectionHandle

Geocode Match Municipalityは、Set Connection connectionHandle Geocode Match

Municipality On と等価です。
Match StreetName では、道路名をあいまい一致で比較するかどうかを指定します。
Match StreetNumber では、住所番号をあいまい一致で比較するかどうかを指定します。
Match Municipalityでは、地方自治体区域をあいまい一致で比較するかどうかを指定します。
Match CountrySubdivisionでは、国の小区域 (都道府県など) をあいまい一致で比較するかどう
かを指定します。
Match CountrySecondarySubdivisionでは、国の第 2 小区域をあいまい一致で比較するかどう
かを指定します。
Match PostalCode では、郵便番号をあいまい一致で比較するかどうかを指定します。
MatchMunicipalitySubdivisionでは、地方自治体の小区域をあいまい一致で比較するかどうかを
指定します。
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Match Allを使用した場合、Match句のすべてのプロパティが Onまたは Offに設定されます。こ
の指定は、Match句の他のオプションと組み合わせて使用できることに注目してください。たとえ
ば、Match All On, Match PostalCode Offと指定すると、郵便番号を除くMatch句のすべ
てのパラメータがオンになります。

FallBack 句
FallbackGeographicでは、入力された住所に対し、番地レベルのジオコード化が実行できなかっ
たときに、地理的セントロイド レベルのジオコード化を行うかどうかを指定します。この値は、
ジオコード化する住所に番地が含まれている場合にのみ有効です。レコードに番地が含まれていな
かった場合、この値は作用しません。
Fallback Postal では、番地レベルのジオコード化が実行できなかったときに、郵便番号セントロ
イド レベルのジオコード化を行うかどうかを指定します。

Dictionary 句
Dictionary では、ジオコード プロセス時に使用する MapMarker の住所辞書とユーザ設定の辞書
の組み合わせを指定します。Dictionary 句では、次の 5 種類の組み合わせを指定できます。
• Dictionary All の場合、ユーザ辞書と住所辞書の両方が使用されます。
• Dictionary Address の場合、住所辞書だけが使用されます。
• Dictionary User の場合、ユーザ辞書だけが使用されます。
• Dictionary Prefer Address の場合、両方の辞書を使用しますが、住所辞書が優先されます。
• Dictionary Prefer User の場合、両方の辞書を使用しますが、ユーザ辞書が優先されます。

Offset 句
Offset End では、道路のコーナーを基準とし、ポイント位置が調整される距離を指定します。
Offset Center では、道路の中心線を基準とし、ポイント位置が調整される距離を指定します。
Unitsは、Offset CenterおよびOffset Endの指定単位を表す文字列です。使用可能な単位の詳細
については、「Set Distance Units 文」を参照してください。

PassThrough 句
PassThroughは、ジオコーダに送信される一連の名前/値のペアです。送信される名前/値のペア
は、ジオコード サービスによっても異なるため、詳細については、特定のジオコード サービスの
ドキュメントを参照してください。
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例
以下は、いくつかの Match オプションを有効にしてジオコーダ接続を設定する例です。

set connection MapMarkerHandle1 geocode match streetname, streetnumber,

municipality, municipalitysubdivision, postalcode, countrysubdivision

次の例では、SetConnection文にPassThrough句を追加しています。この例では、米国のCASS
認定の結果を有効にしています。

PassThrough "KEY_CASS_RULES" "true"

関連項目

Geocode 文、Open Connection 文

Set Connection Isogram 文

目的
Isogram 接続に対してオプションを設定するときに使用します。 この文は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Set Connection connection_handle Isogram
[ Banding [ On | Off ] ]
[ MajorRoadsOnly [ On | Off ] ]
[ MaxOffRoadDistance distance_value Units distance_units ]
[ ReturnHoles [ On | Off ] ] [ MajorPolygonOnly [ On | Off ] ]
[ SimplificationFactor simplification ]
[ PointsOnly [ On | Off ] ]
[ DefaultAmbientSpeed ambient_speed
Units distance_units Per time_units ]
[ DefaultPropagationFactor propagation_factor ]
[ Batch Size batch_size ]

connection_handle は、Open Connection 文から返された接続番号です。
distance_value は、オフロード トラベルの最大許容距離を指定する浮動小数値です。
distance_unitsは、特定のdistance_valueの距離単位を指定する文字列です。距離単位に使用でき
る文字列の一覧については、「Set Distance Units 文」を参照してください。
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simplification は、出力リージョンにおけるノード密度をパーセンテージで指定する浮動小数値で
す。0 から 1 までの範囲で値を指定できます。
ambient_speedは、デフォルトのアンビエント速度を指定する数値です。この数値は、distance_units
および time_units で表されます。
time_units は、時間単位を指定する文字列です。有効な値は、"hr"、"min"、および "sec" です。
propagation_factorは、デフォルトの伝播係数を指定する浮動小数値です。0 から 1 までの範囲で
値を指定できます。
batch_size は、サービスに対して送信される各バッチのサイズを指定する整数式です。デフォル
ト値は 2 で、上限は 50 になります。

説明
Set Connection Isogram 文を使用して、(Create Object 文で) Isogram オブジェクトを作成する
ために使用する接続を設定します。
Bandingは、Isogram処理で複数の距離または時間を指定した場合にのみ適用されます。Onの場
合、特定のポイントについて返された複数のリージョンがオーバーラップしないように処理されま
す。小さい方のリージョンが結果から除外されます。つまり、小さい方のリージョンの端から、対
応する端までの時間または距離を表します。たとえば、10 分、20 分、および 30 分の等値線をリ
クエストした場合、20 分の等値線は 10 ～ 20 分の区域を表し、30 分の等値線は 20 ～ 30 分の区
域を表します。Off にした場合、すべてのリージョンが、0 を起点とし、指定された時間または距
離を境界とする区域となります。
MajorRoadsOnlyは、等値線の計算に主要道路だけを使用するかどうかを指定します。
MajorRoadsOnlyを使用した場合、等値線の生成にかかる時間が大幅に短縮されます。
MaxOffRoadDistance では、許容される最大オフロード トラベル距離を指定します。
ReturnHoles では、開口部を含めてリージョンを取得するかどうかを指定します。
MajorPolygonOnlyを指定した場合、外側のポリゴンが 1 つのみのリージョンが返されます。
SimplificationFactorでは、複雑なポリゴンを単純化するための係数を指定します。単純化係数
は、結果のポリゴンに適用するパーセンテージ (つまり、元のポイントの何パーセントを結果とし
て取得するか)を表します。ポリゴン (ポイントの集合)には、多数のポイントが含まれていること
があります。単純化係数には、0.01 から 1.0 までの浮動小数値を指定できます (1 は 100% を、
0.01 は 1% を表す)。値を小さくするほどポイント数が少なくなり、インターネット接続での転送
に要する時間も短縮されます。デフォルト値は 0.05 です。
PointsOnlyでは、ポイント以外のオブジェクトを含むレコードをスキップするかどうかを指定し
ます。
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DefaultAmbientSpeedは、時間を指定する場合にのみ使用されます。次に構文例を示します。

DefaultAmbientSpeed 12 "mi" Per "hr"

DefaultPropagationFactorでは、最大距離の境界 (等値線)を調べる際における、オフネットワー
クトラベルが許可される残りのコスト (距離)の、オフロードネットワークに対する比率を指定し
ます。ネットワークで識別されない道路としては、私道やアクセス道路などがあります。伝播係数
(Propagation Factor) は、始点と等値線間の距離計算に使用されるコストの比率です。
DefaultPropagationFactorは、距離に対してのみ使用されます。
このプロパティのデフォルト値は 0.16 です。
指定できる範囲は 0.01 から 1 までです。
Batch Size では、サーバに対して一度に送信されるレコード数を設定します。この設定は、パ
フォーマンスおよび応答性に影響する場合があります。大きなリクエストを送信すると、それだけ
等値線が返されるまでの時間が長くなり、キャンセル要求に対する応答や、進行状況バー ダイア
ログ ボックスの更新にかかる時間も長くなります。この値を小さくすることによって、コマンド
の応答性が高まり、タイムアウトやサービス障害の発生頻度を減らすことができます。デフォルト
値は 2 です。

例
Set Connection Isogram 文の使用例を次に示します。

Set Connection iConnect Isogram
Banding On MajorRoadsOnly On MaxOffRoadDistance 2 Units "mi"
ReturnHoles On MajorPolygonOnly On SimplificationFactor .05
DefaultAmbientSpeed 50 Units "mi" Per "hr" DefaultPropagationFactor .2
Batch Size 2 Point On

関連項目

Create Object 文、Open Connection 文

Set CoordSys 文

目的
MapBasicで使う座標系を設定します。この文は、MapInfo ProのMapBasicウィンドウから発行
できます。
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構文

Set CoordSys...

CoordSys... は、座標系句です。

説明
Set CoordSys 文を使用して、MapBasic の座標系を設定します。デフォルトでは MapBasic は緯
度/経度座標系を使います。つまり、地理関数 (CentroidX() 関数や ObjectNodeX() 関数など)が X
またはY座標値を返すとき、この値はデフォルトで緯度または経度を表します。MapBasicプログ
ラムでは Set CoordSys 文を発行することで、さまざまな座標系を指定できます。それ以降、地
理関数から返される値には自動的に新しい座標系が反映されます。
Set CoordSys 文はマップ ウィンドウに影響しません。マップ ウィンドウの投影法または座標系
を設定するには、Set Map ... CoordSys 文を発行する必要があります。
CoordSys 句ではオプションとして Table および Window サブ句を使用でき、既存のテーブルま
たはウィンドウの座標系を参照することができます。詳細については、「CoordSys句」を参照し
てください。

例
次の Set CoordSys 文では、座標系が大圏距離を基準にした地球座標系に設定されます。

Set CoordSys Earth

次の Set CoordSys 文は座標系をアルベール等積投影法に設定するものです。

Set CoordSys Earth
Projection 9,7,"m",-96.0,23.0,20.0, 60.0, 0.0, 0.0

次の Set CoordSys 文は MapBasic でレイアウト ウィンドウのオブジェクトを操作できるように
します。レイアウト オブジェクトを検索または作成する場合は、レイアウト座標系を使用する必
要があります。

Set CoordSys Layout Units "in"

注 : Set CoordSys Layout 文を発行すると、MapBasic プログラムは座標系を明示的に戻
さない限り、レイアウト座標系の使用を続けることに注意してください。Set CoordSys
Layout 文の発行後に、地球座標系のマップ上でオブジェクトの検索や作成を行う場合は、
Set CoordSys Earth 文を発行する必要があります。

関連項目
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CoordSys 句、Set Area Units 文、Set Distance Units 文、Set Paper Units 文

Set Cursor 文

目的
1ビット/ピクセルのカーソルと32ビット/ピクセルのカーソルを切り替えます。この文は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。
Citrix の XenApp 環境で作業するとき、MapInfo Pro のカーソルのレンダリングを 32 ビット/ピク
セルで行うと遅延のためにパフォーマンス上の問題が生じることがあります。この問題は、1ビッ
ト/ピクセルのカーソルに切り替えることで解決します。

構文

Set Cursor Truecolor ( On | Off )

説明
Truecolor句は 32ビット/ピクセルのカーソルをオンまたはオフにします。 MapInfo Proで Onに
設定すると、32ビット/ピクセルのカーソルが使用されます。 MapInfo Proで Offに設定すると、
1 ビット/ピクセルのカーソル (白黒のカーソル) が使用されます。

注 : このMapBasicコマンドで加えた変更に永続性はありません。現在のセッションの間だ
け有効です。

カーソル スタイルは、MapInfo Pro の [システムの設定] に含まれる設定です。

例
次の例は、1 ビット/ピクセルのカーソルを有効にします。

Set Cursor Truecolor Off
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Set Date Window() 文

目的
2桁の年数を4桁の年数に変換する場合の日付設定を表示します。また、データに最も適した設定
をデフォルトにすることもできます。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行
できます。

構文

Set Date Window { nYear | Off }

nYear は 0 から 99 までの 2 バイト整数値です。この数値以上の数値は 19xx と見なされ、この数
値より小さい数値は 20xx と見なされます(たとえば、nYear を 70 と指定すると、70 年以降の 2
桁の年が 1970 ～ 1999 と見なされ、69 年以前の 2 桁の年が 2000 ～ 2069 と見なされます)。
Off を指定すると、日付設定がオフになります。2 桁の年数はシステム日付の設定に基づいて 4桁
の年数に変換されます。

説明
セッション設定は MapBasic ウィンドウから初期化され、環境設定が変更された場合は更新され
ます。MapBasicウィンドウから Set Date Window文を実行すると、入力した年数は変換されま
すが、システム環境設定は変更されません。
MapBasic ウィンドウで Set Date Window を実行すると、STARTUP.WOR を含むすべてのワーク
スペース ファイルのセッション設定と、MapInfo Pro アプリケーション インターフェイスからコ
マンドを実行するすべての統合マッピング アプリケーションのセッション設定が変更されます。
MapBasic プログラムから (または Run Command 文 を使用して) Set Date Window 文を実行す
ると、プログラム固有の設定のみが更新されます。セッション設定と環境設定は変更されません。
プログラム固有の設定はセッション設定から変更され初期化されます。これは数値や日付の設定と
似ています。プログラムが実行されている場合、プログラムごとに設定を行い、プログラムが実行
されていない場合は、グローバルで設定を行います。
0 から 99 までの数値を入力します。数値を入力すると、プロンプトの下の説明に、日付が 19xx
と 20xx のどちらで表示されるかを示すメッセージが表示されます。
たとえば、50 を入力すると、説明は次のようになります。
00 - 49 を 2000 - 2049 に設定
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50 - 99 を 1950 - 1999 に設定

例
次の例では、Date1 = 19890120、Date2 = 20101203、MyYear = 1990 を設定しています。

DIM Date1, Date2 as Date
DIM MyYear As Integer
Set Format Date "US"
Set Date Window 75
Date1 = StringToDate("1/20/89")
Date2 = StringToDate("12/3/10")
MyYear = Year("12/30/90")

関連項目

DateWindow() 関数

Set Datum Transform Version 文

目的
この文を使用して、古い測地系と新しい測地系を切り替えることができます。この文は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Set Datum Transform Version version_number

version_number は整数値です。 version_number が 800 以上の場合は、更新された測地系変換ア
ルゴリズムが使用されます。 それ以外では、古いアルゴリズムが使用されます。

説明
MapInfoProのデフォルトでは、更新された測地系変換アルゴリズムが使用されます。これらのア
ルゴリズムの方が、他のソフトウェア パッケージで使用されるアルゴリズムと一致することが多
いため、デフォルトのバージョンを変更しないことをお勧めします。以前のバージョンのMapInfo
Pro では、処理速度を最適化するアルゴリズムを使用していたため、他のソフトウェア パッケー
ジやツールとは結果が多少異なっていました。
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Set Designer Frame 文

目的
通常のレイアウト フレームを空のフレームに変換します。あるいは、既存のマップまたはブラウ
ザ ウィンドウを複製して、空のフレームをマップ フレームまたはブラウザ フレームに変換しま
す。空のフレームの作成については、空のフレームの作成（272ページ） を参照してください。

構文

Set Designer Frame
[ Window layout_window_id ]
Id { empty_frame_id }
[ From Window map_or_browser_window_id [ Legends On | Off ]]
[ Clear ]

layout_window_id は、レイアウト ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
empty_frame_idは、レイアウトウィンドウ内のどの空のフレームに表示するかを指定する番号で
す。
map_or_browser_window_id は、空のフレームに挿入するマップまたはブラウザ ウィンドウの整
数の識別子です。

説明
Id が空のフレームである場合、その後ろに From Window 句が続くと、
map_or_browser_window_idで指定されたマップまたはブラウザウィンドウの複製が空のフレー
ムに表示されます。マップの場合は、複製されたウィンドウのサイズがフレームに合わせて変更さ
れ、内容がフレーム サイズに合うように調整されます。ブラウザの場合は、必要に応じて内容が
フレームに合わせてクリップされます。
FromWindow句では、オプションのLegends句も指定できます。複製するマップに凡例があり、
レイアウト ウィンドウにそれらの凡例を複製する場合は、Legends On を指定します。
Clearを指定すると、レイアウトフレームが消去されて空のフレームになります。これによって、
表示されていた内容と同じサイズと位置の空のフレームが残り、フレームの名前はそのまま保持さ
れます。フレームのすべての内容 (ブラウザ、マップ、凡例、図形、画像、およびテキスト) をこ
のコマンドで削除できます。このコマンドは、既に空になっているフレームにも使用できます。ア
クティブなマップまたはブラウザフレーム (フロントウィンドウ)を消去した後は、親レイアウト
ウィンドウがフロントウィンドウになります。境界ペン、フィルブラシ、Zオーダーなどのフレー
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ムのプロパティは、図形を含むフレームを除いて変更されません。図形コンテンツのペンとブラシ
は図形スタイル自体に適用されるので、図形を含むフレームには適用されません。このため、図形
コンテンツを削除すると、図形のペンとブラシの設定は失われます。フレームを消去できないとき
は、1699 "レイアウト枠 ^0 を削除できません。" というエラー コードが表示されます。

Set Designer Legend 文

目的
凡例ウィンドウを更新し、凡例を縦に並べるか横に並べるかを設定します(凡例ウィンドウ自体の
サイズ、位置、またはタイトルを変更するにはSetWindow文を使用します)。この文は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文 1

Set Designer Legend
[ Window legend_window_id ]
[ Refresh ]
[ Portrait | Landscape ]

legend_window_idは、FrontWindow()関数およびWindowID()関数の呼び出しによって取得可能
な整数値のウィンドウ ID です。

構文 2

Set Designer Legend
[ Antialias { On | Off } ]

説明
Set DesignerLegend文では、再描画機能のオン/オフ切り替え、更新、凡例を縦に並べるか横に
並べるかを設定できます。
Window 句を指定しない場合は、一番上の凡例ウィンドウが使用されます。
オプションの Refresh キーワードを指定すると凡例ウィンドウが更新されます。
オプションの Portrait句を指定するとフレームが凡例ウィンドウの左に揃えられ、Landscapeを
指定すると上に揃えられます。
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Antialias句は、マップ上のラスタシンボルを描画するときのアンチエイリアスをオンまたはオフ
にします。シンボルはベクトルとして描画されます。ラインとリージョン スタイルはラスタとし
て描画されますが、アンチエイリアシングが適用されないため、ぼやけて表示されることはありま
せん。デフォルトで、アンチエイリアスは Set Designer Legend 文でオフに設定されます。

例
この文は、凡例ウィンドウのスタイルを更新します。

Set Designer Legend Window 123432 Refresh

この文は、すべての凡例枠を上に揃えます。

Set Designer Legend Window 123432 Landscape

この文は、すべての凡例枠を左に揃えます。

Set Designer Legend Window 123432 Portrait

この文は、すべての凡例枠を更新し、左に揃えます。

Set Designer Legend Window 123432 Refresh Portrait

この文は、現在開いている凡例ウィンドウと、新しい凡例ウィンドウのすべてに対してアンチエイ
リアシングをオンにします。

Set Designer Legend Antialias On

この文は、アンチエイリアシングをオフにします。

Set Designer Legend Antialias Off

注 : 凡例のデフォルト設定としてアンチエイリアシングをオンに設定するには、この
MapBasic コマンドを startup.wor などのワークスペースに追加するか、実行時に
MapBasic ウィンドウに追加します。

関連項目

Add Designer Frame 文、Alter Designer Frame 文、Create Designer Legend 文、Remove
Designer Frame 文
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Set Digitizer 文

目的
ディジタイザ タブレット上の紙マップの座標系を設定します。また、ディジタイザ モードをオン
またはオフに設定します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文 1

Set Digitizer
( mapx1, mapy1 ) ( tabletx1, tablety1 ) [ Label name ] ,
( mapx2, mapy2 ) ( tabletx2, tablety2 ) [ Label name ]
[ , ... ]
CoordSys...
[ Units... ]
[ Width tabletwidth ]
[ Height tabletheight ]
[ Resolution xresolution, yresolution ]
[ Button click_button_num, double_click_button_num ]
[ Mode { On | Off } ]

構文 2

Set Digitizer Mode { On | Off }

mapx パラメータでは、紙マップ上の地球座標系の東西方向の座標を指定します。
mapy パラメータでは、紙マップ上の地球座標系の南北方向の座標を指定します。
tabletx パラメータでは、mapx 値と対応するタブレットの左右の座標を指定します。
tablety パラメータでは、mapy 値と対応するタブレットの上下の座標を指定します。
name は、基準点のラベル (オプション) です。
CoordSys 句は紙マップで使用される座標系を指定します。
click_button_num は、クリック動作をシミュレートするパック ボタンの番号です。
double_click_button_numは、ダブルクリック動作をシミュレートするパックボタンの番号です。
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説明
Set Digitizer 文を使用して、MapInfo Pro の [マップ] メニューの [ディジタイザの設定] ダイアロ
グ ボックスと同じ設定を行うことができます。これらの設定はユーザがタブレットに添付した特
定の紙マップに関するものです。Set Digitizer文は、その他のディジタイザ設定オプション (通信
ポート設定やボーレート設定など) には関係しません。このような設定は、MapBasic アプリケー
ションの外で構成する必要があります。
Set Digitizer 文により、紙マップで使われている座標系を示し、複数の基準点を指定します。各
基準点は、マップの座標のペア (たとえば、経度と緯度) の後ろにタブレットの座標のペアが続い
た形式で指定します。タブレットの座標のペアは、指定したマップの座標に対応するタブレット上
の位置を示します。タブレットの座標は、タブレット上のポイントからタブレットの左上隅までの
距離を、ディジタイザのネイティブの単位 (1000 分の 1 インチ など) で表します。
CoordSys句は紙マップで使用される座標系を指定します。詳細については、「CoordSys句」を
参照してください。

注 : Set Digitizer 文では、CoordSys 句の Bounds 部分が無視されます。

Width、Height、および Resolution 句は、MapInfo Pro の内部でのみ使用されます。これらの句
は、必要に応じて、MapInfo Pro によってワークスペースに保存されます。MapBasic プログラム
でこれらの句を指定する必要はありません。

ディジタイザ モードのオンとオフ設定
ディジタイザが設定された後であれば、ユーザは D キーを押すことにより、ディジタイザ モード
のオンとオフを切り替えることができます。MapBasicプログラムでディジタイザモードを切り替
えるには、次のように指定します。

Set Digitizer Mode On

または

Set Digitizer Mode Off

ディジタイザ モードが現在オンなのかオフなのかを確認するには、
SystemInfo((SYS_INFO_DIG_MODE)) を呼び出します。ディジタイザ モードがオンの場合は、
TRUE が返されます。
ディジタイザモードがオンで、マップウィンドウがアクティブウィンドウである場合、ディジタ
イザのカーソル (大きな十字型) がウィンドウに表示され、ディジタイザのカーソルとマウス カー
ソルが別々に表示されます。
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ディジタイザ モードがオフの場合、またはマップ ウィンドウがアクティブ ウィンドウでない場
合、ディジタイザのカーソルは表示されず、ディジタイザの操作によってマウス カーソルが制御
されます (ディジタイザ ドライバにマウス エミュレーション機能がある場合のみ)。
関連項目

CoordSys 句、SystemInfo() 関数

Set Distance Units 文

目的
CreateObject文のような後続の地理的操作で使用する距離単位を設定します。この文は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Set Distance Units unit_name

unit_name は、距離単位の名前です (たとえば、メートルの場合は "m" です)。

説明
Set Distance Units文を使用して、MapBasicの距離単位を設定します。デフォルトでは距離単位
として "mi" (マイル) が使用され、Set Distance Units 文が発行されない限り、この距離単位が使
われます。いくつかの MapBasic 文では地理的距離を表すパラメータを使用します。たとえば、
Create Object文のWidth句では、距離単位を指定しても指定しなくてもかまいません。Width句
で距離単位を指定しない場合、Create Object文では現在有効な距離単位 (マイルまたは最新のSet
Distance Units 文で設定された単位) が使用されます。
unit_name パラメータには、次の表の左欄に示した値のいずれかを指定する必要があります。

表される単位unit_name 値

チェイン"ch"

cm"cm"

フィート (国際フィートとも呼ばれます。1 国際フィートは 30.48cm に相当します)"ft"
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表される単位unit_name 値

インチ"in"

km"km"

リンク"li"

m"m"

マイル"mi"

mm"mm"

海里 (1 海里 = 1,852m)"nmi"

ロッド"rd"

米国測量フィート (1927 米国平面座標系で使用。1 米国フィートは、12/39.37 m (約
30.48006 cm) です。

"survey ft"

ヤード"yd"

例

Set Distance Units "km"

関連項目

Distance() 関数、ObjectLen() 関数、Set Area Units 文、Set Paper Units 文

Set Drag Threshold 文

目的
ユーザが図形オブジェクトをドラッグする時に経験する遅れの長さを設定します。 この文は、
MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。
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構文

Set Drag Threshold pause

pause は、遅れの秒数を表す浮動小数です。デフォルト値は 1.0 です。

説明
ユーザがマップオブジェクトをクリックしてドラッグしようとすると、MapInfoProはユーザを待
たせます。 この遅れによって、ユーザがオブジェクトを誤ってドラッグすることを防止します。
Set Drag Threshold 文は、この遅れの長さを設定します。

例

Set Drag Threshold 0.25

Set Event Processing 文

目的
不要なスクリーンの更新を避けるため、一時的にイベント処理をオンまたはオフにします。 この
文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Set Event Processing { On | Off }

説明
Set Event Processing文を使用すると、システムイベントの処理を一時停止し、その後で再開で
きます。
連続する複数の文でウィンドウを変更すると、MapInfo ProがMapBasicの各文ごとにウィンドウ
を再描画する場合があります。このようにウィンドウを頻繁に再描画すると、ユーザを待たせるこ
とになるため好ましくありません。不必要なウィンドウの再描画を回避するには、次の文を発行し
ます。

Set Event Processing Off
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続いて、ウィンドウ管理に関するすべての文 (たとえば、Set Map 文) を発行してから、次の文を
発行します。

Set Event Processing On

すべての Set Event Processing Off 文について、対応する Set Event Processing On 文を発行
し、イベント処理を再開する必要があります。協調的なマルチタスクを実行する環境ではイベント
処理の停止をそのままにしておくと、他のソフトウェアやアプリケーションがマルチタスクを実行
できなくなることがあります。
Set Map...Redraw Off 文を発行して、マップ ウィンドウの再描画を抑制することもできます。こ
の文には Set Event Processing Off文と同じ効果があります。ただし、Set Event Processing文
はすべてのMapInfoProウィンドウの再描画に影響するのに対し、SetMap文は1つのマップウィ
ンドウの再描画にしか影響しません。

Set FastPointRendering 文

目的
Fast Point Rendering の有効化または無効化を設定します。このコマンドは、MapInfo Pro で設定
された Fast Symbol Rendering 環境設定をオーバーライドします。 この文は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Set FastPointRendering { On | Off }

説明
Set FastPointRendering文を使って、MapInfo Proで設定された Fast Symbol Rendering環境設
定をオーバーライドします。MapInfo Proユーザは、[オプション]を選択し、[出力設定]をクリッ
クして、この機能を [PRO] タブ上のシステム環境設定として有効または無効にすることができま
す。このシステム環境設定は、[高速シンボルレンダリング]という名前のチェックボックスです。
Set FastPointRendering文は、MapInfo Pro の環境設定値を変更しません。
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Set File Timeout 文

目的
ファイル入出力操作でファイル共有の衝突が発生した場合に、操作が再試行されるようにします。
この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Set File Timeout n

n は、間隔を秒数で表す、ゼロ以上の正の整数です。

説明
通常、ファイル共有の衝突により操作が進まない場合には、MapInfo Pro は [再試行/キャンセル]
ダイアログ ボックスを表示します。 MapBasic プログラムによって Set File Timeout 文が発行さ
れると、MapInfo Pro は [再試行/キャンセル] ダイアログ ボックスを表示する代わりに、自動的に
ファイル入出力操作を再試行します。
nがゼロよりも大きい場合、再試行が有効になります。その後、使用中のテーブル (他のユーザが
格納しようとしているテーブルなど) をユーザが読み込もうとすると、MapInfo Pro はそのテーブ
ルへのアクセスを繰り返し試みます。 n秒後にテーブルがまだ使用中である場合、[再試行/キャン
セル] ダイアログ ボックスが表示されます。 [Retry/Cancel] ダイアログ ボックスはトラップ可能
ではないことに注意してください。ダイアログ ボックスはエラー ハンドラが有効であるかどうか
に関係なく表示されます。
n がゼロである場合、再試行処理は無効になります。 使用中のテーブルへのアクセスが試みられ
ると、[再試行/キャンセル] ダイアログ ボックスが直ちに表示されます。
Set File Timeout 文と OnError エラートラッピング機能を同時に使用しないでください。 エラー
ハンドラが有効になっている場合、ファイルのタイムアウト値はゼロでなければなりません。
ファイルのタイムアウト値がゼロより大きい場合、エラー トラッピングは無効にしなければなり
ません。 ファイル共有に関する問題の詳細については、 『MapBasic ユーザーズ ガイド』を参照
してください。

例

Set File Timeout 100
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Set Format 文

目的
MapBasic が日付または数値を表す文字列をどのように処理するかを制御します。 この文は、
MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文 1

Set Format Date { "US" | "Local" }

構文 2

Set Format Number { "9,999.9" | "Local" }

説明
ユーザは、オペレーティング システムと共に提供されるコントロール パネルを使ってさまざまな
日付および数値の書式設定オプションを設定することができます。たとえば、Windowsユーザは、
Windowsに用意されているコントロールパネルを使用してシステムの日付書式設定を変更するこ
とができます。
MapBasic 関数の中には、Str$() 関数のように、これらのシステム設定に左右されるものがありま
す。つまり、一部の関数は異なるシステム構成の下では異なる結果をもたらすために、予想が不可
能だということです。
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Set Format 文を使用することで、MapBasic にユーザの書式設定オプションを無視させ、Str$()
関数などの機能が想定したとおりに動作するようにします。

MapBasic アプリケーションへの影響文

MapBasicは、ユーザのコンピュータの設定に関係なく "月/
日/年" の日付書式設定を使います。Set Format Date "US"

MapBasic は、ユーザのコンピュータ上で設定されている
日付書式設定オプションを使います。Set Format Date "Local"

Format$()関数では、ユーザのコンピュータの設定に関係
なく、米国型の数値書式設定オプション (小数点記号がピ
リオド、桁区切り記号がコンマ) を使います。

Set Format Number "9,999.9"

Format$() 関数では、ユーザのコンピュータ上で設定され
ている数値書式設定オプションを使います。Set Format Number "Local"

構文 1 (Set Format Date)は、次の状況で生成される出力に影響します。StringToDate()関数の呼
び出し。Str$() 関数への日付の受け渡し。MapBasic に日付と文字列間の自動変換を実行させる操
作 (Print 文の発行による日付の印刷や、日付値の文字列変数への割り当てなど) の実行。
構文 2 (Set Format Number) は、Format$() 関数や FormatNumber$() 関数で生成される出力に
影響を与えます。MapBasic 3.0 以前のバージョンを使ってコンパイルされたアプリケーションの
デフォルトは、米国型の書式設定です。MapBasic 4.0 以降のバージョンを使ってコンパイルされ
たアプリケーションのデフォルトは “Local”書式設定です。現在有効な書式設定オプションを調べ
るには、SystemInfo()関数を呼び出します。各MapBasicアプリケーションでSet Format文を発
行しても、他のアプリケーションに影響は及びません。

例
日付変数 (date_var) に 1995年 6 月 11 日という日付が格納されていて、次の関数を呼び出したと
します。

Str$( date_var )

この場合、ユーザのコンピュータ上で設定されている日付書式設定オプションに応じて "06/11/95"
または "95/11/06"が返されます。Set Format Date "US"文を使用してから Str$() 関数を呼び出す
と、Str$() 関数で米国型の書式設定 (月/日/2桁の年) が使用され、意図した結果が得られます。
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関連項目

Format$()関数、FormatNumber$()関数、Str$()関数、StringToDate()関数、SystemInfo()関数

Set Handler 文

目的
SelChangedHandler プロシージャなどのシステム ハンドラ プロシージャの自動呼び出しを有効
または無効にします。

制限事項
この文は MapBasic ウィンドウを通じて発行することはできません。

構文

Set Handler handler_name { On | Off }

handler_nameは、SelChangedHandlerプロシージャなどのシステムハンドラプロシージャの名
前です。

説明
普通、プログラムにシステム ハンドラ プロシージャを含めると、MapInfo Pro は関連システム イ
ベントが発生するたびにそのハンドラ プロシージャを自動的に呼び出します。たとえば、プログ
ラムに SelChangedHandlerプロシージャが含まれている場合、MapInfo Proは選択内容が変更さ
れるたびにそのプロシージャを自動的に呼び出します。
Set Handler 文を使うと、MapBasic プログラムの中におけるシステム ハンドラ プロシージャの
自動呼び出しを無効にすることができます。
Set Handler...Off 文は、プロシージャの (Call 文を使った) 明示的な呼び出しには影響を与えませ
ん。
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例
次の例では、Set Handler 文を使って無限ループを回避する方法を示します。

Sub SelChangedHandler
Set Handler SelChangedHandler Off

' Issuing a Select statement here
' will not cause an infinite loop.

Set Handler SelChangedHandler On
End Sub

関連項目

SelChangedHandler プロシージャ、ToolHandler プロシージャ

Set Layout 文

目的
既存のレイアウトを変更します。この文は、従来のレイアウト ウィンドウのほか、レイアウト
ウィンドウでも使用できます。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できま
す。

構文

Set Layout
[ Window window_id ]
[ Page page_number ]
[ Center ( center_x, center_y ) ]
[ Extents { To Fit | ( pages_across , pages_down ) } ]
[ Pagebreaks { On | Off } ]
[ Frame Contents { Active | On | Off } ]
[ Ruler { On | Off } ]
[ Zoom { To Fit | zoom_percent } ]
[ { Objects Alpha alpha_value } |
{ Objects Translucency translucency_percent } ]

[ Selection { All | Clear | [ Add | Remove ] Frame ID frame_id, frame_id,
frame_id,… } ]
[ Grid [ Visibility { On | Off } ]
[ Snap { On | Off } ]
[ Size distance { Units paper_unit } ] ]
[ Smart Guides { On | Off } ]
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window_id はレイアウト ウィンドウのウィンドウ識別子です。
page_number は、操作するページの番号 (1 以上) です。
center_x は、現在のレイアウト ウィンドウの中心を表す水平方向の位置です。
center_y は、現在のレイアウト ウィンドウの中心を表す垂直方向の位置です。
pages_across はレイアウトに使用する水平方向のページ数 (1以上) です。
pages_down はレイアウトに使用する垂直方向のページ数 (1以上) です。
zoom_percentは、実際のページを基準にしてレイアウトウィンドウのサイズを指定するパーセン
テージです。
alpha_value は、アルファ チャンネルの透過性を示す整数値です。値の範囲は 0 ～ 255 で、0 は
完全に透明な状態、255は完全に不透明な状態です。0より大きく255未満の値を指定すると、レ
イアウト表示内のオブジェクトが半透明になります。
translucency_percentは、レイアウト内のオブジェクトの透過性 (パーセント単位)を表す整数値で
す。値の範囲は 0 ～ 100 です。0 は完全に不透明な状態です。100 は完全に透明な状態です。

注 : Alpha と Translucency はどちらか一方を指定し、両方を指定しないでください。こ
れらは指定方法が異なりますが、同じ結果を得ることができます。複数のキーワードを指定
した場合は、最後に指定した値が使用されます。

frame_idは、レイアウトにあるフレームの IDです。たとえば、レイアウトにフレームが 3つある
場合、各フレームの ID は 1、2、3 と連続した値になります。ID が範囲外の場合は "Invalid
frame id n" というエラーが発生します。n はコマンドから解析された ID です。重複する ID が
解析された場合は "Duplicate frame id n" というエラーが発生します。n はコマンドから解
析された ID です。フレームが既に選択されている場合、エラーは発生しません。
distance は、レイアウト ウィンドウ上のグリッドラインのサイズまたは間隔です。
paper_unitはオプション値で、distanceを指定する単位です。paper_unitには、MapInfo Proの標
準的な用紙単位の略称を引用符で囲んで記述します ("in" など)。この値が指定されていない場合
は、現在の用紙単位がデフォルトで使用されます。指定された単位が用紙単位でない場合は、この
文でエラーが発生します。

説明
Set Layout文を使用して、既存のレイアウトウィンドウの設定を制御できます。これは、従来の
レイアウトウィンドウとレイアウトウィンドウの両方に使用できます。ただし、レイアウトウィ
ンドウでは、Center、Zoom zoom_percent、およびSelectionを除くすべての句が無視されます。
Zoom To Fit 構文は従来のレイアウト ウィンドウにのみ使用できます。従来のレイアウト ウィン
ドウの詳細については、「従来のレイアウト ウィンドウの操作」を参照してください。
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window_id が指定されない場合、一番上のレイアウト ウィンドウが対象となります。この文を使
用すると、ユーザがMapInfo Proの [レイアウト]メニューで設定するオプションを、MapBasicプ
ログラムで制御できます。
Page句を使って、複数のページがあるレイアウトウィンドウで現在のページを設定します。無効
なページ番号を指定すると、ERR_FCN_ARG_RANGE (644) エラーが生成されます。有効な番号
は 1 以上で、そのページが実在する必要があります。
Center 句では、現在のレイアウト ウィンドウの中心にあるレイアウト上の位置を指定します。
Extents句では、ページ レイアウトを構成するページ数 (たとえば、紙の枚数)でページ レイアウ
トを構成するかを制御します。たとえば、次の句を指定するとします。

Set Layout Extents To Fit

この文では、レイアウト上のすべてのオブジェクトを確実に印刷するのに十分なページ数になるよ
うに、レイアウトを構成します。また、Extents 句により、ページ レイアウトの幅と高さをペー
ジ数で指定することができます。たとえば、次の文は高さが 2 ページ、幅が 3 ページのレイアウ
トを設定するものです。

Set Layout Extents (3, 2)

レイアウトが 2 枚以上の紙で構成される場合、Pagebreaks 句を使用して、レイアウト ウィンド
ウに改ページを表示するかどうかを制御します。改ページの表示を有効 (デフォルト) にすると、
MapInfo Pro はページの端を示す破線を表示します。
Frame Contents句では、MapInfo Proによってレイアウトフレームの内容が更新されるかどうか
と、そのタイミングを指定します。通常、ページレイアウトは 1つ以上のフレームオブジェクト
で構成されます。それぞれのフレームには既存のMapInfoProウィンドウの内容を表示することが
できます (たとえば、フレームにマップ ウィンドウを表示できます)。レイアウトの基となるウィ
ンドウを変更したときに、MapInfoProによるレイアウトウィンドウの再描画を望む場合と望まな
い場合があります。レイアウト ウィンドウにクライアント ウィンドウの現在の内容が必ず表示さ
れるように望むユーザもいますし、レイアウト ウィンドウの再描画は時間がかかるため、レイア
ウト ウィンドウがアクティブの場合だけ再描画を望むユーザもいます。
次の文は、クライアント ウィンドウの変更を反映するため、レイアウト ウィンドウを必要に応じ
て常に再描画するように指定します。

Set Layout Frame Contents On

次の文は、レイアウト ウィンドウがアクティブ ウィンドウである場合のみ、再描画するように指
定します。

Set Layout Frame Contents Active

934MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



次の文は、レイアウト ウィンドウの再描画を実行しないように指定します。

Set Layout Frame Contents Off

FrameContentsがOffに設定されている場合、各フレームは簡単な説明 (たとえば、"World Map"
など) が記載された無色の長方形として表示されます。
Ruler 句では、レイアウト ウィンドウの上端および左端にルーラーを表示するかどうかを制御し
ます。デフォルトでは Ruler は On です。
Zoom句では、ページレイアウトの拡大/縮小率を指定します。つまり、レイアウトウィンドウの
ビューを拡大または縮小します。たとえば、次の文は 50パーセントのズーム設定を指定します。

Set Layout Zoom 50.0

ページレイアウトが 50パーセントで表示される場合、実際の紙の大きさは画面 (レイアウトウィ
ンドウ)に表示された大きさの 2倍の幅と 2倍の高さになります。緻密で正確な作業を可能にする
ために、ページ レイアウトを大幅に拡大表示できます。これにより、レイアウト ウィンドウを
200 パーセントで表示すると、ページが拡大表示されます。Zoom 句は、従来のレイアウト ウィ
ンドウの場合に 6.25%～ 800%の範囲で、レイアウトウィンドウの場合に 5%～ 400%の範囲で
ズーム値を指定できます。Zoom句で、必ずしも特定のパーセンテージを指定する必要はありませ
ん。次の文は、レイアウト ウィンドウにページ レイアウト全体が一度に表示されるようにズーム
レベルを設定します。

Set Layout Zoom To Fit

Selection句は、レイアウトウィンドウのみでフレームの選択を制御します。window_idが従来の
レイアウトを参照している場合、Selection 句はコンパイルされますが、"Error: Expecting

Layout Window" という実行時エラーが発生します。

• All は、レイアウトにあるすべてのフレームを選択します。すべてのフレームが既に選択されて
いる場合や、レイアウトにフレームがない場合でもエラーは発生しません。

Set Layout Selection All

• Clearは、レイアウトにあるすべてのフレームの選択を解除します。現在選択されているフレー
ムがない場合や、レイアウトにフレームがない場合でもエラーは発生しません。

Set Layout Selection Clear

• Addはオプションのトークンで、後ろにフレーム IDのリストが続きます。Addを指定すると、
リスト内のフレームが選択されて、現在のフレーム選択に追加されます。指定しない場合は、以
前に選択されたフレームの選択が最初に解除され、句で指定されたフレーム ID のリストが新し
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い選択済みフレームのコレクションになります。リストで参照されたフレーム ID が既に選択さ
れている場合でもエラーは発生しません。

Set Layout Selection Add Frame ID 4 // adds frame with ID 4 to current
selection

• Remove はオプションのトークンで、後ろにフレーム ID のリストが続きます。句のリスト内の
IDは現在の選択から削除されます。リストで参照されたフレーム IDが現在選択されていない場
合でもエラーは発生しません。この句を Add と一緒に使うことはできません。

Set Layout Selection Remove Frame ID 3 // frame with ID 3 is removed
from the current selection

Grid 句は、レイアウト ウィンドウのグリッドラインを制御します。
• Visibility キーワードは、レイアウト ウィンドウのグリッドライン表示をオンまたはオフにしま
す。このキーワードが指定されていない場合は、デフォルトでオンになります。

• Snap キーワードは、グリッドラインへのスナップをオンまたはオフにします。このキーワード
が指定されていない場合は、デフォルトでオフになります。

• Sizeキーワードは、レイアウトウィンドウのグリッドラインのサイズまたは間隔を制御します。
Smart Guides 句は、デフォルトでは有効になっていません。Smart Guides 句は、スマート ガイ
ドの動作が有効かどうかを制御します。Smart Guides トークンがない場合は、構文エラーになり
ます。On または Off のトークンがない場合は、デフォルトで On になります。スマート ガイド
は、フレームの端を、現在のページ上のその他の非選択フレームの端、またはページの現在の余白
に移動する場合の位置合わせに使用されます。

注 : レイアウト ウィンドウのフレーム オブジェクトが選択された後でも、MapBasic プロ
グラムで Run Menu Command 文を発行して、前面へ移動または背面へ移動の操作を実行
することができます。同様に、アプリケーションで MapBasic の Alter Object 文を使用し
て、フレーム オブジェクトに関連付けられているペンおよびブラシ スタイルを再設定する
ことができます。これは、フレーム オブジェクトが (ある意味で) 従来の MapInfo Pro 図形
オブジェクトであるからです。

レイアウト ウィンドウの幅、高さ、または位置を変更するには Set Window 文を使用します。

例
ここでは、複数のページがあるレイアウト ウィンドウの最初のページ (1) を現在のページにしま
す。

Set Layout Window FrontWindow( ) Page 1
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次の例は、レイアウト上のすべてのオブジェクトを印刷します。また、従来のレイアウト ウィン
ドウ上のルーラーを非表示にします。

Set Layout
Zoom To Fit Extents To Fit
Ruler Off
Frame Contents On

次の文は、レイアウト ウィンドウを 200% の大きさにズームし、レイアウトの中心を再設定しま
す。

Set CoordSys Layout Units “in”
Set Layout Window FrontWindow() Center (4.25, 5.5) Zoom 200

関連項目

Alter Object 文、Create Frame 文、Layout 文、Run Menu Command 文、Set Window 文

Set Legend 文

目的
主題図凡例ウィンドウを変更します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行
できます。

構文

Set Legend
[ Window window_id ]
[ Layer { layer_id | layer_name | Prev }
[ Display { On | Off } ]
[ Shades { On | Off } ]
[ Symbols { On | Off } ]
[ Lines { On | Off } ]
[ Count { On | Off } ]
[ Title { Auto | layer_title [ Font... ] } ]
[ SubTitle { Auto | layer_subtitle [ Font... ] } ]
[ Region [ Height region_height [ Units paper_units ] ] ]
[ Region [ Width region_width [ Units paper_units ] ] ]
[ Line [ Width line_width [ Units paper_units ] ] ]
[ Auto Font Size { On | Off } ]
[ Style Size { Large | Small } ]
[ Columns number_of_columns ]
[ Ascending { On | Off } | Order { Ascending | Descending |
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Custom } ]
[ Ranges { Auto | [ Font... ]
[ Range { range_identifier | default } ]
range_title [ Display { On | Off } ] }
[ , ... ] ] ]

[ , ... ]

window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
layer_id は、マップのレイヤを識別する 2 バイト整数です。
layer_name は、マップ レイヤを識別する文字列です。
layer_title、layer_subtitle は、主題図の凡例に表示される文字列です。
number_of_columns は、フィールドの幅を表す値です。
region_height は、凡例ウィンドウのマップ フレーム内にある見本の新しい高さを表す値です。8
～ 144 ポイント、0.666667 ～ 12 パイカ、0.111111 ～ 2 インチ、0.282222 ～ 5.08 ミリメート
ル、または 0.282222 ～ 5.08 センチメートルを指定できます。指定しない場合、デフォルト値の
32 ポイントが使用されます (デフォルト値は環境設定として設定できます)。
region_width は、凡例ウィンドウのマップ フレーム内にある見本の新しい幅を表す値です。8 ～
144 ポイント、0.666667 ～ 12 パイカ、0.111111 ～ 2 インチ、0.282222 ～ 5.08 ミリメートル、
または 0.282222～ 5.08センチメートルを指定できます。指定しない場合、デフォルト値の 32ポ
イントが使用されます (デフォルト値は環境設定として設定できます)。
line_widthは、凡例ウィンドウのマップフレーム内にある線分の新しい幅を表す値です。12～144
ポイント、1～ 12パイカ、0.666667～ 2インチ、4.23333～ 50.8ミリメートル、または 4.23333
～ 50.8 センチメートルを指定できます。指定しない場合、デフォルト値の 36 ポイントが使用さ
れます (デフォルト値は環境設定として設定できます)。
paper_unitsは用紙単位名を表す文字列です。cm (センチメートル)、mm (ミリメートル)、in (イン
チ)、pt (ポイント)、およびパイカがあります。
• 1 インチ (in) = 2.54 センチメートル、254 ミリメートル、6 パイカ、72 ポイント
• 1 ポイント (pt) = 0.01389 インチ、0.03528 センチメートル、0.35278 ミリメートル、0.08333
パイカ

• 1 パイカ = 0.16667 インチ、0.42333 センチメートル、4.23333 ミリメートル、12 ポイント
• 1センチメートル (cm) = 0.39370インチ、10ミリメートル、2.36220パイカ、28.34646ポイン
ト

• 1ミリメートル (mm) = 0.1センチメートル、0.03937インチ、0.23622パイカ、2.83465ポイン
ト

range_title は、レイヤの 1 つの範囲 (色分け表示される部分) を示す文字列です。
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説明
Set Legend文を使用して、MapInfoProの主題図凡例ウィンドウに表示する内容を制御できます。
凡例ウィンドウの幅、高さ、または位置を変更するには Set Window 文を使用します。
ワークスペース ファイルに Set Legend 文を保存することで、セッション間で主題図凡例設定が
保存されます。Set Legend文の例を見るには、マップを作成して主題図凡例を作成し、ワークス
ペース (たとえば、LEGEND.WOR) を保存した後で、MapBasic の文字編集ウィンドウでワークス
ペースを調べます。その Set Legend文を切り取るかコピーして、MapBasicプログラムファイル
に貼り付けることができます。
MapInfoProでは多数のマップウィンドウを管理できますが、主題図凡例ウィンドウはどのような
場合でも 1 つしか存在しません。主題図凡例ウィンドウには、アクティブ マップに関する情報が
表示されます。つまり、Set Legend文のwindow_id句は凡例ウィンドウではなく、使用中のマッ
プ ウィンドウの 1つを表します。window_idを指定しない場合は、一番上のマップ ウィンドウの
凡例設定が操作対象となります。
Layer 句では、主題図凡例を変更するレイヤを指定します。Layer 句では、レイヤの特定の番号
(たとえば、2 番目のマップ レイヤの主題図凡例を制御するには 2 を指定する) または名前を使用
するか、Layer Prev を指定することで、レイヤを指定できます。Layer Prev 句を使用すると、
Set Shade文またはShade文を使って最後に作成または変更されたマップレイヤを修正するよう
に指定されます。
マップウィンドウに複数の主題図レイヤがある場合、Set Legend文には各主題図レイヤにつき 1
つの Layer 句を含めることができます。
Set Legend文のその他のオプションはすべて Layer句に属しています。そのため、以下に説明す
る句はすべて、実際には Layer 句の中のサブ句です。
Count 句では、主題図凡例の各行に、その範囲に属するテーブルのレコード数を (かっこ内に) 表
示するかどうかを指定します。Shades、Symbols、Lines句では、主題図凡例の各行に表示され
る図形オブジェクトの種類を指定します。文に ShadesOn句が含まれている場合、主題図凡例の
各行にサンプルのフィルパターンが表示されます。文に Symbols On句が含まれている場合、主
題図凡例の各行にサンプルのシンボル マーカが表示されます。文に Lines On 句が含まれている
場合、主題図凡例の各行にサンプルのライン スタイルが表示されます。
Title句では、主題図凡例の範囲情報の上に表示するタイトルを指定します (タイトルを表示する場
合)。同様に、Subtitle 句ではサブタイトルを指定します。タイトルおよびサブタイトルに指定で
きるのは 32文字までです。主題図凡例にタイトル、サブタイトル、範囲情報が含まれる場合、オ
ブジェクトはその順に表示されます。つまり、最初にタイトル、その下にサブタイトル、サブタイ
トルの下に範囲情報となります。オプションのAuto句を使用した場合、主題図ごとにテキストが
自動的に作成されます。
Font 句はテキストのスタイルを指定します。
Columns 句を使うと、凡例の幅を指定することができます。
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Region Height 句は、凡例ウィンドウの凡例フレーム内にある見本に特定の高さを指定します。
Region Width 句は、凡例ウィンドウの凡例フレーム内にある見本に特定の幅を指定します。
Line Width 句は、凡例ウィンドウの凡例フレーム内にある行サンプルに特定の幅を指定します。
Auto Font Size は、フォント サイズの設定に基づく凡例見本のサイズ変更を有効または無効にで
きます。
Ascending On 句を使用すると、範囲情報が昇順に並べられます。このオプション句を省略する
場合、範囲のデフォルト順序は降順です。
Ranges句では、主題図凡例の各行に付随する文字を指定します。それぞれの範囲の指定は、文字
列 (range_title) の後に Display 句を続いて行います。Display 句 (Display On または Display Off)
によって、その範囲を主題図凡例に表示するかどうかを指定します。Auto句を指定しない場合は、
表示しない範囲がある場合でも、主題図マップの各範囲に対応する range_titleDisplay句をRanges
句に含める必要があることに注意してください。
マップレイヤがサイズ可変シンボル主題図の場合、range_titleDisplay句が正確に2つ必要です。
マップ レイヤがドット密度主題図として色分けされる場合、range_title Display 句が正確に 1 つ
必要です。それ以外の場合は、範囲の数より1つ多い range_titleDisplay句が必要です。これは、
主題図凡例では "その他" という理論上の範囲のために 1 行を確保しているためです。"その他" の
範囲には、他の範囲のどこにも属さないオブジェクトがすべて含まれます。
Order句および Range句を指定すると、ワークスペースのバージョンが現在のバージョンに変更
されますが、前の Ascending句もサポートされるため、古いワークスペースでも正しく解析が行
われます。カスタム順序を使わない場合は、前の Ascending 句が書き込まれます。この場合、
ワークスペースのバージョンが変更されることはありません。
あるいは Order 句を使用して、凡例ラベルを昇順、降順、またはカスタム順序で並べ替えること
ができます。下位互換のために、元の Ascending 句も引き続き使用できます。Order 句と
Ascending句のどちらかを使用できますが、両方を指定することはできません。1つのMapBasic
文でこの両方の句を指定すると、構文エラーが発生します。
Order 句の Custom オプションは、個別値主題図でのみ使用できます。他の種類の主題図でカス
タム順序を設定しようとするとエラーが発生して、"Custom legend label order is only

allowed for Individual Value themes." というエラー メッセージが表示されます。
Orderが Customの場合は、Range句の各レンジにレンジ識別子が必要です。レンジ識別子がな
い場合は構文エラーが発生します。このレンジ識別子は、レンジ タイトルと Display 句の前で指
定する必要があります。レンジ識別子には、個別値主題図を作成する Shade 文の Values 句で使
用されている定数文字列または定数値を指定します。"その他"カテゴリのレンジ識別子は 'default'
です。
デフォルトつまり "その他" カテゴリを含め、主題図に含まれるすべてのカテゴリを指定する必要
があります。指定されていないカテゴリがあるとエラーが発生し、"Incorrect number of

ranges specified for custom order" というエラー メッセージが表示されます。
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デフォルトつまり "その他"カテゴリの順序を並べ替えることも可能ですが、この引数は、Ranges
句の末尾または先頭に配置することをお勧めします。
レンジ識別子が参照するカテゴリが有効でない場合はエラーが発生し、"Invalid range value

for custom order" というエラー メッセージが表示されます。
Style Size 句を使用して、主題図サンプルの表示サイズを簡単に変更できます。

例
次の例は、見本サイズの高さを 40 ポイントに変更します。

Set Legend
Window FrontWindow()
Layer 1 Region Height 40 Units "pt"

関連項目

Map 文、Open Window 文、Set Map 文、Set Window 文、Shade 文

凡例順序の設定
Set Legend 文は主題図凡例のみに適用されますが、主題図凡例は、従来の主題図凡例ウィンド
ウ、凡例デザイン ウィンドウ、レイアウト デザイン ウィンドウに表示できます。Set Legend 文
のOrder句は、主題図凡例の凡例行の順序を変更するものです。昇順または降順を指定できます。
ユーザ定義の順序をサポートするのは、個別値主題図凡例のみです。
例として、"High"、"Moderate"、"Low"、"Very High"という 4つのレンジからなる個別値主題図が
(マップ上のレイヤ 1 として) 存在するとします。各レンジが凡例の 4 つの行になります。レンジ
内の凡例をアルファベットの降順で表示するには、MapBasic で次のように記述します。

Set Legend Layer 1 Order Descending

"Very High" から "Low" の順になるようにレンジの順序を変更するには、次のようにすべてのレン
ジを列挙する必要があります。

Set Legend Layer 1 Order Custom Ranges Range "Very High" auto, Range
"High" auto, Range "Moderate" auto, Range "Low" auto, Range default auto

最後の Range default autoという部分は、All Othersレンジに相当します。この例ではた
またま最後に表示されていますが、All Others レンジの順序も変更可能です。
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Set LibraryServiceInfo 文

目的
現在のライブラリ サービス関連の属性をリセットします。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic
ウィンドウから発行できます。

構文

Set LibraryServiceInfo
{ URL url }

url は有効なライブラリ サービス URL です。

説明
URL はライブラリ サービス URL を指定するための有効な URL 句です。

例

Include "mapbasic.def"
declare sub main
Set LibraryServiceInfo URL
"http://localhost:8080/LibraryService/LibraryService"
end sub

関連項目

LibraryServiceInfo() 関数、URL 句

Set Map 文

目的
既存のマップウィンドウを変更します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発
行できます。 Set Map 文には多数の句があります。構文については各トピックを参照してくださ
い。
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構文

Set Map
[ Window window_id ]
[ MAP_BEHAVIOR_CLAUSE ]
[ VIEW_CLAUSE ]
[ LAYER_PROPERTY_CLAUSE ]
[ LABEL_CLAUSE ]
[ STYLE_OVERRIDE_CLAUSE ]
[ LABEL_OVERRIDE_CLAUSE ]
[ GROUPLAYER_PROPERTY_CLAUSE ]
[ ORDER_LAYERS_CLAUSE ]
[ COORDSYS_CLAUSE ]
[ IMAGE_CLAUSE ]
[ LAYER_ACTIVATE_CLAUSE ]
[ LAYER_OVERRIDE_CLAUSE ]

window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
MAP_BEHAVIOR_CLAUSEについては、「マップ全体の動作の変更」を参照してください。
VIEW_CLAUSEについては、「現在のマップ ビューの変更」を参照してください。
LAYER_PROPERTY_CLAUSEについては、「レイヤの個別のプロパティおよび表示方法の管理」
を参照してください。
LABEL_CLAUSEについては、「個別のラベルのプロパティの管理」を参照してください。
STYLE_OVERRIDE_CLAUSEについては、「レイヤへの上書きスタイルの追加」を参照してくだ
さい。
LABEL_OVERRIDE_CLAUSEについては、「レイヤのラベルのオーバーライドの追加」を参照し
てください。
GROUPLAYER_PROPERTY_CLAUSE については、「グループ レイヤの管理」を参照してくだ
さい。
ORDER_LAYERS_CLAUSEについては、「レイヤの順序」を参照してください。
COORDSYS_CLAUSEについては、「マップの座標系の管理」を参照してください。
IMAGE_CLAUSEについては、「イメージのプロパティの管理」を参照してください。
LAYER_ACTIVATE_CLAUSE については、「HotLink の管理」を参照してください。
LAYER_OVERRIDE_CLAUSEについては、「レイヤへの上書きスタイルの追加」を参照してくだ
さい。
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説明
SetMap文を使用して、マップウィンドウの設定を制御します。window_idが指定されない場合、
一番上のマップウィンドウが対象となります。この文を使用すると、ユーザがMapInfo Proの [レ
イヤ]、[ビューの変更] および [マップ オプション] コマンドを使用して設定するオプションを、
MapBasicプログラムによって制御することができます。たとえば、Set Map文を使用すると、編
集可能なマップ レイヤを設定したり、マップのズーム距離や縮尺を設定できます。

注 : Set Map を使ってマップ ウィンドウの内容を制御できますが、ウィンドウのフレーム
のサイズや位置は制御できないことに注意してください。マップ ウィンドウのサイズと位
置を変更するには Set Window 文を使用します。

MapInfoProでは、ワークスペースファイルにSetMap文を保存することで、セッション間でマッ
プ設定が保存されます。つまり、Set Map 文の例を見るには、マップを作成してワークスペース
(たとえば、MAPPER.WOR) を保存し、テキスト エディタ (メモ帳など) でワークスペースを調べま
す。
Set Map 文における句の順序は非常に重要です。誤った順序で句を入力すると、構文エラーが発
生する場合があります。
関連項目

Add Map 文、Map 文、MapperInfo() 関数、Remove Map 文、Set Window 文、LayerInfo() 関
数、LayerListInfo()関数、LayerStyleInfo()関数、StyleOverrideInfo()関数、LabelOverrideInfo()
関数

マップ全体の動作の変更
以下の句は、マップの動作 (単位など)、クリップ オブジェクトの動作、および再描画の動作に影
響します。

構文

Set Map
[ Window window_id ]
[ Clipping [ Object clipper ] [ { Off | On } ]
[Using { Display { PolyObj | All } | Overlay } ] ]
[ Preserve { Scale | Zoom } ]
[ Area Units area_unit ]
[ Distance Units dist_unit ]
[ Display { Scale [ Cartographic ] | Position | Zoom } ]
[ Redraw { On | Off | Suspended } ]
[ Move Nodes { value | Default } ]

window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
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clipper は、オブジェクト内のマップの部分のみを表示するオブジェクト式です。詳細については
Clipping に関する説明を参照してください。
area_unit は、面積の計算表示に使用される面積単位の名前を指定する文字列値です (平方マイル
は "sq mi"、平方キロメートルは "sq km"など)。単位名の一覧については、「Set Area Units文」
を参照してください。次に例を示します。

Set Map Area Units "sq km"

dist_unit は、マップの単位を指定する文字列式です (マイルは "mi"、メートルは "m" など)。使用
可能な単位名の一覧については、「SetDistanceUnits文」を参照してください。省略可能です。
省略した場合、テーブルの座標系の距離単位が使用されます。
value には 0 または 1 を指定します。0 の場合、ノードが重複しても移動されません。1 を指定す
ると、同じレイヤにあるノードが重複した場合に移動されます。

説明
Clippingは、マップ ウィンドウのクリップ領域を設定します。この機能は、MapInfo Pro の [ク
リップ領域を設定]コマンド ([空間]タブで使用可能)に相当します。クリップ領域を設定したら、
Clipping On と Clipping Off を使用して有効または無効にします。

Set Map Clipping Object obj_variable_name

Clipping には 3 つのモードがあります。Overlay モードでは、MapInfo Pro の [オーバーラップ外
消去]機能を使用してクリップを行います。折れ線とリージョンはリージョン境界でクリップされ
ます。リージョンの中にあるポイントとラベルは完全に表示されます。テキストはクリップされる
ことはありません。すべてのオブジェクトのスタイルもクリップされませんDisplay All モードで
は、Windowsディスプレイのリージョンクリップ機能が使用されます。ポイント、ラベル、テキ
ストを含むすべてのオブジェクトがリージョン境界でクリップされます。すべてのスタイルがリー
ジョン境界でクリップされます。これがデフォルト モードです。
DisplayPolyObjモードを使用すると、折れ線とリージョンにだけWindowsディスプレイのクリッ
プ領域機能を使用します。折れ線とリージョンのスタイルもリージョン境界でクリップされます。
リージョンの中にあるポイントとラベルは完全に表示されます。テキストはクリップされることは
ありません。ポイント、ラベル、テキストのスタイルもクリップされません。
一般に Display All および Display PolyObj の Windows ディスプレイ機能は Overlay 機能よりも
優れたパフォーマンスを提供します。次に例を示します。

Set Map Clipping Object obj_variable_name Using Display All

Display では、マップ ウィンドウがアクティブなときに、ステータス バーにどのような情報を表
示するかを指定します。Display Scale を使用すると、現在の縮尺が距離単位で表示されます。
Display Scale Cartographic を使用すると、現在の縮尺が用紙単位で表示されます (1:10000 な
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ど、1 対縮尺の形式で表示されます)。Display Position を使用すると、カーソルの位置が表示さ
れます (緯度/経度の小数度など)。Display Zoomを使用すると、現在のズーム (表示されている領
域の幅) が表示されます。用紙単位の詳細については、「Set Paper Units 文」を参照してくださ
い。

Set Map Display Position

Preserveでは、ユーザがウィンドウのサイズを変更したときのマップウィンドウの動作を制御し
ます。Preserve Zoom を指定すると、ユーザがウィンドウのサイズを変更した場合に常にマップ
ウィンドウ全体が再描画されます。Preserve Scale を指定すると、ウィンドウ内で再描画が必要
な部分のみ再描画されます。これらのオプションは、MapInfo Pro の [マップの設定] ダイアログ
ボックス ([PRO] タブで [オプション]、[マップ ウィンドウ] の順にクリックして表示可能) にある
設定に相当します。
Redrawでは、マップ ウィンドウの自動再描画を無効または有効にします。Set Map Redraw Off
文を発行すると、後に続く文 (たとえば Set Map、Add Map Layer、Remove Map Layerなど)が
マップに適用される時に、マップ ウィンドウが再描画されません。マップ ウィンドウに必要なす
べての変更を行った後で Set Map Redraw On 文を発行し、自動再描画を有効にします (このと
き、MapInfo Pro ではすべての変更を表示するためにマップを一度再描画します)。

注 : Redraw Off を指定しても、移動や拡大/縮小などの操作を行うとマップ ウィンドウが
再描画されます。RedrawOffを使用してもウィンドウの再描画が無効にならない場合、Set
Event Processing Off 文を使用してください。

Redraw には、 On、Off、Suspended の 3 つのオプションがあります。Suspended キーワード
を使うと、マップ再描画の状態にあることが視覚的なマークによりマップ ウィンドウに示されま
す。次に例を示します。[レイヤ管理]ウィンドウの下部にあるボタンをクリックして、マップを保
留状態にすることができます。

Set Map Redraw Suspended

Move Nodes には 0 または 1 を指定します。0 の場合、ノードが重複しても移動されません。1
を指定すると、同じレイヤにあるノードが重複した場合に移動されます。Move Node value と指
定した場合、そのウィンドウではカスタム値を使うと見なされます。(マッパーの環境設定から)デ
フォルトに戻すには、Move Nodes Default を指定します。
Set Map Move Nodes で値を指定すると、そのマップではカスタム 設定が使用されます。マップ
ウィンドウでカスタム設定が使用される場合、マップ ウィンドウの環境設定は使用されません。
環境設定の値は新しく作成したマップ ウィンドウと値を設定していないマップ ウィンドウにのみ
使用されます。既存のマップ ウィンドウの設定をカスタマイズするには、Set Map Move Nodes
value 文を使用します。
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例
次のプログラムでは、2 つのテーブルを開き、マップ ウィンドウを開いて両方のテーブルを表示
し、次に Set Map 文を実行してマップ ウィンドウを変更します。

Open Table "world"
Open Table "cust1993" As customers
Map From customers, world

Set Map
Center (-100, 40) 'center map over mid-USA
Zoom 4000 Units "mi" 'show entire USA
Preserve Zoom 'preserve zoom when resizing
Display Position 'show lat/long on status bar

現在のマップ ビューの変更
次の句は現在のビューに影響します。つまり、マップの中心の位置やマップ ウィンドウに表示す
る領域の大きさを制御します。

構文

Set Map
[ Window window_id ]
[ Center ( longitude, latitude ) [ Smart Redraw ] ]
[ Zoom {
zoom_distance [ Units dist_unit ] | Entire [ Layer layer_id | Selection]
| Tileserver Layer layer_id} ]
[ Pan pan_distance [ Units dist_unit ]
{ North | South | East | West } [ Smart Redraw ] ]
[ Scale screen_dist [ Units dist_unit ] For map_dist
[ Units dist_unit ] ]

window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
longitude、latitude は、マップの新しい中心点です。
zoom_distance は、表示する領域を指定する数値式です。
dist_unit は、マップの単位を指定する文字列式です (マイルは "mi"、メートルは "m" など)。使用
可能な単位名の一覧については、「SetDistanceUnits文」を参照してください。省略可能です。
省略した場合、テーブルの座標系の距離単位が使用されます。
layer_id では変更するレイヤを指定します。2 バイト整数値 (たとえば、システム レイヤ以外で一
番上のレイヤを指定するには 1を使用します)または、マップに表示されるテーブル名を指定しま
す。
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pan_distance はマップを移動する距離です。
screen_dist および map_dist によって、マップの縮尺を指定します (たとえば、 screen_dist = 1
inch, map_dist = 1 mile)。

説明
Center では、マップの中心をマップ ウィンドウの中のどこに配置するかを制御します。たとえ
ば、ニューヨーク市はおよそ西経 74度、北緯 41度に位置しています。次の Set Map文を使用す
ると、マップの中心がニューヨーク市郊外に置かれます。座標は度/分/秒ではなく小数度で指定さ
れます。

Set Map Center (-74.0, 41.0)

Set Map...Center 文を使用すると、オプションの Smart Redraw 句を指定しない限り、ウィンド
ウ全体が再描画されます。Smart Redraw の詳細については、以下 (Pan の次) を参照してくださ
い 。
Panを使用して、マップウィンドウのビューを動かします。たとえば、次の文はマップビューを
100 キロメートル北に動かします。

Set Map Pan 100 Units "km" North

通常は Set Map...Pan 文はマップ ウィンドウ全体を再描画します。オプションの Smart Redraw
句を使用すると、MapInfo Proでは必要な部分のみを (ユーザがウィンドウのスクロール バーや移
動ツールを使って中心を再度設定したかのように) 再描画します。

Set Map Pan 100 Units "km" North Smart Redraw

注意 : Smart Redraw 句を使用すると、マップ ウィンドウは常に 8 ピクセルの倍数単位で移動し
ます。この動作のため、マップは希望している程遠くまで動かないかもしれません。たとえば、北
に 100km 移動しようとしても、マップの実際の移動距離は異なる場合があり、79.5km になる場
合があります。この実際の移動距離は 8 ピクセルの倍数で増加することを表しています。
Scaleを使用すると、マップが指定された縮尺になるように縮小または拡大されます。たとえば、
次の文はスクリーン上の 1インチが 10マイルの距離を表すようにマップのサイズを設定します。

Set Map Scale 1 Units "in" For 10 Units "mi"

Zoom を使用して、マップに表示する幅の長さを指定します。たとえば、次の文は 100 キロメー
トルの幅を表示できるように、ズーム レベルを調整します。

Set Map Zoom 100 Units "km"
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Zoom 句にキーワード Entire を指定すると、MapInfo Pro は、マップ レイヤにあるすべてのオブ
ジェクト、マップ レイヤ上で選択中のすべてのオブジェクト、またはすべてのマップ レイヤにあ
るすべてのオブジェクトが見える大きさまでマップを拡大します。
次の例では、レイヤ 2 のすべてのオブジェクトが表示されます。

Set Map Zoom Entire Layer 2

次の例では、マップ レイヤで選択中のすべてのオブジェクトが表示されます。

Set Map Zoom Entire Selection

次の例では、マップ全体が表示されます。

Set Map Zoom Entire

Selection キーワードを Zoom 句に指定したときに、選択状態のオブジェクトが存在しない場合
は、「レコードが選択されていません。」というメッセージが表示されます。選択レイヤが見えな
い状態にある場合、「選択レイヤを可視にする必要があります。」というメッセージがダイアログ
に表示されます (Selection キーワードはシームレス テーブルにも使用できます)。
Tileserver トークンには Layer 句が指定される必要があります。

注 : このコマンド

Set Map Window FrontWindow() Zoom Tileserver Layer

は、layer_id が見つからない場合は無効です。

Set Map Window FrontWindow() Zoom Tileserver Layer 1

レイヤの個別のプロパティおよび表示方法の管理
以下の句はレイヤに影響します。Set Map 文では、レイヤのプロパティは省略可能です。

構文

Set Map
[ Window window_id ]
[ Layer layer_id
[ LAYER_ACTIVATE_CLAUSES ]
[ Editable { On | Off } ]
[ Selectable { On | Off } ]
[ Zoom ( min_zoom, max_zoom )
[ Units dist_unit ] [ { On | Off } ] ]
[ Arrows { On | Off } ]
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[ Centroids { On | Off } ]
[ Default Zoom ]
[ Nodes { On | Off } ]
[ Inflect num_inflections [ by percent ] at
color:value [ , color:value ]
[ Round rounding_factor ] ]
[ Contrast contrast_value ]
[ Brightness brightness_value ]
[ {Alpha alpha_value } | { Translucency translucency_percent } ]
[ FriendlyName layer_name ]
]
[ Transparency { Off | On } ]
[ Color transparent_color_value ]
[ GrayScale { On | Off } ]
[ Relief { On | Off } ]
[ LABEL_CLAUSES ]
[ LAYER_OVERRIDE_CLAUSES ]
[ Display { Off | Graphic | Global } ]
[ Global Line... ] [ , Line...] ...
[ Global Pen... ] [ , Pen...] ...
[ Global Brush... ] [ , Brush...] ...
[ Global Symbol... ] [ , Symbol...] ...
[ Global Font... ] [ , Font...] ...

window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
layer_id では変更するレイヤを指定します。2 バイト整数値 (たとえば、システム レイヤ以外で一
番上のレイヤを指定するには 1を使用します)または、マップに表示されるテーブル名を指定しま
す。
LAYER_ACTIVATE_CLAUSESは MapBasic のキーワードではなく簡略の表記法です。HotLink
の管理 にある Layer Activate 句の説明を参照してください。
min_zoom は、レイヤが表示される最小ズームを指定する数値式です。
max_zoom は、レイヤが表示される最大ズームを指定する数値式です。
dist_unit は、マップの単位を指定する文字列式です (マイルは "mi"、メートルは "m" など)。使用
可能な単位名の一覧については、「SetDistanceUnits文」を参照してください。省略可能です。
省略した場合、テーブルの座標系の距離単位が使用されます。
num_inflectionsは、グリッド主題図で使用される色調変化の color:valueペアの番号を指定する数
式です。
color は、RGB() 関数を使用した色の式です。
value は、ペアの色で表示される色調変化です。
rounding_factor は色調変化点に適用する四捨五入基準を指定する数式です。
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contrast_value はコントラストを示す 0 ～ 100 の値です。この値は [グリッドの表示方法] ダイア
ログ ボックスのスライダに対応しており、[主題図の変更] ダイアログ ボックスでグリッド主題図
を変更するときに使用できます。
brightness_value は明るさを示す 0 ～ 100 の値です。この値は [グリッドの表示方法] ダイアログ
ボックスのスライダに対応しており、[主題図の変更] ダイアログ ボックスでグリッド主題図を変
更するときに使用できます。
contrast_value および brightness_value 引数は記述しません。これらは両方とも 0 ～ 100 の数値
であり、コントラストと明るさを指定します。これらの引数は [グリッドの表示方法] ダイアログ
ボックスのスライダに対応しており、[主題図の変更] ダイアログ ボックスでグリッド主題図を変
更するときに使用できます。
alpha_value は、アルファ チャンネルの透過性を示す整数値です。値の範囲は、0 ～ 255 です。0
は完全に透明な状態です。255は完全に不透明な状態です。0～255の範囲の値でイメージレイヤ
の透過性を表現します。
translucency_percent は、ベクトル、ラスタ、またはグリッド イメージ レイヤの透過性をパーセ
ントで表した整数値です。値の範囲は 0 ～ 100 です。0 は完全に不透明な状態です。100 は完全
に透明な状態です。

注 : Alpha と Translucency はどちらか一方を指定し、両方を指定しないでください。こ
れらは指定方法が異なりますが、同じ結果を得ることができます。複数のキーワードを指定
した場合は、最後に指定した値が使用されます。

layer_name は、マップ レイヤに適用されるわかりやすい名前です。この名前は、MapInfo Pro で
レイヤ テーブル名が表示される場所に配置されます。最長で 255 文字を使用することができ、空
の文字列にすることはできません。"Default" を文字列として使用すると、わかりやすい名前がク
リアされます。
transparent_color_value は特定の色の値です。Transparency を指定すると、特定の色
(transparent_color_value) のピクセルが描画されない透明モードでラスタ イメージ レイヤを表示
できます。
LABEL_CLAUSESは MapBasic のキーワードではなく簡略の表記法です。「個別のラベルのプロ
パティの管理」を参照してください。
LAYER_OVERRIDE_CLAUSESは MapBasic のキーワードではなく簡略の表記法です。「レイヤ
への上書きスタイルの追加」を参照してください。

説明
Editableでは、Editable属性を適切なレイヤに設定します。常に、1つのマップレイヤのEditable
属性のみをオンにできます。レイヤの Editable 属性をオンにすると、自動的にそのレイヤの

951MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



Selectable属性がオンになります。次の Set Map文を使用すると、システムレイヤ以外の最初の
レイヤの Editable 属性がオンになります。

Set Map
Layer 1 Editable On

Selectable では、半径選択などの操作で特定のレイヤが選択可能かどうかを設定します。マップ
レイヤのいずれかのレイヤまたはすべてのレイヤについて、Selectable 属性をオンにすることが
できます。以下の Set Map 文では、システム レイヤ以外の最初のレイヤの Selectable 属性をオ
ンにし、2 番目および 3 番目のマップ レイヤの Selectable 属性をオフにします。

Set Map
Layer 1 Selectable On
Layer 2 Selectable Off
Layer 3 Selectable Off

Zoom では、指定したレイヤのズーム レイヤを設定します。各レイヤはズーム レイヤの範囲の指
定が可能で、マップのズーム距離が範囲内にある場合は、MapInfo Proがそのレイヤを表示するよ
うに指示します。次のコマンドはシステムレイヤ以外の最初のレイヤに、0から 10マイルの範囲
を設定します。

Set Map
Layer 1 Zoom (0, 10) Units "km" On

On キーワードはレイヤごとのズーム レイヤを有効にします。ズーム レイヤをオフにするには、
Off を指定してください。
Arrows で、方向矢印の表示をオンあるいはオフにします。
Centroids で、中心点の表示をオンあるいはオフにします。
Inflectでは、グリッド (.MIG)ファイルに格納された色調変化点の色:値ペアをオーバーライドしま
す。
Nodes で、ノードの表示をオンあるいはオフにします。
Reliefを使用して、グリッドのレリーフ色分けを有効または無効にします。この句を有効にする場
合、グリッドのレリーフ色分け情報が計算されている必要があります。グリッドのレリーフ色分け
情報は、Relief Shade 文を使用して計算してください。
Display はレイヤがマップウィンドウにどのように表示されるかを制御します。Display Off を指
定すると、レイヤはマップに表示されません。DisplayGraphicを指定すると、レイヤのオブジェ
クトはテーブルに格納されているデフォルト スタイルで表示されます。Display Global を指定す
ると、すべてのオブジェクトがレイヤに割り当てられたグローバル スタイルで表示されます。こ
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れらのグローバルスタイルは、オプションのGlobalサブ句によって割り当てることができます。
次のコマンドは、緑色のライン スタイルとフィル スタイルを使用してレイヤ 1 を表示します。

Set Map
Layer 1 Display Global
Global Line(1, 2, GREEN)
Global Pen (1, 2, GREEN)
Global Brush (2, GREEN, WHITE)

Global Lineで、ラインおよび折れ線オブジェクトの表示に使用するスタイルを指定します。Line
句は、キーワードに Pen ではなく Line を使用すること以外は Pen 句と同じです。
Global Pen は、塗りつぶされたオブジェクトの境界の表示に使用するスタイルを指定するための
有効な Pen 句です。
Global Symbol は、ポイント オブジェクトの表示に使用するスタイルを指定するための有効な
Symbol 句です。
Global Brush は、塗りつぶされたオブジェクトの表示に使用するスタイルを指定するための有効
な Brush 句です。
Global Font は、テキスト オブジェクトの表示に使用するフォントを指定するための有効な Font
句です。
Global 句は、類似したスタイル句をコンマで区切ったリスト形式の積み上げスタイルをサポート
します。たとえば、次のように指定すると、グローバルな積み上げシンボル スタイルが設定され
たポイントが表示されます。

Set Map Layer 1 Display Global Global Symbol (32,16777136,24),
Symbol (36,255,14)

次の文はグローバルな積み上げライン スタイルをレイヤに追加します。

Set Map Layer 1 Display Global
Zoom (0, 10000) Units "mi"
Global Line (4, 193, 16711680), Line (2, 193, 16711680)

マップ レイヤに永久的な影響を与える設定
Default Zoom句は、マップウィンドウではなくテーブルを修正する特別な句です。Default Zoom
句は、テーブルのデフォルトのズーム距離および中心の位置の設定を、ウィンドウの現在のズーム
および中心点に再設定するために使用します。
マップ作成可能テーブルはすべて、デフォルトのズーム距離および中心位置を持ちます。ユーザが
最初にマップ ウィンドウを開いた時に、テーブルに保管されているズームおよび中心設定に従っ
て、MapInfo Pro がウィンドウの初期ズーム距離および中心位置を設定します。
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Set Map...Layer文に Default Zoom句が含まれる場合、マップウィンドウの現在のズーム距離お
よび中心点が指定されたテーブルに保存されます。たとえば、次の文は最初のマップ レイヤを構
成するテーブルに、マップ ウィンドウのズームおよび中心設定を保管します。

Set Map Layer 1 Default Zoom

Default Zoom 句はすぐに有効になります。Save 操作は必要ありません。

例
次のコマンドは、レイヤ 1 の方向矢印、中心点、ノードの表示をオンにします。

Set Map
Layer 1 Arrows On Centroids On Nodes On

次のコマンドは、デフォルト スタイルでレイヤ 1 を表示します。

Set Map
Layer 1 Display Graphic

個別のラベルのプロパティの管理
ここに示す句はレイヤのラベルのプロパティに影響します。この一連の句はレイヤに適用されま
す。レイヤ句については、「レイヤの個別のプロパティおよび表示方法の管理」を参照してくださ
い。

構文

Set Map
[ Window window_id ]
[ Layer layer_id
[ Label
[ Line { Simple | Arrow | None } ]
[ Position [ Center ] [ { Above | Below } ] [ {Left | Right } ] ]
[ Auto Retry { On | Off } ]
[ Font... ] [ Pen... ]
[ With label_expr ] [ Parallel { On | Off } ]
[ Follow Path [ BestPosition { On | Off } ] [ Percent Over percent ]

[ Fallback { On | Off } ] ]
[ Visibility { On | Off | Zoom ( min_vis, max_vis )
[ Units dist_unit ] } ]
[ Auto { On | Off } ]
[ Overlap { On | Off } ]
[ PartialSegments { On | Off } ]
[ Duplicates { On | Off } ]
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[ Max [ number_of_labels ] ]
[ Offset offset_amount ]
[ Default ]
[ LabelAlpha alpha_value ]
[ AutoPosition { On | Off } ]
[ AutoSizes { number_font_sizes | Default } ]
[ AutoSizeStep percentage_value ]
[ SuppressIfNoFit { On | Off } ]
[ AutoCallout { On | Off } ]
[ Abbreviation { On | Off } Abbreviate with { field_expression } ]
[ LABEL_OVERRIDE_CLAUSE ] ]
[ Object bD
[ Table alias ]
[ Visibility { On | Off } ]
[ Anchor ( anchor_x, anchor_y ) ]
[ Text text_string ]
[ Position [ Center ] [ { Above | Below } ] [ { Left | Right } ] ]
[ Font... ] [ Pen... ]
[ Line { Simple | Arrow | None } ]
[ Angle text_angle ] [ Follow Path ]
[ Offset offset_amount ]
[ Callout ( callout_x, callout_y ) ]
[ , Object... ] ] ]

window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
layer_id では変更するレイヤを指定します。2 バイト整数値 (たとえば、システム レイヤ以外で一
番上のレイヤを指定するには 1を使用します)または、マップに表示されるテーブル名を指定しま
す。
label_expr は、ラベルの作成に使われる式です。
min_vis、max_vis は、ラベルが表示される最小および最大のズーム距離を指定する数値です。
dist_unit は、マップの単位を指定する文字列式です (マイルは "mi"、メートルは "m" など)。使用
可能な単位名の一覧については、「SetDistanceUnits文」を参照してください。省略可能です。
省略した場合、テーブルの座標系の距離単位が使用されます。
number_of_labelsは、MapInfo Proでそのレイヤに表示されるラベルの最大数を示す整数値です。
number_of_labels 引数を省略すると、すべてのラベルが表示されます。
offset_amountは 0から 200までの数値で、ポイントで距離を表します。この値を使って、ラベル
がアンカー ポイントからオフセットされます。
alpha_value は、このレイヤのラベルのアルファ値を表す 2 バイト整数値です。値の範囲は 0 ～
255で、0は完全に透明な状態、255は完全に不透明な状態です。0より大きく 255未満の値の場
合、ラベルが不透明に表示されます。
number_font_sizesは、ラベルをリージョン内に適合させる際に使用するフォントサイズの刻みを
表す 1 ～ 10 までの数字です。指定しない場合、デフォルト値は 4 です。
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percentage_value は、マップのサイズ変更に応じてラベルのフォント サイズを変更してラベルを
適合させる際に使用するフォント サイズの最小縮小率を表す 1 ～ 99 の数字です。デフォルト値
は 50 です。
field_expression は、略語を含む、テーブルのフィールドの名前です。
LABEL_OVERRIDE_CLAUSEはMapBasicのキーワードではなく簡略の表記法です。「レイヤの
ラベルのオーバーライドの追加」を参照してください。
ID は、編集済みのラベルを示す整数です。ユーザがワークスペースを保存する際に自動的に生成
されます。ラベルの ID は、ラベルを所有するオブジェクトの行 ID に等しくなります。
aliasは、シームレスマップの一部であるテーブルの名前です。このレイヤがシームレスマップで
はない場合、Table alias 句を指定するとエラーが生成されます。
anchor_x と anchor_y は、ラベルのアンカー ポイントの位置を指定するマップ上の座標です。
text_string は、ラベルのテキストとなる文字列です。
text_angle は、テキストの回転角度を度単位で指定する角度です。
callout_x と callout_y は、ラベルの引き出し線の終端を指定するマップ上の座標です。

説明
Label 句では、マップ レイヤのラベル オプションを制御します。Label 句は次のサブ句を含みま
す。
Lineでは、ラベルが元の場所からドラッグされた場合に表示される、引き出し線のラインタイプ
を設定します。Line Simple、Line Arrow、または Line None を指定できます。次に例を示しま
す。

Set Map Layer 1 Label Line Arrow

Position では、オブジェクトの中心点の位置を基準にしてラベルの位置を制御します。たとえば
次の文は、オブジェクトの中心点の右上にラベルを設定します。

Set Map Layer 1 Label Position Above Right

Auto Retry を使用することで、他のラベルと重ならないラベルの位置が見つかるまで、または、
すべての位置を試行するまで、ラベルの配置を複数回試行する配置アルゴリズムを適用できます。
• ワークスペースへの書き込み時、自動再試行機能が有効な場合は、Position句の次に Auto Retry
On が記述され (ただし、順序は重要ではありません)、ワークスペースのバージョンが 9.5 以降
に変更されます。この機能が無効の場合、ワークスペースへの書き込みは行われず、バージョン
番号も変更されません。バージョン 9.5以降のワークスペースに Auto Retry Offと書き込むこと
もできますが、不必要なバージョンの変更を回避するため、明示的には書き込みません。
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• ワークスペースからの読み取り時、Auto Retry On または Auto Retry Off がワークスペースに書
き込まれている場合は、ワークスペースのバージョンが 9.5以降である必要があります。それ以
外の場合、構文エラーが発生します。Auto Retryが Onの場合、複数の場所に対するラベル配置
が試行されます。Auto Retryが Offの場合、再試行は行われません。これがデフォルトの動作で
す。自動再試行機能を有効にする場合は、OverlapをOffにする必要があります。OverlapをOn
にした LABELCLAUSE内に Auto Retry On または Auto Retry Off が記述されている場合、自動
再試行メカニズムは初期化されますが無視され、ラベルの重なりが許可されます。

Font は、ラベルで使用するテキスト スタイルを指定するための有効な Font 句です。
Penは、引き出し線に使用するラインスタイルを指定するための有効な Pen句です。引き出し線
は、Line Simpleまたは Line Arrowを指定し、ユーザがラベルを元の場所からドラッグした場合
にのみ表示されます。

Set Map Layer 1 Label Line Arrow Pen( 2, 1, 255)

With では、ラベルに使用する文字の構築に使われる式を指定します。たとえば次のコマンドは、
Proper$() 関数を使用してラベルにおける大文字使用を制御するラベル式を指定します。

Set Map Layer 1 Label With Proper$(Cityname)

Parallel では、ライン オブジェクトのラベルがラインと平行になるように、ラベルの回転を制御
します。線分に合わせて回転しない水平ラベルにはOffを設定し、線分に合わせて回転するラベル
には On を設定します。

Set Map Layer 1 Label Parallel On

Follow Path は、曲線ラベルを作成する場合に使用します。Path は一度自動的に計算されると、
それ以降は、曲線ラベルの位置が編集されるまで保存されます。
BestPosition オプションは、折れ線の曲がり方が鋭くてラベルを配置できない場合に、ラベルを
配置するのに適切な位置を折れ線に沿って検出しようとします。最適な位置が3つ検出されます。
これらのどの位置にもラベルを描画できない場合、Fallback オプションがオンになっていれば、
通常の曲線ラベルの位置、さらに回転ラベルが代用されます。デフォルト値は Off です。

Set Map Window 145919584 Layer 1 Label Follow Path BestPosition On

Percent Over は曲線ラベルにのみ適用されます。曲線ラベルが、このラベルの対象となるジオメ
トリよりも長い場合は、このパラメータに指定した値の割合 (パーセント単位) の突き出しが許容
されます。エントリの例は次のとおりです。

Set Map Layer 1 Label Follow Path Percent Over 40

Fallbackは曲線ラベルにのみ適用されます。折れ線がギザギザ (平滑でない、または滑らかな曲線
になっていない)の場合、折れ線に沿って文字を配置して曲線ラベルを作成できません。曲線ラベ
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ルを作成できない場合は、Fallback を On に設定して直線ラベルを作成します。直線ラベルは、
本来であれば曲線ラベルが配置される位置の近くにあるセグメントに一致するように回転します。
MapInfo Proには、回転ラベルが折れ線を横切らないようにすることはできません。このオプショ
ンを設定すると、マップ上のラベルの数が増えます。デフォルトでは、このオプションはOffに設
定されています。MapInfo Proで曲線ラベルを描画できず、代わりに直線ラベルを描画できる場合
は、突き出し率は無視されます。
Visibility では、このレイヤでラベルを表示するかどうかを制御します。デフォルトのラベルおよ
びユーザ編集のラベルの両方の表示をオフにするには、Visibility Off を指定します。マップが一
定のズーム距離内にある場合のみラベルを表示するには、Visibility Zoom... を指定します。次の
例はマップが 2km 以下にズームされている場合のみラベルが表示されるよう設定します。

Set Map Layer 1 Label Visibility Zoom (0, 2) Units "km"

Autoでは、自動ラベル表示を制御します。AutoOffを指定すると、自動ラベルは表示されません
が、ユーザ編集のラベルは表示されます。
Overlapでは、既存のラベルにオーバーラップするラベルを描画するかどうかを制御します。ラベ
ルのオーバーラップを防ぐには Overlap Off を指定してください。
PartialSegmentsでは、オブジェクトの中心点がマップの表示されない位置にあるときにラベル
を付けるかどうかを指定します。PartialSegmentsOnを指定 (MapInfo ProでLabel PartialObjects
チェックボックスをオンにした場合に相当)を指定すると、オブジェクトの表示されている部分に
ラベルが付けられます。PartialSegments Off を指定すると、中心点がマップ ウィンドウに表示
されるときにのみラベルが付けられます。
Duplicates では、MapInfo Pro で同じテキストを含むラベルを 2 つ以上の使用できるかどうかを
制御します。ラベルの重複を防ぐには、Duplicates Off を指定してください。
Maxは、MapInfoProでこのレイヤに表示されるラベルの最大数を設定します。number_of_labels
引数を省略すると、MapInfo Pro ではラベルの数を制限しません。
Offsetは、MapInfoProで自動的に各ラベルを配置する場合のオブジェクトの中心点からオフセッ
トの距離を指定します。offset_amount 引数は距離をポイント数で表し、0 から 50 までの整数値
で指定します。Offset 0 と指定すると、ラベルが中心点のすぐ近くに表示されます。Offset 10 と
指定すると、ラベルが10ポイント離れた場所に表示されます。Position句で中心にテキストを指
定している場合、オフセット設定は無視されます。次の文では、ラベルのオーバーラップが許可さ
れ、水平の 10 ポイントのオフセットでオブジェクトの中心点の右に配置されます。

Set Map Layer 1 Label Overlap On Position Right Offset 10

AutoPositionは、高度なリージョンラベルオプションをオンまたはオフにします。この句が On
に設定されている場合は、AutoSizes、AutoSizeStep、および SuppressIfNoFit句がアクティブ
です。この句のデフォルト値は Off です。
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AutoSizes は、ラベルをリージョン内に適合させる際に使用できるフォント サイズの個数を定義
します。値の範囲は 1～ 10で、デフォルト値は 4です。1を設定すると、現在のフォントサイズ
が使用されます。2以上の数字を設定すると、AutoSizeStepによって計算される最小フォントサ
イズまでフォントが縮小されます。Default を指定すると、使用するフォント サイズの個数 (1 ～
10 の間) を定義できます。
AutoSizeStepは、マップのサイズ変更に合わせてラベルを適合させるためにフォントサイズを縮
小するときの割合を定義します。値の範囲は1～99です。たとえば、元のフォントサイズが24pt
で、number_font_sizes が 66 の場合、最小フォントは 24pt よりも 66 パーセント小さくなるた
め、最小フォントは 8pt です。デフォルト値は 50 です。
SuppressIfNoFitがOnに設定されている場合、マップの表示サイズの変更後も適合するラベルの
みが表示されます。リージョンに適合しないラベルは描画されません。この句はデフォルトでOn
に設定されます。
AutoCallout 句は、高度なリージョン ラベルのコールアウトのレンダリングをオンまたはオフに
します。デフォルト値は Off です。AutoCallout 句を使用する場合は、AutoPositionおよび
SuppressIfNoFitオプションの両方を On に設定する必要があります。
Abbreviation はラベルにのみ適用されます。On に設定すると、他のラベルとオーバーラップす
るか、リージョンに適合しないという理由で描画できないラベルに対して、略語フィールド演算式
field_expressionが使用されます。Onに設定する場合は、Abbreviate with句を指定する必要もあ
ります。
Abbreviate with句は Abbreviation句で使用します。この句は、レイヤ テーブルで使用する略語
フィールド演算式 field_expression を指定します。

Set Map Window 145919584 Layer 1 Label Abbreviation On

Set Map Window 145919584 Layer 1 Label Abbreviate with ShortName

Defaultを指定すると、このレイヤのすべてのラベルがデフォルト値に再設定されます。次の文で
は、マップ ウィンドウの一番上のレイヤから編集されたすべてのラベルが削除され、レイヤのデ
フォルトのラベルが再構築されます。

Set Map Layer 1 Label Default

Object 句を使ってラベルを編集できます。たとえば、MapInfo Pro でラベルを編集してワークス
ペースを保存すると、そのワークスペースには編集されたラベルを表す Object 句が格納されま
す。Set Map 文では、編集されたラベル 1 つに対して 1 つの Object 句を指定します。
Object句の例を見るには、マップのラベルを編集してワークスペースを保存し、そのワークスペー
スをテキスト エディタで調べます。
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レイヤへの上書きスタイルの追加

目的
Override Add 句は、レイヤに適用する上書きスタイル定義が存在しない場合に、新しい定義を作
成します。または、既存の上書きスタイル定義の一覧に定義を追加します。上書きスタイルによっ
て、マップの現在のズーム レベルに基づいてマップのスタイルを変更できます。

構文

Set Map
[ Window window_id ]
[ Layer layer_id
[ Zoom ( min_zoom, max_zoom ) [ Units unit_dist ] ]
[ Display { Off | Graphic | Global } ]
[ Global Pen...[ , Pen...]...]
[ Global Line...[ , Line...]...]
[ Global Symbol...[ , Symbol...]...]
[ Global Brush...[ , Brush...]...]
[ Global Font...]
[ { Alpha alpha_value }| { Translucency translucency_percent } ]
[ STYLEOVERRIDE_CLAUSE ] ... ]

STYLEOVERRIDE_CLAUSEは次のとおりです。

[ [ Style ] Override Add [override_name] {
[ Using [ Window window_id ] Layer layer_id {
All | Override { override_index | override_name } }
] |
Zoom ( min_zoom, max_zoom )
[ Units dist_unit ]
[ { Alpha alpha_value } | { Translucency translucency_percent } ]
[ Enable { On | Off } ]
[ Arrows { On | Off } ]
[ Centroids { On | Off } ]
[ Nodes { On | Off } ]
[ Line...] [ , Line... ]
[ Pen...] [ , Pen... ] ...
[ Symbol... ] [ , Symbol... ] ...
[ Brush... ] [ , Brush... ] ...
[ Font... ] [ , Font... ] ... } ]

window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
layer_id では変更するレイヤを指定します。2 バイト整数値 (たとえば、システム レイヤ以外で一
番上のレイヤを指定するには 1を使用します)または、マップに表示されるテーブル名を指定しま
す。
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override_indexは、レイヤ内の上書き定義を指定する (1から始まる)整数インデックスです。それ
ぞれの上書きはズーム範囲に結び付けられ、最小のズーム範囲値が一番上 (インデックス 1) にな
るように順序付けられます。
override_name はユーザ指定の上書き名です。
min_zoom は、上書きスタイルが有効になる最小ズームを指定する数値式です。
max_zoom は、上書きスタイルが有効になる最大ズームを指定する数値式です。
dist_unit は、マップの単位を指定する文字列式です (マイルは "mi"、メートルは "m" など)。使用
可能な単位名の一覧については、「SetDistanceUnits文」を参照してください。省略可能です。
省略した場合、テーブルの座標系の距離単位が使用されます。
alpha_value は、アルファ チャンネルの透過性を示す整数値です。値の範囲は、0 ～ 255 です。0
は完全に透明な状態です。255は完全に不透明な状態です。0～255の範囲の値でイメージレイヤ
の透過性を表現します。
translucency_percent は、ベクトル、ラスタ、またはグリッド イメージ レイヤの透過性をパーセ
ントで表した整数値です。値の範囲は 0 ～ 100 です。0 は完全に不透明な状態です。100 は完全
に透明な状態です。

注 : Alpha と Translucency はどちらか一方を指定し、両方を指定しないでください。こ
れらは指定方法が異なりますが、同じ結果を得ることができます。複数のキーワードを指定
した場合は、最後に指定した値が使用されます。

説明

表示スタイル ズーム範囲を使用すると、限定されたズーム レベル範囲内でのみ適用される表示上
書きスタイルを設定できます。1 つのレイヤに対し複数の表示スタイル ズーム範囲を設定できま
す。マップにズームするときにライン スタイルが変更されるようにするには、複数の表示スタイ
ル ズーム範囲を設定し、範囲ごとに異なる上書きスタイルを割り当てます。
レイヤ ズーム範囲でズームインまたはズームアウトする距離が遠すぎると、レイヤの設定が一括
してオフになります。1 つのレイヤに対し以下のいずれか 1 つのみを設定できます。
Arrows で、方向矢印の表示をオンあるいはオフにします。
Centroids で、中心点の表示をオンあるいはオフにします。
Nodes で、ノードの表示をオンあるいはオフにします。
Lineで、ラインおよび折れ線オブジェクトの表示に使用するスタイルを指定します。Line句は、
キーワードに Pen ではなく Line を使用すること以外は Pen 句と同じです。
Pen は、塗りつぶされたオブジェクトの境界の表示に使用するスタイルを指定するための有効な
Pen 句です。
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Symbol は、ポイント オブジェクトの表示に使用するスタイルを指定するための有効な Symbol
句です。
Brushは、塗りつぶされたオブジェクトの表示に使用するスタイルを指定するための有効なBrush
句です。
Fontは、テキストオブジェクトの表示に使用するフォントを指定するための有効なFont句です。
Usingは、レイヤの上書きの初期プロパティ値を設定するために、一時的なコピー (上書きするプ
ロパティだけがコピーされる) を行うときに指定します。ソース レイヤとターゲット レイヤの接
続は維持されません。
各ベクトル レイヤは、複数の上書きスタイルと複数のラベル オーバーライドをサポートします。
すべての上書きスタイルが独自のズーム範囲を持ち、同一レイヤの他の上書きスタイルと重なる
ズーム範囲は許可されません。すべてのラベル オーバーライドも独自のズーム範囲を持ち、同一
レイヤの他のラベル オーバーライドと重なるズーム範囲は許可されません。ただし、上書きスタ
イルとラベル オーバーライドの間で互いに重なるズーム範囲を共有または持つことができます。
上書きがビューで有効になると (マップのズーム範囲が上書きズーム範囲内に収まると)、マップ
スタイルとラベルは、レイヤの基本的なスタイル プロパティとラベル プロパティではなくオー
バーライドのプロパティを使用して表示されます。
上書きスタイルは、上書きスタイルのズーム範囲で定義した境界に関係なく、レイヤの表示ズーム
範囲の境界内でのみ表示されます。同様に、ラベル オーバーライドは、ラベル オーバーライドで
定義した境界に関係なく、レイヤのラベル ズーム範囲内またはレイヤの表示ズーム範囲でのみ表
示されます。
レイヤの上書きスタイルの詳細については、「レイヤの上書きスタイルの変更」および「レイヤの
上書きの有効化、無効化、または削除」を参照してください。また、「LayerStyleInfo()関数」、
「StyleOverrideInfo() 関数」も参照してください。

例
次の文は上書きをレイヤに追加します。

Set Map Layer 1
Style Override Add Zoom (0, 10000) Units "mi" Line (2, 193, 16711680)

次の文は 1 つのレイヤに複数の上書きスタイルを追加します。

Set Map Layer 1 Display Global
Zoom (1, 10000) Units "mi"
Global Line (1, 193, 16711680)
Style Override Add Zoom (1, 1000) Units "mi" Line (4, 193, 16711680),

Line (2, 193, 16711680)
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Style Override Add Zoom (1000, 10000) Units "mi"
Line (2, 193, 16711680)

例: スタイルを別のマップにコピーする
スタイルを別のマップにコピーするには、次のように指定します。

Set Map Layer 1 Style Override Add Using Window 81132792 Layer 1 All

例: 別のレイヤのスタイルを追加する
次の文はレイヤ 1の layer1_style2というスタイルを使用してレイヤ 2に上書きスタイルを追加し
ます。

Set Map Layer 2
Style Override Add Using Layer 1 layer1_style1

次の文はレイヤ 1 のスタイル 3 を使用してレイヤ 2 に上書きスタイルを追加します。

Set Map Layer 2
Style Override Add layer2_style2 Using Layer 1 Override 3

次の文はレイヤ 2 からレイヤ 3 にすべての上書きスタイルをコピーします。

Set Map Layer 3 Display Global
Global Line (1, 193, 16711680)
Style Override Add Using Layer 2 All

レイヤの上書きスタイルの変更
Override 句から Add キーワードを除外すると、(1 から始まる) 整数インデックスまたは上書き名
で指定された、レイヤ内の既存の複数スタイル上書定義のプロパティが変更されます。

構文

Set Map
[ Window window_id ]
[ Layer layer_id
[ MODIFYSTYLEOVERRIDE_CLAUSE ]
[ MODIFYSTYLEOVERRIDE_CLAUSE ] ... ]
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MODIFYSTYLEOVERRIDE_CLAUSEは次のとおりです。

[ [ Style ] Override { override_index | override_name } {
[ Zoom ( min_zoom, max_zoom ) ]
[ Units dist_unit ]
[ { Alpha alpha_value } | { Translucency translucency_percent } ]
[ Enable { On | Off } ]
[ Arrows { On | Off } ]
[ Centroids { On | Off } ]
[ Nodes { On | Off } ]
[ Line...] [ , Line... ]
[ Pen...] [ , Pen... ] ...
[ Symbol... ] [ , Symbol... ] ...
[ Brush... ] [ , Brush... ] ...
[ Font... ] } ]

window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
layer_id では変更するレイヤを指定します。2 バイト整数値 (たとえば、システム レイヤ以外で一
番上のレイヤを指定するには 1を使用します)または、マップに表示されるテーブル名を指定しま
す。
override_indexは、レイヤ内の上書き定義を指定する (1から始まる)整数インデックスです。それ
ぞれの上書きはズーム範囲に結び付けられ、最小のズーム範囲値が一番上 (インデックス 1) にな
るように順序付けられます。
override_name はユーザ指定の上書き名です。
min_zoom は、上書きスタイルが有効になる最小ズームを指定する数値式です。
max_zoom は、上書きスタイルが有効になる最大ズームを指定する数値式です。
dist_unit は、マップの単位を指定する文字列式です (マイルは "mi"、メートルは "m" など)。使用
可能な単位名の一覧については、「SetDistanceUnits文」を参照してください。省略可能です。
省略した場合、テーブルの座標系の距離単位が使用されます。
alpha_value は、アルファ チャンネルの透過性を示す整数値です。値の範囲は、0 ～ 255 です。0
は完全に透明な状態です。255は完全に不透明な状態です。0～255の範囲の値でイメージレイヤ
の透過性を表現します。
translucency_percent は、ベクトル、ラスタ、またはグリッド イメージ レイヤの透過性をパーセ
ントで表した整数値です。値の範囲は 0 ～ 100 です。0 は完全に不透明な状態です。100 は完全
に透明な状態です。

注 : Alpha と Translucency はどちらか一方を指定し、両方を指定しないでください。こ
れらは指定方法が異なりますが、同じ結果を得ることができます。複数のキーワードを指定
した場合は、最後に指定した値が使用されます。
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説明

Arrows で、方向矢印の表示をオンあるいはオフにします。
Centroids で、中心点の表示をオンあるいはオフにします。
Nodes で、ノードの表示をオンあるいはオフにします。
Lineで、ラインおよび折れ線オブジェクトの表示に使用するスタイルを指定します。Line句は、
キーワードに Pen ではなく Line を使用すること以外は Pen 句と同じです。
Pen は、塗りつぶされたオブジェクトの境界の表示に使用するスタイルを指定するための有効な
Pen 句です。
Symbol は、ポイント オブジェクトの表示に使用するスタイルを指定するための有効な Symbol
句です。
Brushは、塗りつぶされたオブジェクトの表示に使用するスタイルを指定するための有効なBrush
句です。
Fontは、テキストオブジェクトの表示に使用するフォントを指定するための有効なFont句です。
レイヤの上書きスタイルの詳細については、「レイヤへの上書きスタイルの追加」および「レイヤ
の上書きの有効化、無効化、または削除」を参照してください。また、「LayerStyleInfo()関数」、
「StyleOverrideInfo() 関数」も参照してください。

例

Set Map Layer 1 Style Override 1 Alpha 119

レイヤの上書きの有効化、無効化、または削除
レイヤに対して複数スタイル上書きが定義されている場合、複数スタイル上書きはデフォルトで有
効になります。
レイヤの複数スタイル上書きを有効または無効にするには、On または Off オプションを指定した
Override 句を使用します。
レイヤに対する既存の上書き定義を削除するには、Override Remove 句を使用します。

構文: 上書きの有効化または無効化

Set Map
[ Window window_id ]
[ Layer layer_id [ [ Style ] Override { On | Off } ] ]
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構文: 上書きの削除

Set Map
[ Window window_id ]
[ Layer layer_id
[ [ Style ] Override Remove {
All | override_index [ , override_index,] } ] ]

window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
layer_id では変更するレイヤを指定します。2 バイト整数値 (たとえば、システム レイヤ以外で一
番上のレイヤを指定するには 1を使用します)または、マップに表示されるテーブル名を指定しま
す。
override_indexは、レイヤ内の上書き定義を指定する (1から始まる)整数インデックスです。それ
ぞれの上書きはズーム範囲に結び付けられ、最小のズーム範囲値が一番上 (インデックス 1) にな
るように順序付けられます。

説明
レイヤに対して複数スタイル上書きが定義されている場合、複数スタイル上書きはデフォルトで有
効になります。複数スタイル上書きを削除せずに無効にするには、On または Off オプションを指
定した Overrides 句を使用します。
レイヤの上書きスタイルの詳細については、「レイヤへの上書きスタイルの追加」および「レイヤ
の上書きスタイルの変更」を参照してください。

例

Set Map Layer 1 Style Override Remove 3, 2
Set Map Layer 1 Style Override Remove All

レイヤのラベルのオーバーライドの追加
Label Override 句は、既存のラベル オーバーライド定義にズーム範囲を追加します。または、ラ
ベルに対する新しいオーバーライド定義を作成します。

構文

Set Map
[ Window window_id ]
[ Layer layer_id
[ Label
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[ LABEL_OVERRIDE_CLAUSE ]
[ LABEL_OVERRIDE_CLAUSE ] ... ]

LABELOVERRIDE_CLAUSEは次のとおりです。

[ [ Label ] Override Add [ labeloverride_name ] {
[ Using [ Window window_id ] Layer layer_id {
All | Override {labeloverride_index | labeloverride_name } } ] |
Zoom ( min_vis, max_vis )
[ Enable { On | Off } ]
[ Units dist_unit ]
[ Line { Simple | Arrow | None } ]
[ Position [ Center ] [ { Above | Below } ] [ { Left | Right } ] ]
[ Auto Retry { On | Off } ]
[ Font...] [ Pen... ]
[ With label_expr ] [ Parallel { On | Off } ]
[ Follow Path [ BestPosition { On | Off } ] [ Percent Over percent ] [
Fallback { On | Off } ] ]
[ Auto { On | Off } ]
[ Overlap { On | Off } ]
[ PartialSegments { On | Off } ]
[ Duplicates { On | Off } ]
[ Max [ number_of_labels ] ]
[ Offset offset_amount ]
[ LabelAlpha alpha_value ]
[ AutoPosition { On | Off } ]
[ AutoSizes { number_font_sizes | Default } ]
[ AutoSizeStep percentage_value ]
[ SuppressIfNoFit { On | Off } ]
[ AutoCallout { On | Off } ]
[ Abbreviation { On | Off } Abbreviate with { field_expression } ] ]

window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
layer_id では変更するレイヤを指定します。2 バイト整数値 (たとえば、システム レイヤ以外で一
番上のレイヤを指定するには 1を使用します)または、マップに表示されるテーブル名を指定しま
す。
labeloverride_index は レイヤ内の上書きの定義に関する (1 から始まる) 整数インデックスです。
各ラベル上書きは特定のズーム範囲と結び付けられており、一番小さいズーム範囲値が一番上 (イ
ンデックス 1) となるように並べられます。
labeloverride_name はユーザ指定の上書き名です。
min_vis、max_vis は、上書きスタイルが有効になる最小および最大のズーム距離を指定する数値
です。
dist_unit は、マップの単位を指定する文字列式です (マイルは "mi"、メートルは "m" など)。使用
可能な単位名の一覧については、「SetDistanceUnits文」を参照してください。省略可能です。
省略した場合、テーブルの座標系の距離単位が使用されます。
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label_expr は、ラベルの作成に使われる式です。
percentでは、曲線ラベルがこのラベルの対象となるジオメトリより長い場合、このパラメータに
指定した値の割合 (パーセント単位) の張り出しが許容されます。
number_of_labelsは、MapInfo Proでそのレイヤに表示されるラベルの最大数を示す整数値です。
number_of_labels 引数を省略すると、すべてのラベルが表示されます。
offset_amountは 0から 200までの数値で、ポイントで距離を表します。この値を使って、ラベル
がアンカー ポイントからオフセットされます。
alpha_value は、アルファ チャンネルの透過性を示す整数値です。値の範囲は、0 ～ 255 です。0
は完全に透明な状態です。255は完全に不透明な状態です。0～255の範囲の値でラベルの透過性
を表現します。
number_font_sizesは、ラベルをリージョン内に適合させる際に使用するフォントサイズの刻みを
表す 1 ～ 10 までの数字です。指定しない場合、デフォルト値は 4 です。
percentage_value は、マップのサイズ変更に応じてラベルのフォント サイズを変更してラベルを
適合させる際に使用するフォント サイズの最小縮小率を表す 1 ～ 99 の数字です。デフォルト値
は 50 です。
field_expression は、略語を含む、テーブルのフィールドの名前です。

説明
ラベルのプロパティ ズーム範囲は、マップのズーム レベルによって異なるラベルのプロパティを
設定します。1 つのレイヤに対し複数のラベル プロパティ ズーム範囲を設定できます。マップに
ズームインするときにラベル式を変更するには、またはズームイン時にラベル フォントが大きく
なるようにするには、複数のラベル プロパティ ズーム範囲を設定します。
ラベル ズーム範囲でズームインまたはズームアウトする距離が遠すぎると、ラベルの設定がオフ
になります。1 つのレイヤに対し以下のいずれか 1 つのみを設定できます。
Lineでは、ラベルが元の場所からドラッグされた場合に表示される、引き出し線のラインタイプ
を設定します。Line Simple、Line Arrow、または Line None を指定できます。次に例を示しま
す。
Position では、オブジェクトの中心点の位置を基準にしてラベルの位置を制御します。たとえば
次の文は、オブジェクトの中心点の右上にラベルを設定します。
Auto Retry を使用することで、他のラベルと重ならないラベルの位置が見つかるまで、または、
すべての位置を試行するまで、ラベルの配置を複数回試行する配置アルゴリズムを適用できます。
• ワークスペースへの書き込み時、自動再試行機能が有効な場合は、Position句の次に Auto Retry
On が記述され (ただし、順序は重要ではありません)、ワークスペースのバージョンが 9.5 以降
に変更されます。この機能が無効の場合、ワークスペースへの書き込みは行われず、バージョン
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番号も変更されません。バージョン 9.5以降のワークスペースに Auto Retry Offと書き込むこと
もできますが、不必要なバージョンの変更を回避するため、明示的には書き込みません。

• ワークスペースからの読み取り時、Auto Retry On または Auto Retry Off がワークスペースに書
き込まれている場合は、ワークスペースのバージョンが 9.5以降である必要があります。それ以
外の場合、構文エラーが発生します。Auto Retryが Onの場合、複数の場所に対するラベル配置
が試行されます。Auto Retryが Offの場合、再試行は行われません。これがデフォルトの動作で
す。自動再試行機能を有効にする場合は、OverlapをOffにする必要があります。OverlapをOn
にした LABELCLAUSE内に Auto Retry On または Auto Retry Off が記述されている場合、自動
再試行メカニズムは初期化されますが無視され、ラベルの重なりが許可されます。

Font は、ラベルで使用するテキスト スタイルを指定するための有効な Font 句です。
Penは、引き出し線に使用するラインスタイルを指定するための有効な Pen句です。引き出し線
は、Line Simpleまたは Line Arrowを指定し、ユーザがラベルを元の場所からドラッグした場合
にのみ表示されます。

Set Map Layer 1 Label Line Arrow Pen( 2, 1, 255)

With では、ラベルに使用する文字の構築に使われる式を指定します。たとえば次のコマンドは、
Proper$() 関数を使用してラベルにおける大文字使用を制御するラベル式を指定します。

Set Map Layer 1 Label With Proper$(Cityname)

Parallel では、ライン オブジェクトのラベルがラインと平行になるように、ラベルの回転を制御
します。線分に合わせて回転しない水平ラベルにはOffを設定し、線分に合わせて回転するラベル
には On を設定します。

Set Map Layer 1 Label Parallel On

Follow Path は、曲線ラベルを作成する場合に使用します。Path は一度自動的に計算されると、
それ以降は、曲線ラベルの位置が編集されるまで保存されます。
BestPosition オプションは、折れ線の曲がり方が鋭くてラベルを配置できない場合に、ラベルを
配置するのに適切な位置を折れ線に沿って検出しようとします。最適な位置が3つ検出されます。
これらのどの位置にもラベルを描画できない場合、Fallback オプションがオンになっていれば、
通常の曲線ラベルの位置、さらに回転ラベルが代用されます。デフォルト値は Off です。

Set Map Window 145919584 Layer 1 Label Override 1 Follow Path BestPosition
On

Percent Over は曲線ラベルにのみ適用されます。曲線ラベルが、このラベルの対象となるジオメ
トリよりも長い場合は、このパラメータに指定した値の割合 (パーセント単位) の突き出しが許容
されます。エントリの例は次のとおりです。

Set Map Layer 1 Label Override Follow Path Percent Over 40
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Fallbackは曲線ラベルにのみ適用されます。折れ線がギザギザ (平滑でない、または滑らかな曲線
になっていない)の場合、折れ線に沿って文字を配置して曲線ラベルを作成できません。曲線ラベ
ルを作成できない場合は、Fallback を On に設定して直線ラベルを作成します。直線ラベルは、
本来であれば曲線ラベルが配置される位置の近くにあるセグメントに一致するように回転します。
MapInfo Proには、回転ラベルが折れ線を横切らないようにすることはできません。このオプショ
ンを設定すると、マップ上のラベルの数が増えます。デフォルトでは、このオプションはOffに設
定されています。MapInfo Proで曲線ラベルを描画できず、代わりに直線ラベルを描画できる場合
は、突き出し率は無視されます。
Autoでは、自動ラベル表示を制御します。AutoOffを指定すると、自動ラベルは表示されません
が、ユーザ編集のラベルは表示されます。
Overlapでは、既存のラベルにオーバーラップするラベルを描画するかどうかを制御します。ラベ
ルのオーバーラップを防ぐには Overlap Off を指定してください。
PartialSegmentsでは、オブジェクトの中心点がマップの表示されない位置にあるときにラベル
を付けるかどうかを指定します。PartialSegmentsOnを指定 (MapInfo ProでLabel PartialObjects
チェックボックスをオンにした場合に相当)を指定すると、オブジェクトの表示されている部分に
ラベルが付けられます。PartialSegments Off を指定すると、中心点がマップ ウィンドウに表示
されるときにのみラベルが付けられます。
Duplicates では、MapInfo Pro で同じテキストを含むラベルを 2 つ以上の使用できるかどうかを
制御します。ラベルの重複を防ぐには、Duplicates Off を指定してください。
Max number_of_labels では、MapInfo Pro でこのレイヤに表示されるラベルの最大数を設定しま
す。number_of_labels 引数を省略すると、MapInfo Pro ではラベルの数を制限しません。
Offset offset_amount では、MapInfo Pro で自動的に各ラベルを配置する場合のオブジェクトの中
心点からオフセットの距離を指定します。offset_amount 引数は距離をポイント数で表し、0 から
50 までの整数値で指定します。Offset 0 と指定すると、ラベルが中心点のすぐ近くに表示されま
す。Offset 10 と指定すると、ラベルが 10 ポイント離れた場所に表示されます。Position 句で中
心にテキストを指定している場合、オフセット設定は無視されます。
AutoPositionは、高度なリージョンラベルオプションをオンまたはオフにします。この句が On
に設定されている場合は、AutoSizes、AutoSizeStep、および SuppressIfNoFit句がアクティブ
です。この句のデフォルト値は Off です。
AutoSizes は、ラベルをリージョン内に適合させる際に使用できるフォント サイズの個数を定義
します。値の範囲は 1～ 10で、デフォルト値は 4です。1を設定すると、現在のフォントサイズ
が使用されます。2以上の数字を設定すると、AutoSizeStepによって計算される最小フォントサ
イズまでフォントが縮小されます。Default を指定すると、使用するフォント サイズの個数 (1 ～
10 の間) を定義できます。
AutoSizeStepは、マップのサイズ変更に合わせてラベルを適合させるためにフォントサイズを縮
小するときの割合を定義します。値の範囲は1～99です。たとえば、元のフォントサイズが24pt
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で、number_font_sizes が 66 の場合、最小フォントは 24pt よりも 66 パーセント小さくなるた
め、最小フォントは 8pt です。デフォルト値は 50 です。
SuppressIfNoFitがOnに設定されている場合、マップの表示サイズの変更後も適合するラベルの
みが表示されます。リージョンに適合しないラベルは描画されません。この句はデフォルトでOn
に設定されます。
AutoCallout 句は、高度なリージョン ラベルのコールアウトのレンダリングをオンまたはオフに
します。デフォルト値は Off です。AutoCallout 句を使用する場合は、AutoPositionおよび
SuppressIfNoFitオプションの両方を On に設定する必要があります。
Abbreviation はラベルにのみ適用されます。On に設定すると、他のラベルとオーバーラップす
るか、リージョンに適合しないという理由で描画できないラベルに対して、略語フィールド演算式
field_expressionが使用されます。Onに設定する場合は、Abbreviate with句を指定する必要もあ
ります。
Abbreviate with句は Abbreviation句で使用します。この句は、レイヤ テーブルで使用する略語
フィールド演算式 field_expression を指定します。

Set Map Window 145919584 Layer 1 Label Override 1 Abbreviation On

Set Map Window 145919584 Layer 1 Label Override 1 Abbreviate with
ShortName

レイヤの上書きスタイルの詳細については、「レイヤラベル上書きの変更」および「レイヤのラベ
ル オーバーライドの有効化、無効化、または削除」を参照してください。「LabelOverrideInfo()
関数」も参照してください。

例
次の例はラベル スタイルを上書きします。

Set Map Layer 1 Label Zoom (1, 100000) with State
Override Add Zoom (1, 1000) with State_Name
Override Add Zoom (1000, 10000) with State

次の例は新しいスタイルを追加します。

Set Map Layer 1 Label Override Add Zoom (10000, 100000)
with State Overlap Off
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レイヤラベル上書きの変更
Label Override句から addキーワードを除外すると、(1から始まる)整数インデックスまたはオー
バーライド名で指定された、レイヤ内の既存の複数ラベル オーバーライド定義のプロパティが変
更されます。

Set Map [Layer layer_id
[Label...
[ MODIFYLABEL_OVERRIDE_CLAUSE ]
[ MODIFYLABEL_OVERRIDE_CLAUSE ] ... ] ]

MODIFYLABEL_OVERRIDE_CLAUSEは次のとおりです。

[ Override { labeloverride_index | labeloverride_name } {
[ Zoom ( min_vis, max_vis ) [ Units dist_unit ] ]
[ Enable { On | Off } ]
[ Line { Simple | Arrow | None } ]
[ Position [ Center ] [ { Above | Below } ] [ { Left | Right } ] ]
[ Auto Retry { On | Off } ]
[ Font...] [ Pen... ]
[ With label_expr ] [ Parallel { On | Off } ]
[ Follow Path [ BestPosition { On | Off } ] [ Percent Over percent ] [
Fallback { On | Off } ] ]
[ Auto { On | Off } ]
[ Overlap { On | Off } ]
[ PartialSegments { On | Off } ]
[ Duplicates { On | Off } ]
[ Max [ number_of_labels ] ]
[ Offset offset_amount ]
[ LabelAlpha alpha_value ] }
[ AutoPosition { On | Off } ]
[ AutoSizes { number_font_sizes | Default } ]
[ AutoSizeStep percentage_value ]
[ SuppressIfNoFit { On | Off } ]
[ AutoCallout { On | Off } ]
[ Abbreviation { On | Off } Abbreviate with { field_expression } ] ]

window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
layer_id では変更するレイヤを指定します。2 バイト整数値 (たとえば、システム レイヤ以外で一
番上のレイヤを指定するには 1を使用します)または、マップに表示されるテーブル名を指定しま
す。
labeloverride_index は レイヤ内の上書きの定義に関する (1 から始まる) 整数インデックスです。
各ラベル上書きは特定のズーム範囲と結び付けられており、一番小さいズーム範囲値が一番上 (イ
ンデックス 1) となるように並べられます。
labeloverride_name はユーザ指定の上書き名です。
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min_vis、max_vis は、上書きスタイルが有効になる最小および最大のズーム距離を指定する数値
です。
dist_unit は、マップの単位を指定する文字列式です (マイルは "mi"、メートルは "m" など)。使用
可能な単位名の一覧については、「SetDistanceUnits文」を参照してください。省略可能です。
省略した場合、テーブルの座標系の距離単位が使用されます。
label_expr は、ラベルの作成に使われる式です。
percentでは、曲線ラベルがこのラベルの対象となるジオメトリより長い場合、このパラメータに
指定した値の割合 (パーセント単位) の張り出しが許容されます。
number_of_labelsは、MapInfo Proでそのレイヤに表示されるラベルの最大数を示す整数値です。
number_of_labels 引数を省略すると、すべてのラベルが表示されます。
offset_amountは 0から 200までの数値で、ポイントで距離を表します。この値を使って、ラベル
がアンカー ポイントからオフセットされます。
alpha_value は、アルファ チャンネルの透過性を示す整数値です。値の範囲は、0 ～ 255 です。0
は完全に透明な状態です。255は完全に不透明な状態です。0～255の範囲の値でラベルの透過性
を表現します。
number_font_sizesは、ラベルをリージョン内に適合させる際に使用するフォントサイズの刻みを
表す 1 ～ 10 までの数字です。指定しない場合、デフォルト値は 4 です。
percentage_value は、マップのサイズ変更に応じてラベルのフォント サイズを変更してラベルを
適合させる際に使用するフォント サイズの最小縮小率を表す 1 ～ 99 の数字です。デフォルト値
は 50 です。
field_expression は、略語を含む、テーブルのフィールドの名前です。

説明
Lineでは、ラベルが元の場所からドラッグされた場合に表示される、引き出し線のラインタイプ
を設定します。Line Simple、Line Arrow、または Line None を指定できます。次に例を示しま
す。
Position では、オブジェクトの中心点の位置を基準にしてラベルの位置を制御します。たとえば
次の文は、オブジェクトの中心点の右上にラベルを設定します。
Auto Retry を使用することで、他のラベルと重ならないラベルの位置が見つかるまで、または、
すべての位置を試行するまで、ラベルの配置を複数回試行する配置アルゴリズムを適用できます。
• ワークスペースへの書き込み時、自動再試行機能が有効な場合は、Position句の次に Auto Retry
On が記述され (ただし、順序は重要ではありません)、ワークスペースのバージョンが 9.5 以降
に変更されます。この機能が無効の場合、ワークスペースへの書き込みは行われず、バージョン
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番号も変更されません。バージョン 9.5以降のワークスペースに Auto Retry Offと書き込むこと
もできますが、不必要なバージョンの変更を回避するため、明示的には書き込みません。

• ワークスペースからの読み取り時、Auto Retry On または Auto Retry Off がワークスペースに書
き込まれている場合は、ワークスペースのバージョンが 9.5以降である必要があります。それ以
外の場合、構文エラーが発生します。Auto Retryが Onの場合、複数の場所に対するラベル配置
が試行されます。Auto Retryが Offの場合、再試行は行われません。これがデフォルトの動作で
す。自動再試行機能を有効にする場合は、OverlapをOffにする必要があります。OverlapをOn
にした LABELCLAUSE内に Auto Retry On または Auto Retry Off が記述されている場合、自動
再試行メカニズムは初期化されますが無視され、ラベルの重なりが許可されます。

Font は、ラベルで使用するテキスト スタイルを指定するための有効な Font 句です。
Penは、引き出し線に使用するラインスタイルを指定するための有効な Pen句です。引き出し線
は、Line Simpleまたは Line Arrowを指定し、ユーザがラベルを元の場所からドラッグした場合
にのみ表示されます。

Set Map Layer 1 Label Line Arrow Pen( 2, 1, 255)

With では、ラベルに使用する文字の構築に使われる式を指定します。たとえば次のコマンドは、
Proper$() 関数を使用してラベルにおける大文字使用を制御するラベル式を指定します。

Set Map Layer 1 Label With Proper$(Cityname)

Parallel では、ライン オブジェクトのラベルがラインと平行になるように、ラベルの回転を制御
します。線分に合わせて回転しない水平ラベルにはOffを設定し、線分に合わせて回転するラベル
には On を設定します。

Set Map Layer 1 Label Parallel On

Follow Path は、曲線ラベルを作成する場合に使用します。Path は一度自動的に計算されると、
それ以降は、曲線ラベルの位置が編集されるまで保存されます。
BestPosition オプションは、折れ線の曲がり方が鋭くてラベルを配置できない場合に、ラベルを
配置するのに適切な位置を折れ線に沿って検出しようとします。最適な位置が3つ検出されます。
これらのどの位置にもラベルを描画できない場合、Fallback オプションがオンになっていれば、
通常の曲線ラベルの位置、さらに回転ラベルが代用されます。デフォルト値は Off です。

Set Map Window 145919584 Layer 1 Label Override 1 Follow Path BestPosition
On

Percent Over は曲線ラベルにのみ適用されます。曲線ラベルが、このラベルの対象となるジオメ
トリよりも長い場合は、このパラメータに指定した値の割合 (パーセント単位) の突き出しが許容
されます。エントリの例は次のとおりです。

Set Map Layer 1 Label Override Follow Path Percent Over 40

974MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



Fallbackは曲線ラベルにのみ適用されます。折れ線がギザギザ (平滑でない、または滑らかな曲線
になっていない)の場合、折れ線に沿って文字を配置して曲線ラベルを作成できません。曲線ラベ
ルを作成できない場合は、Fallback を On に設定して直線ラベルを作成します。直線ラベルは、
本来であれば曲線ラベルが配置される位置の近くにあるセグメントに一致するように回転します。
MapInfo Proには、回転ラベルが折れ線を横切らないようにすることはできません。このオプショ
ンを設定すると、マップ上のラベルの数が増えます。デフォルトでは、このオプションはOffに設
定されています。MapInfo Proで曲線ラベルを描画できず、代わりに直線ラベルを描画できる場合
は、突き出し率は無視されます。
Autoでは、自動ラベル表示を制御します。AutoOffを指定すると、自動ラベルは表示されません
が、ユーザ編集のラベルは表示されます。
Overlapでは、既存のラベルにオーバーラップするラベルを描画するかどうかを制御します。ラベ
ルのオーバーラップを防ぐには Overlap Off を指定してください。
PartialSegmentsでは、オブジェクトの中心点がマップの表示されない位置にあるときにラベル
を付けるかどうかを指定します。PartialSegmentsOnを指定 (MapInfo ProでLabel PartialObjects
チェックボックスをオンにした場合に相当)を指定すると、オブジェクトの表示されている部分に
ラベルが付けられます。PartialSegments Off を指定すると、中心点がマップ ウィンドウに表示
されるときにのみラベルが付けられます。
Duplicates では、MapInfo Pro で同じテキストを含むラベルを 2 つ以上の使用できるかどうかを
制御します。ラベルの重複を防ぐには、Duplicates Off を指定してください。
Max number_of_labels では、MapInfo Pro でこのレイヤに表示されるラベルの最大数を設定しま
す。number_of_labels 引数を省略すると、MapInfo Pro ではラベルの数を制限しません。
Offset offset_amount では、MapInfo Pro で自動的に各ラベルを配置する場合のオブジェクトの中
心点からオフセットの距離を指定します。offset_amount 引数は距離をポイント数で表し、0 から
50 までの整数値で指定します。Offset 0 と指定すると、ラベルが中心点のすぐ近くに表示されま
す。Offset 10 と指定すると、ラベルが 10 ポイント離れた場所に表示されます。Position 句で中
心にテキストを指定している場合、オフセット設定は無視されます。
AutoPositionは、高度なリージョンラベルオプションをオンまたはオフにします。この句が On
に設定されている場合は、AutoSizes、AutoSizeStep、および SuppressIfNoFit句がアクティブ
です。この句のデフォルト値は Off です。
AutoSizes は、ラベルをリージョン内に適合させる際に使用できるフォント サイズの個数を定義
します。値の範囲は 1～ 10で、デフォルト値は 4です。1を設定すると、現在のフォントサイズ
が使用されます。2以上の数字を設定すると、AutoSizeStepによって計算される最小フォントサ
イズまでフォントが縮小されます。Default を指定すると、使用するフォント サイズの個数 (1 ～
10 の間) を定義できます。
AutoSizeStepは、マップのサイズ変更に合わせてラベルを適合させるためにフォントサイズを縮
小するときの割合を定義します。値の範囲は1～99です。たとえば、元のフォントサイズが24pt
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で、number_font_sizes が 66 の場合、最小フォントは 24pt よりも 66 パーセント小さくなるた
め、最小フォントは 8pt です。デフォルト値は 50 です。
SuppressIfNoFitがOnに設定されている場合、マップの表示サイズの変更後も適合するラベルの
みが表示されます。リージョンに適合しないラベルは描画されません。この句はデフォルトでOn
に設定されます。
AutoCallout 句は、高度なリージョン ラベルのコールアウトのレンダリングをオンまたはオフに
します。デフォルト値は Off です。AutoCallout 句を使用する場合は、AutoPositionおよび
SuppressIfNoFitオプションの両方を On に設定する必要があります。
Abbreviation はラベルにのみ適用されます。On に設定すると、他のラベルとオーバーラップす
るか、リージョンに適合しないという理由で描画できないラベルに対して、略語フィールド演算式
field_expressionが使用されます。Onに設定する場合は、Abbreviate with句を指定する必要もあ
ります。
Abbreviate with句は Abbreviation句で使用します。この句は、レイヤ テーブルで使用する略語
フィールド演算式 field_expression を指定します。

Set Map Window 145919584 Layer 1 Label Override 1 Abbreviation On

Set Map Window 145919584 Layer 1 Label Override 1 Abbreviate with
ShortName

レイヤの上書きスタイルの詳細については、「レイヤのラベルのオーバーライドの追加」および
「レイヤのラベル オーバーライドの有効化、無効化、または削除」を参照してください。
「LabelOverrideInfo() 関数」も参照してください。

例
次の例はスタイルを変更します。

Set Map Layer 1 Label Override 3 Zoom (1000, 10000)
Line Arrow Pen (2, 1, 255)

レイヤのラベル オーバーライドの有効化、無効化、または削除
レイヤに対して複数ラベル オーバーライドが定義されている場合、複数ラベル オーバーライドは
デフォルトで有効になります。
レイヤのラベルオーバーライドを有効または無効にするには、OnまたはOffオプションを指定し
た Label Override 句を使用します。
レイヤに対する既存のラベル オーバーライド定義を削除するには、Label Override Remove 句を
使用します。
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構文: 上書きの有効化または無効化

Set Map
[ Window window_id ]
[ Layer layer_id
[ Label [ Overrides { On | Off } ] ] ]

構文: 上書きの削除

Set Map
[ Window window_id ]
[ Layer layer_id
[ Label [ Override Remove { All | labeloverride_index
[ , labeloverride_index ... ] } ] ] ]

window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
layer_id では変更するレイヤを指定します。2 バイト整数値 (たとえば、システム レイヤ以外で一
番上のレイヤを指定するには 1を使用します)または、マップに表示されるテーブル名を指定しま
す。
labeloverride_indexは、ラベル内のオーバーライド定義を指定する (1から始まる)整数インデック
スです。各ラベル上書きは特定のズーム範囲と結び付けられており、一番小さいズーム範囲値が一
番上 (インデックス 1) となるように並べられます。
レイヤの上書きスタイルの詳細については、「レイヤのラベルのオーバーライドの追加」および
「レイヤラベル上書きの変更」を参照してください。「LabelOverrideInfo() 関数」も参照してく
ださい。

例
次の例はスタイルを削除します。

Set Map Layer 1 Label Override Remove 3
Set Map Layer 1 Label Override Remove All

グループ レイヤの管理
以下の句はグループレイヤに影響します。グループプロパティは、レイヤプロパティと同じよう
にオプションのグループ レイヤ句の一部として Set Map 文で設定されます。

注 : レイヤ句については、「レイヤの個別のプロパティおよび表示方法の管理」を参照し
てください。
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構文 1 (グループ化)

Set Map
[ Window window_id ]
[ GroupLayer group_id [ Display { On | Off } ]
[ Title "new_ friendly_name" ] ]

構文 2 (グループ解除)

Set Map
[ Window window_id ]
[ GroupLayer group_id [ Ungroup [ All ] ] ]

window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
group_idには、数値 IDまたは文字列名を指定できます。名前は、リストに最初にその名前で現れ
るグループを指します。

説明
Ungroupを指定すると、グループレイヤは削除されますが、グループリストのすべての子は親リ
ストに挿入されます。All キーワードを指定すると、すべてのネストされたグループ レイヤがグ
ループ解除され、すべての子が親リストに挿入されます。描画順序は維持されます。

例
GroupLayer “Tropics” (グループ 1)

Tropic_Of_Capricorn (レイヤ 1)

Tropic_Of_Cancer (レイヤ 2)

Wgrid15 (レイヤ 3)

GroupLayer “World Places” (グループ 2)

WorldPlaces (レイヤ 4)

WorldPlacesMajor (レイヤ 5)

WorldPlaces_Capitals (レイヤ 6)

Airports (レイヤ 7)

Set Map GroupLayer 1 Ungroupは、次のリストを生成します (グループとレイヤの IDが変更
されています)。
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Tropic_Of_Capricorn (レイヤ 1)

Tropic_Of_Cancer (レイヤ 2)

Wgrid15 (レイヤ 3)

GroupLayer “World Places” (グループ 2)

WorldPlaces (レイヤ 4)

WorldPlacesMajor (レイヤ 5)

WorldPlaces_Capitals (レイヤ 6)

Airports (レイヤ 7)

ところが、
Set Map GroupLayer 1 Ungroup All は、次の順序になります。

Tropic_Of_Capricorn (layer 1)
Tropic_Of_Cancer (layer 2)
Wgrid15 (layer 3)
WorldPlaces (layer 4)
WorldPlacesMajor (layer 5)
WorldPlaces_Capitals (layer 6)
Airports (layer 7)

Title は、グループ レイヤのタイトルを grouplayer_id_string に含まれる文字列に変更します。次
の例は、[レイヤ管理]のレイヤ リストに表示されるグループ レイヤ 2のタイトルを "Hello World"
に変更します。

Set Map GroupLayer 2 Title "Hello World"

レイヤの順序
以下の句は、レイヤおよびグループ レイヤをレイヤ リストで特定の位置に移動します。

構文

Set Map
[ Window window_id ]
[ Order layer_id, [ , layer_id ... ] ]
[
[ GroupLayers group_layer_id [ , group_layer_id... ] ]
[ Layers layer_id [ , layer_id ] ] . . .
[ DestGroupLayer group_layer_id [ Position position ] ] ]

window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
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layer_id は、マップにおけるレイヤの元の位置に従って変更対象マップ レイヤを指定する番号で
す。1 は最前面のレイヤ番号です (最後に描画されたレイヤであるため、常に最前面に表示されま
す)。
group_layer_id は、マップにおけるレイヤの元の位置に従って変更対象グループ レイヤを指定す
る番号です。
position は、レイヤのリストの挿入位置を示すグループ内の 1 から始まるインデックスです。デ
フォルトの位置は、グループの先頭 (position = 1) です。

説明
システムレイヤは 0というレイヤ番号を持った特別なレイヤです。システムレイヤは常に最後に
描かれます。このため、0はOrder句では指定しません。たとえば、マップウィンドウに (システ
ム レイヤを含まない) 4 つのレイヤがあるとき、次の Set Map 文を使用すると、前面にある 2 つ
のレイヤの順序が反転されます。

Set Map Order 2, 1, 3, 4

Set Map Order では、マップ レイヤが描画される順序を再設定します。この文は、次の例の 3、
2、1 のようなレイヤをレイヤ リストの先頭に移動し、これらを元のグループから削除します。

Set Map Order Layers 3, 2, 1

この構文では、GroupLayers句または Layers句を使って、レイヤまたはグループ全体の移動を指
定することができます。
オプションの DestGroupLayer では、1 つ以上のレイヤやグループをどのグループのどの位置に
挿入するかを指定できます。この句は、以前の構文でもレイヤの正確な挿入位置を指定するために
使用できます。この句を省略すると、グループやレイヤを最上位リストの先頭に挿入すると見なさ
れます (以前の構文を使うと解釈される)。ただし、グループ IDを 0に指定すると、最上位リスト
を指定できます。
position は、レイヤのリストの挿入位置を示すグループ内の 1 から始まるインデックスです。
position を省略すると、グループの先頭 (position = 1) と見なされます。
指定したpositionが挿入先グループ内の項目数を超えている場合、新しいレイヤとグループのいず
れかまたは両方は、挿入先グループの末尾に挿入されます。
レイヤおよびグループの IDには、数値または名前を指定できます。グループ IDの範囲は、0から
リスト内のグループの総数までです。
リストが並べ替えられると、すべての ID が上位から順に再度番号付けされます。
主題図レイヤとその参照ベース レイヤは常に隣接する必要があるため、Set Map Order を使って
一連の主題図レイヤの途中にレイヤを挿入することはできません。主題図レイヤの途中が挿入先と
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なるような Position を指定した場合、レイヤはその一連の主題図レイヤの前または後の Position
に最も近い方に挿入されます。

ラベルの動作の管理
マップに 2 つ以上のレイヤ用の自動ラベルが含まれている場合、すべての機能がマップにラベル
を持つとは限りません。これは、さまざまなレイヤのラベルがマップ内の限られた領域を取り合う
からです。したがって、道路ラベルが邪魔をして都市ラベルを使用できないことがあります。ま
た、マップ内のラベルを選択可能にするかどうかをユーザ側で制御できると便利な場合もありま
す。ラベルの選択が不可になっていれば、ラベルの近くにあるオブジェクトや、オーバーラップし
ているオブジェクトを選択するつもりが、誤ってラベル自体を選択するという状況を回避できま
す。次の句は、レイヤ ID をリストの一番上に移動して、ラベルを表示するときに優先するレイヤ
を指定します。また、この句では、マップのラベルの選択を切り替えることもできます。

構文

Set Map
[ Window window_id ]
[ Label
[ Selection { On | Off } ]
[ Priority { Default | layer_id [ , layer_id ... ] } ] ]

window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
layer_id は、マップにおけるレイヤの元の位置に従って変更対象マップ レイヤを指定する番号で
す。1 は最前面のレイヤ番号です (最後に描画されたレイヤであるため、常に最前面に表示されま
す)。

説明
システムレイヤは 0というレイヤ番号を持った特別なレイヤです。システムレイヤは常に最後に
描かれます。このため、0 は layer_id の LabelPriority句では指定しません。
無効なレイヤ ID が指定されていると、エラー 600 の "無効なビュー レイヤ" が作成されます。
Label Selection は、マップ全体でラベルの選択をオンまたはオフにします。デフォルトでは、
マップ ウィンドウでラベルを選択できます。無効にすると、次の操作が行えません。
• どのレイヤのラベルであるかに関係なく、マップ内のラベルを選択できません。
• ダブルクリックしてラベルダイアログを開けません (これはマップオブジェクトの場合と同じで
す)。
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マップ ウィンドウでのラベルの選択をオフにすると、次の文は、

Set Map Label Selection Off

ワークスペースに保存され、ワークスペース バージョンは 1200 に増えます。
Label Priorityは、マップにラベルを表示するときの優先度を指定します。この文の先頭に指定さ
れるレイヤは、ラベルの優先度が最も高いレイヤです。たとえば、マップ ウィンドウに 4 つのレ
イヤがある場合 (システムレイヤを除く)、デフォルトでのラベルの優先度は、4、3、2、1で、レ
イヤ 4 の優先度が最も高くなります。
この文にはマップのレイヤ ID をすべてリストできますが、必ずしもすべての ID をリストする必
要はありません。ラベルの優先度リストの先頭には、どのレイヤ IDでも移動できます。レイヤ ID
のリストの残りの優先度は、移動前と変わりません。これについては、たとえば、次のように、

Set Map Order 3

3 番目のレイヤをリストの先頭に移動してレイヤの順序を変更する場合と同じです。
レイヤの順序を変更する (レイヤやグループ レイヤをレイヤ リスト内の特定の位置に移動する)
と、ラベルの優先度に影響し、リスト内で順位の高いレイヤであるほど、ラベルの優先度は高くな
ります。ただし、ラベルの優先度をカスタマイズすると、レイヤの順序は無効になります。レイヤ
の優先度をカスタマイズした後、レイヤの順序を変更しても、ラベルの優先度には影響しません。
Set Map LabelPriority Default は、ラベルの優先度をリセットして、デフォルトの順序 (ボトム
アップ方式) と一致させます。この順序は、[レイヤ管理] ウィンドウでのレイヤの描画順序と同じ
です。
ラベルはテーブル内のレコードの順序に従って表示されます。ラベル表示の優先度を変更するに
は、レコードが優先度順に並べ替えられた (最も重要なレコードが先頭) テーブルのコピーを保存
し、元のテーブルではなく、このテーブルをラベル描画用に使用します。道路名がアルファベット
順に並べ替えられたテーブル (StreetPro Display レイヤなど) では、マップに表示されるのは A、
B、Cなどで始まる道路のラベルだけになります。ラベル付けでは、"AberdeenStreet"などの小さ
な道路に、道案内や現在位置の確認に実際に役立つ "State Highway 177"などの幹線道路よりも高
い優先度が与えられます。
The label priority is the reverse of the layer list, so that the bottom most layer has the top label
priority.When adding a Gridline, it is initially the topmost layer, and its label priority is also forced to
be the top label priority.To help mimic this, if there is a Gridline layer when issuing a label priority
default, the Gridline layer label priority is forced toward the top.
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例
次の例は、マップ全体でラベル選択をオンにし、レイヤ 2 の優先度が最も高くなるようにラベル
の順序を設定しています。

Set Map Label Selection On Priority 2, 4, 3, 1

マップの座標系の管理
以下の句は、マップの座標系と使用されている距離の計算方法に影響します。

構文

Set Map
[ Window window_id ]
[ CoordSys... ]
[ Distance Type { Spherical | Cartesian } ]
[ XY Units xy_unit [
{ Display Decimal {On | Off } |
Display Grid [ { MGRS | USNG [ Datum datumid ] } ]
}
] ]

window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
xy_unit は、座標単位の名前を表す文字列です (メートルは "m"、度は "degree" など)。XY_Units
を degree に設定する場合、Display Decimal 句では小数度で表示するかどうかを指定します。
Display Decimal 句が On の場合は小数度、Off の場合は度/分/秒の表示になります。Display Grid
に設定すると、ミリタリー グリッド参照形式で表示されます。
datumid は、測地系 ID を表す数値式です。次のいずれかの値に評価される必要があります。

DATUMID_NAD27 (62)
DATUMID_NAD83 (74)
DATUMID_WGS84 (104)

注 : DATUMID_* は MapBasic.def に定義されています。WGS84 および NAD83 は同等
のものとして扱われます。

説明
CoordSys句はマップウィンドウに異なる座標系および投影法を割り当てます。CoordSys句構文
の詳細については、「CoordSys 句」を参照してください。
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MapBasic の座標系は Set CoordSys 文で明示的に設定する必要があり、SessionInfo() 関数で取
得できます。

注 : Set Map文に CoordSys句が含まれている場合、MapBasicアプリケーションの座標系
はマップの座標系と一致するように自動的に設定されます。

次の例では、マップの座標系と単位を変更するだけで、MapBasic の座標系には影響がありませ
ん。

Set Map XY Units "m" CoordSys Earth Projection 8,
33, "m", -55.5, 0, 0.9999, 304800, 0

Distance Type は、Spherical または Cartesian のいずれかです。マップ ウィンドウに含まれる
すべてのオブジェクトの距離、長さ、周囲長、面積が指定した計算方法で計算されます。ただし、
マップ ウィンドウの座標系が一般座標系の場合は、どちらのオプションを選択してもデカルト法
で計算され、マップ ウィンドウの座標系が緯度/経度の場合は、どちらのオプションを選択しても
球面法で計算されることに注意してください。
XY Units を使用して、X 座標と Y 座標を表示するために使用する (たとえば、ユーザがマップの
ステータスバーにカーソルの位置を表示するように指定した場合に使用する)座標単位の種類を指
定します。単位名には degree (経度/緯度) や、メートルを表す m のような距離単位を指定できま
す。
XY Units が degree の場合、Display Decimal 句で小数度 (On) または度/分/秒 (Off) を指定しま
す。XY Units が指定されている場合でも、Display Grid を使用することによってミリタリー グ
リッド参照システムで座標が表示されます。

Set Map XY Units "m" Display Grid
Set Map XY Units "degree" Display Grid
Set Map XY Units "degree" Display Decimal On
Set Map XY Units "degree" Display Decimal Off

次のコマンドは座標単位としてメートルを指定しています。

Set Map XY Units "m"

イメージのプロパティの管理
以下の句はイメージの再投影および再サンプリングに影響します。

構文

Set Map
[ Window window_id ]
[ Image
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[ Reprojection { None | Always | Auto } ]
[ Resampling { CubicConvolution | NearestNeighbor } ] ]

window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。

説明
imageには、Reprojectionと Resamplingという 2つのオプションがあります。そのいずれか、
または両方を image 句で使用できます。
Reprojection には、Always、Auto (自動)、および None の 3 つのオプションがあります。
• None では、ベクタ レイヤをラスタ レイヤに一致させることによって、ラスタ レイヤを以前の
(8.5 よりも前の) バージョンのように扱います。

• Always では、再投影が常に実行されます。緻密な数式に基づいて座標が計算され、"3 次たたみ
込み内挿法" または "最近隣内挿法" を使ってピクセルが再サンプリングされます。

• Autoでは、ソースイメージ空間への変換後に、ターゲットイメージの長方形がどのように見え
るかに基づいて、再投影を実行するかどうかが判断されます。"厳密な" 長方形 (上下 2 つの辺が
X軸と平行、かつ、左右 2つの辺が Y軸と平行)であった場合、従来の MapInfo Proコードと同
様に、標準的なWindows関数を使ってソースイメージが両方向に拡大されます。これが、出力
イメージを描画するための最速の方法です。両方向の拡大だけでは不十分な場合 (ソースイメー
ジ空間への変換後、ターゲット イメージの長方形の線が曲がったり歪んだりする場合)、再投影
コードが使用されます。

Resampling には Cubic Convolutionと Nearest Neighbor の 2 つのオプションがあります。
• CubicConvolution (3 次たたみ込み内挿法) は、ソース イメージからは (データの不連続性によっ
て)得ることのできないピクセル値を "復元"するという点において、最も優れた再サンプリング
手法と言えます。このとき、ターゲット イメージのピクセルは、ソース イメージの "基本"ピク
セルを中心とする 4x4 の正方格子を設定し、その格子内のピクセル値に基づいて計算されます
(つまり、求めたい点の周囲 16ピクセルの値に基づいて計算される)。基本ピクセルの座標 (通常
は実数)は、最適化された特殊な手順に基づき、ターゲットイメージの各ピクセルについて計算
されます。この正方格子内のピクセルは、基本ピクセル座標の仮数部に基づき、特殊な方法で重
み付けされます。

• NearestNeighbor (最近隣内挿法)は、単にソースイメージの基本ピクセルの値を現在のピクセル
位置に配置することによってイメージを再サンプリングする手法です。

マップ レイヤ グリッドラインの設定
このセクションでは、グリッドライン機能の設定について説明します。グリッドラインは、レイア
ウト ウィンドウで行と列を区切る視覚的なラインです。グリッドを使って、レイアウト ウィンド
ウ上でレイアウト枠の位置を整えることができます。
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構文

Set Map
[ Window window_id ]
[ Layer layer_id
Gridline
[ Spacing
[ [ Horizontal [ x_map ] [ Min x_paper Units x_paper_units ] ]
[ Vertical [ y_map ] [ Min y_paper Units y_paper_units ] ] ] |
[ Auto [ Horizontal x_paper Units x_paper_units ]
[ Vertical y_paper Units y_paper_units ] ] ]
[ Offset value Units paper_units ]
[ Label [ Left | Right | Top | Bottom | None ] [ Directionality [

Compass | Plusminus ] ] ]

window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
layer_id は、マップにおけるレイヤの元の位置に従って変更対象マップ レイヤを指定する番号で
す。1 は最前面のレイヤ番号です (最後に描画されたレイヤであるため、常に最前面に表示されま
す)。
x_map は、ズームしても変更されない正確な水平方向のグリッドライン間隔を用紙単位で設定す
る値です。
x_paper は、水平方向のグリッドラインの間隔を用紙単位で設定する値です。
x_paper_unitsは用紙単位名を表す文字列です。cm (センチメートル)、mm (ミリメートル)、in (イ
ンチ)、pt (ポイント)、およびパイカがあります。
y_map は、ズームしても変更されない正確な垂直方向のグリッドライン間隔を用紙単位で設定す
る値です。
y_paper は、垂直方向のグリッドラインの間隔を用紙単位で設定する値です。
y_paper_unitsは用紙単位名を表す文字列です。cm (センチメートル)、mm (ミリメートル)、in (イ
ンチ)、pt (ポイント)、およびパイカがあります。
value は用紙単位での値で、デフォルトは 5 ポイントです。
paper_unitsは用紙単位名を表す文字列です。cm (センチメートル)、mm (ミリメートル)、in (イン
チ)、pt (ポイント)、およびパイカがあります。
• 1 インチ (in) = 2.54 センチメートル、254 ミリメートル、6 パイカ、72 ポイント
• 1 ポイント (pt) = 0.01389 インチ、0.03528 センチメートル、0.35278 ミリメートル、0.08333
パイカ

• 1 パイカ = 0.16667 インチ、0.42333 センチメートル、4.23333 ミリメートル、12 ポイント
• 1センチメートル (cm) = 0.39370インチ、10ミリメートル、2.36220パイカ、28.34646ポイン
ト
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• 1ミリメートル (mm) = 0.1センチメートル、0.03937インチ、0.23622パイカ、2.83465ポイン
ト

説明
マップ間隔を指定する Horizontal 句と Vertical 句は、Gridline 句が自動 (Auto) 間隔に設定され
ているかどうかに関係なく適用されます。Gridline が自動間隔に設定されている場合、正確な間
隔値が与えられます。実際のマップの [グリッドライン] 間隔に基づいてピクセル単位での間隔が
再計算され、この値がその後のマップ ズームに使用されます。Gridline が自動間隔に設定されて
いない場合、Horizontal と Vertical の値は新しいマップ間隔として使用されます。
Min 間隔値を入力すると、グリッドラインの自動間隔設定が無効になります。Auto に設定する
と、グリッドラインの自動間隔設定が有効になります。
Auto句は、間隔を自動で設定します。Horizontalサブ句と Verticalサブ句は、間隔値を用紙単位
で指定するために使用します。この関数では、用紙間隔の設定値と現在のズームでのマップを使っ
て、どのマップ間隔を使用するかを決定します。Auto句を指定すると、ズーム中もグリッドライ
ンの間隔が維持されます。
ズーム中も変わらない正確なグリッドライン間隔を指定する場合は、x_map値と y_map値を使用
し、Auto句は使用しないでください。ただし、この設定にすると、都市レベルで操作するために
間隔を設定してから拡大して国全体を表示したりすると、グリッドラインが非常に密に生成され、
パフォーマンスが低下します。拡大するとグリッドラインの間隔が詰まりすぎて実用性のないマッ
プになるのを避けるため、グリッドラインの間隔は用紙単位の最小値に基づいて広くなるよう自動
的に調整されます。
Offset値は、マップの端 (内側)からグリッドラインラベルまでのオフセットです。これは用紙単
位での値で、デフォルトは 5 ポイントです。これは既存の Label Offset とは異なります。Label
Offset もグリッドラインで使用されますが、この値はグリッドライン自体からグリッドライン ラ
ベルまでのオフセットを意味します (水平方向のグリッドラインなら上下のオフセット、垂直方向
のグリッドラインなら左右のオフセット)。
Label 値は、グリッドライン ラベルのマップ上の表示位置を、位置を示す以下の句によって設定
します。
• Left: 水平方向グリッドラインのラベルをマップの左側に配置します。
• Right: 水平方向グリッドラインのラベルをマップの右側に配置します。
• Top: 垂直方向グリッドラインのラベルをマップの上側に配置します。
• Bottom 垂直方向グリッドラインのラベルをマップの下側に配置します。
• None: グリッドラインのラベルを表示しません。
Label Directionality は、緯度/経度座標系を使用するグリッドラインに適用されます。Compass
句を使用すると、ラベルに北 (N)、南 (S)、東 (E)、または西 (W) の方位が付加されて、ラベルが
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位置する地球半球が設定されます。Plusminus 句を使用すると、ラベルの前にマイナス記号が付
加されて、ラベルが位置する地球半球が設定されます。

グリッドラインがレイヤの場合のマップ レイヤの設定
このセクションでは、レイヤがグリッドライン レイヤの場合に Set Map Layer文で使用できる機
能について説明します。以下に示すすべてのサブ句は、次の句に続けて記述します。

Set Map [Window window_id] Layer layer_id

レイヤ

グリッドラインを操作する各機能:
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• Editable { On | Off }

使用できません。使用するとエラーが生成されます。

• Selectable { On | Off }

使用できません。使用するとエラーが生成されます。すべてのグリッドラインのスタイルが1つ
の単位として変更されます。

• Zoom ( min_zoom, max_zoom ) [ Units dist_units ] [ { On | Off } ]

使用できます。グリッドラインの間隔を自動で調整しない場合に便利です。

• Arrows { On | Off }

使用できません。使用するとエラーになります。

• Centroids { On | Off }

使用できません。使用するとエラーになります。

• Default Zoom

使用できません。使用するとエラーになります。

• Nodes { On | Off }

使用できません。使用するとエラーになります。

• Inflect num_inflections [ By Percent ] At color:value [ , color:value
]

使用できません。この句は、グリッドラインではない特定のタイプのレイヤ (グリッド、ラスタ、
WMS、タイル サーバなど) のみに使用できます。何も実行されません。またはエラーが生成さ
れます。

• Contrast contrast_value

使用できません。グリッドラインではない特定のタイプのレイヤのみに使用できます。何も実行
されません。またはエラーが生成されます。

• Brightness brightness_value

使用できません。グリッドラインではない特定のタイプのレイヤのみに使用できます。何も実行
されません。またはエラーが生成されます。
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• Alpha alpha_value

Translucency translucency_value

使用できます。

レイヤ ラベル

グリッドラインを操作する各機能:
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• Line { Simple | Arrow | None }

使用できません。デフォルト値は None で、値を設定しようとするとエラーが生成されます。

• Position [ Center ] [ { Above | Below } ] [ { Left | Right } ]

使用できます。ラベルを操作する場合と同様に適用されます。

• Auto Retry { On | Off }

使用できません。使用するとエラーが生成されます。

• Font ...

使用できます。

• Pen ...

使用できますが、引き出し線がなければ何も実行されません。

• With label_expr

使用できません。使用するとエラーが生成されます。

• Parallel { On | Off }

使用できます。垂直方向のグリッドライン ラベルが、グリッドラインと平行になるように90度
回転されます。

• Follow Path [ BestPosition { On | Off } ] [ Percent Over percent ] [
Fallback { On | Off } ]

使用できます。

• Visibility { On | Off | Zoom ( min_vis, max_vis ) [Units dist_unit ]
}

使用できます。カスタム ラベルを有効化または無効化する場合にも便利です。

• Auto { On | Off }

使用できます。自動ラベルの有効化または無効化のみを操作できます。

• Overlap { On | Off }

使用できます。デフォルトで、グリッドラインのラベルのオーバーラップは無効です。
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• PartialSegments { On | Off }

使用できません。使用するとエラーが生成されます。デフォルトで、部分ラベルは無効です。ラ
ベルは、ラインの中央ではなく先頭に配置されます。

• Duplicates { On | Off }

使用できません。使用するとエラーが生成されます。デフォルトで有効に設定されます (重複が
許可されます)。座標系、地球上の位置、またはラベルの書式によって、水平方向のグリッドラ
インラベルが垂直方向のラベルと同じになることがあります。また、グリッドラインの両端 (左
右または上下) にラベルを配置できるようにすると、常に重複して配置されます。グリッドライ
ンの使用時に重複を無効に設定することはできません。

• Max [ number_of_labels ]

使用できます。

• Offset offset_amount

使用できます。デフォルト値は 2ポイントです (単位は常にポイント)。これはグリッドライン自
体からグリッドライン ラベルまでのオフセット値です。水平方向のグリッドラインなら上下、
垂直方向のグリッドラインなら左右のオフセットになります。

• Default

使用できますが、グリッドラインの場合は何も実行されません。この操作は、カスタム ラベル
を削除し、デフォルトの自動ラベルを復帰しますが、カスタム ラベルを使用できないグリッド
ラインには作用しません。

• LabelAlpha alpha_value

使用できます。

• AutoPosition { On | Off }

AutoSizes { number_font_sizes | Default }

SuppressIfNoFit { On | Off }

AutoCallout { On | Off }

リージョンには使用できます。これらのオプションは、折れ線であるグリッドライン レイヤに
は作用しません。
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• Abbreviation { On | Off } Abbreviate with { field_expression }

使用できません。使用するとエラーが生成されます。

• Object

(この後に任意の句を指定)

使用できますが、これはカスタム ラベルを表します。カスタム ラベルとグリッドラインは同時
に操作できません。これを行うと、エラーが生成されます。

HotLink の管理
現在、HotLinkの設定は、Set Map 文 Layer Activate句を使用して永続化されます。これにより、
複数のHotLinkを定義できるようになりました。また、新しい項目の追加、既存の項目の属性の変
更、項目の削除や並べ替えも可能になりました。MapInfo Proでの従来の構文のサポートについて
は、「下位互換性をサポートするための例外」を参照してください。

目的
Activateは、新しい HotLinkを定義するために使用します。HotLinkを使用すると、マップウィン
ドウからファイルや URL を起動できます。

構文

Set Map
[ Window window_id ]
[ Layer layer_id
[ Activate LAYER_ACTIVATE_CLAUSES ] ]

LAYER_ACTIVATE_CLAUSESは次のとおりです。

Using launch_expr [ On { Labels | Objects | Labels Objects } ]
[ Relative Path { On | Off } ]
[ Enable { On | Off }]
[ Alias expression ]
[ ,LAYER_ACTIVATE_CLAUSES ]

window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
layer_id では変更するレイヤを指定します。2 バイト整数値 (たとえば、システム レイヤ以外で一
番上のレイヤを指定するには 1を使用します)または、マップに表示されるテーブル名を指定しま
す。
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launch_exprは、オブジェクトがアクティブになったときに起動するファイルの名前に解決される
式です。
expression は、設定される実際のファイル名の式 (URL またはファイル名) のプレースホルダで
す。

説明
Relative Path では、テーブルの保存場所からの相対パスでファイルへのリンクを定義できます。
例えば、C:\DATA\STATES.TABテーブルに C:\dataディレクトリに保存されたワークスペース
ファイルへの HotLink がある場合の例を説明します。New York のワークスペース ファイル
NEWYORK.WOR が C:\data\ny にあれば、New York に関連付けられた HotLink は
"NY\NEWYORK.WOR"となります。Relative Path を On に設定すると、HotLink 文字列の前に
.tabファイルへのパスが加えられます。この例では、起動文字列は "C:\DATA\NY\NEWYORK.WOR"
となります。

注 : URL として設定された HotLink は Relative Path の設定に関係なく、起動する前には
変更されません。HotLink が URL の場合 ShellAPI 関数の PAthIsURL を使用して URL を調
べます。

Enable句には、Onと Offという 2つのオプションがあります。Onに設定すると HotLink定義が
有効になり、Off に設定すると HotLink 定義が無効になります。
Enable 句を使用すると、ユーザは個々の HotLink について、定義を保持したまま HotLink を "オ
フ" にすることができます(10.0 より前のバージョンでは、ユーザが式に "" を設定することで、つ
まり元の式を消して HotLink を無効にしていました)。
アクティブオブジェクトとはURLやファイルなどに関連付けられたマップウィンドウのオブジェ
クトです。アクティブ オブジェクトは HotLink ツールでクリックするだけで関連付けられた URL
やファイルなどを起動します。たとえば、文字列 http://www.boston.comがマップのポイン
ト オブジェクトに関連付けられていれば、そのポイントまたはポイントのラベルをクリックする
だけでデフォルトのブラウザが起動し、http://www.boston.comサイトを表示します。マップ
オブジェクトに関連付けできるファイルの種類はMapInfoワークスペース (.wor)、テーブル (.tab)、
アプリケーションファイル (.mbx)、Word文書 (.doc)、実行形式ファイル (.exe)などがあります。
システムが "起動" 方法を認識している種類のファイルであれば、どのようなファイルでもマップ
オブジェクトに関連付けることができます。バージョン 10.0 からは、新しい "Alias" (別名) 句が
HotLink用に追加されました。この別名句は、実際のファイル名の式のプレースホルダとなる式を
設定するために使用します。現在の HotLink の実装では、ファイル名の式は URL またはファイル
名に設定できます。URL は非常に長くなる場合があり、複数の HotLink 定義が含まれるアクティ
ブな HotLink オブジェクトがクリックされると、URL が長すぎてポップアップ ウィンドウに全体
を表示することが難しくなります。この問題を解決するために、[エイリアス式] が GUI に追加さ
れました。機能はMapBasicのAliasキーワードと似ています。アクティブオブジェクトに複数の
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HotLink定義が含まれる場合、[エイリアス式]に有効な式を設定しておくと、ポップアップウィン
ドウには長い URL の代わりに別名が表示されます。

注 : エイリアス式がポップアップ ウィンドウに表示されるのは、この式がデフォルト値の
"None"以外に設定されている場合です。したがって、HotLink定義にエイリアス式を設定す
ることもしないことも可能です。Aliasキーワードを使わずにMapBasicで作成されたHotLink
では、GUI の [エイリアス式] に値 "None" が与えられます。

この例では、このコマンドは既存のすべての定義を消去し、1つ以上の新しい定義を作成します。
Using 句は必須です。また、launch_expr は空の文字列 ("" など) であってはなりません。Enable
句が指定され、Off に設定されていると、HotLink の定義が無効になります。
On、Relative Path、Enable、および Alias の各句は省略が可能です。
HotLink の詳細については、「新しい HotLink 定義の追加」、「既存の HotLink 定義の変更」、
「HotLink 定義の削除」、「HotLink 定義の並べ替え」を参照してください。

下位互換性をサポートするための例外
Using句は省略できますが、省略できるのは最初の HotLink定義だけです。空の Using式 ("")を指
定できますが、これも最初の HotLink 定義だけです。
Using 句の省略

次の 2 つのコマンドは、どちらも Using 句を省略しています。8.5 以前のバージョンでは、Using
句を設定するコマンドを発行していなくても、このコマンドによって 1つの (唯一の) HotLink定義
のプロパティが更新されます。9.0では、HotLink定義のないマップ レイヤが作成されるため、こ
れらのコマンドでは問題が発生します。
• Activate On Objects
• Activate Relative Path On

この問題を解決するために、最初の HotLink定義だけは空の式を設定することができます。9.0よ
りも前のバージョンと同様、式が空に設定されているHotLink定義は実際には無効です。Using句
を省略すると、9.0よりも前のアプリケーションまたはワークスペースから実行されたコマンドで
ない場合はエラーが生成されます。
空の Using 句

下記のコマンドはHotLinkの式に空の文字列を設定します。この場合、レイヤのHotLink機能は事
実上無効になります。実際には、この式のデフォルトは空の文字列であり、式に空ではない文字列
が設定されるまで HotLink 定義は無効になります。この方法は 8.5 以前のバージョンで Hotlink の
有効/無効を切り替えるために使われていました。9.0 では Set map Layer Activate Enable On/Off
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コマンドで明示的に有効/無効を指定できるため、Hotlink定義の式に空の文字列を設定できるのは
あまり望ましいことではありません。

Set Map Layer 1 Activate Using ""

この文によって空の式が設定されますが、これは最初の HotLink 定義だけです。9.0 よりも前の
バージョンと同様、式が空に設定されている HotLink は実際には無効です。
Set Map Layer Activateコマンドで Using句が省略されているか、空の Using句が指定されている
場合は、レイヤの HotLink の現在の状態に応じて処理が行われます。
次の表にさまざまなシナリオの例を示します。

結果HotLink の数処理

最初の HotLink の式に空の文字列を設定します。式に空ではない値が
設定されるまで、定義は実際には無効になります。

1 つ以上Activate Using " "

新しい HotLink 定義を作成し、その式を空に設定します。式に空では
ない値が設定されるまで、定義は実際には無効になります。

ゼロActivate Using " "

9.0よりも前のアプリケーションまたはワークスペースで実行された場
合:

• コマンドに指定された値で最初の HotLink 定義を更新します。式は
更新されません。

9.0 (あるいはそれ以降)のアプリケーションまたはワークスペースで実
行された場合:

• "Using 句がありません" という構文エラーが生成されます。

1 つ以上Activate On Objects

9.0よりも前のアプリケーションまたはワークスペースで実行された場
合:

• 新しい HotLink 定義を作成し、その式を空に設定します。また、コ
マンドに指定された値を適用します。式に空ではない値が設定され
るまで、定義は実際には無効になります。

9.0 (あるいはそれ以降)のアプリケーションまたはワークスペースで実
行された場合:

• "Using 句がありません" という構文エラーが生成されます。

ゼロActivate On Object

テーブルのメタデータを読み取る場合も、同様に処理されることに注意してください。
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例

Set Map Layer 1 Activate Using Url1 On Objects Relative Path Off Enable

On, Using Url2 On Objects Relative Path On Enable On

新しい HotLink 定義の追加
次の句は新しい HotLink定義をマップに追加します。Activate句の詳細については、「HotLinkの
管理」を参照してください。

構文

Set Map
[ Window window_id ]
[ Layer layer_id
[ Activate Add [First] LAYER_ACTIVATE_CLAUSES ] ]

LAYER_ACTIVATE_CLAUSESは次のとおりです。

Using launch_expr [ On { Labels | Objects | Labels Objects } ]
[ Relative Path { On | Off } ] [ Enable { On | Off } ]
[ Alias expression ] [ ,LAYER_ACTIVATE_CLAUSES ]

window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
layer_id では変更するレイヤを指定します。2 バイト整数値 (たとえば、システム レイヤ以外で一
番上のレイヤを指定するには 1を使用します)または、マップに表示されるテーブル名を指定しま
す。
launch_expr は空の文字列 ("" など) にしないでください。
expression は、設定される実際のファイル名の式 (URL またはファイル名) のプレースホルダで
す。

説明
First は、新しい項目をリストの最初に挿入するオプションです。
Enable句には、Onと Offという 2つのオプションがあります。Onに設定すると HotLink定義が
有効になり、Off に設定すると HotLink 定義が無効になります。
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例

Set Map Layer 1 Activate Add Using URL1 On Objects Relative Path On Alias

URL, Using URL2 On Objects Enabled Off
Set Map Layer 1 Activate Add First Using URL1 On Objects

既存の HotLink 定義の変更
次の句はマップの既存の HotLink定義を変更します。Activate句の詳細については、「HotLinkの
管理」を参照してください。

構文

Set Map
[ Window window_id ]
[ Layer layer_id
[ Activate Modify MODIFY_CLAUSES ] ]

MODIFY_CLAUSESは次のとおりです。

hotlink_id {
[ Using launch_expr ]
[ On { Labels | Objects | Labels Objects } ]
[ Relative Path { On | Off } ] [ Enable { On | Off }]
[ Alias expression ] }
[ , MODIFYCLAUSE ]

window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
layer_id では変更するレイヤを指定します。2 バイト整数値 (たとえば、システム レイヤ以外で一
番上のレイヤを指定するには 1を使用します)または、マップに表示されるテーブル名を指定しま
す。
hotlink_id は、変更する HotLink 定義を指定する (1 から始まる) 整数インデックスです。少なくと
も 1 つの hotlink_id を指定する必要があります。
launch_expr は空の文字列 ("" など) にしないでください。
expression は、設定される実際のファイル名の式 (URL またはファイル名) のプレースホルダで
す。

説明
Enable句には、Onと Offという 2つのオプションがあります。Onに設定すると HotLink定義が
有効になり、Off に設定すると HotLink 定義が無効になります。
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例

Set Map Layer 1 Activate Modify 1 Using URL1 On Objects Alias URL, 2
Relative Path Off
Set Map Layer 1 Activate Modify 2 On Objects, 4 On Labels
Set Map Layer 1 Activate Modify 3 Relative Path On Enable Off
Set Map Layer 1 Activate Modify 2 Enable Off, 3 Enable On

HotLink 定義の削除
次の句は新しい HotLink 定義をマップから削除します。Activate 句の詳細については、「HotLink
の管理」を参照してください。

構文

Set Map
[ Window window_id ]
[ Layer layer_id
[Activate Remove {
All | hotlink_id [ , hotlink_id, hotlink_id, ... ] } ] ]

window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
layer_id では変更するレイヤを指定します。2 バイト整数値 (たとえば、システム レイヤ以外で一
番上のレイヤを指定するには 1を使用します)または、マップに表示されるテーブル名を指定しま
す。
hotlink_id は、変更する HotLink 定義を指定する (1 から始まる) 整数インデックスです。少なくと
も 1 つの hotlink_id を指定する必要があります。

説明
All を指定すると、すべての HotLink 定義が削除されます。

例

Set Map Layer 1 Activate Remove 2, 4
Set Map Layer 1 Activate Remove All

HotLink 定義の並べ替え
次の句はマップの HotLink 定義を並べ替えます。Activate 句の詳細については、「HotLink の管
理」を参照してください。
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構文

Set Map
[ Window window_id ]
[ Layer layer_id
[ Activate Order hotlink_id [ , hotlink_id, hotlink_id, ... ] ] ]

window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
layer_id では変更するレイヤを指定します。2 バイト整数値 (たとえば、システム レイヤ以外で一
番上のレイヤを指定するには 1を使用します)または、マップに表示されるテーブル名を指定しま
す。
hotlink_id は、変更する HotLink 定義を指定する (1 から始まる) 整数インデックスです。少なくと
も 1 つの hotlink_id を指定する必要があります。

例

Set Map Layer 1 Activate Order 2, 3, 1

Set Map3D 文

目的
既存の 3D マップ ウィンドウの設定を変更します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィン
ドウから発行できます。

構文

Set Map3D
[ Window window_id ]
[ Camera [ Zoom factor | Pitch angle | Roll angle | Yaw angle |
Elevation angle Position (x,y,z) | FocalPoint (x,y,z) ] ]
[ Orientation ( vu_1, vu_2, vu_3, vpn_1, vpn_2, vpn_3,
clip_near, clip_far ) ] ]
[ Light [ Position ( x, y, z | Color lightcolor ] ]
[ Resolution ( res_x, res_y ) ]
[ Scale grid_scale ]
[ Background backgroundcolor ]
[ Refresh ]
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mapper_creation_string で、グリッドにマップ テクスチャを作成するコマンド文字列を指定しま
す。
factor では、ズームを設定する量を指定します。
angle は角度の度数です。ダイアログで指定する水平角度は 0 度から 360 度の範囲で、グリッド
の中心を軸にマップを回転します。ダイアログで指定する垂直角度は 0 度から 90 度の範囲で、
マップ上で開始点から直接上方への回転を測定します。
res_x と res_y は、x 方向と y 方向で取得するサンプル数です。数字を大きくすることでグリッド
解像度が上がります。解像度はグリッドの x、y の最大サイズまで上げることができます。グリッ
ドが 200 x 200の場合、解像度は 200 x 200が限度です。解像度をより上げることはできません。
小さい値を指定してください。
grid_scale はグリッドを z 方向に拡大する値です。1 より大きい値は z 方向のトポロジーを強調
し、1 より小さい値は z 方向のトポロジーを縮小します。
backgroundcolor は背景の色を設定します。色は RGB() 関数を使用して指定します。

説明
Set Map3D 文を使用して、作成済み 3D マップの設定を変更できます。その 3D マップを作成し
たときのテーブルが、ラベルの追加やジオメトリの変更により変更されている場合は、Refreshに
よってマッパーに変更が取得され、それらの変更に基づいて 3D マップが再作成されます。
Camera で、カメラの位置と方向を指定します。
Pitch はカメラ原点を中心に x 軸方向の回転を調整します。
Roll はカメラ原点を中心に z 軸方向の回転を調整します。
Yaw はカメラ原点を中心に y 軸方向の回転を調整します。
Elevation は、カメラ焦点を中心とした X 軸方向のカメラの回転を調整します。
Position はカメラや光源の位置を示します。
FocalPointでは、カメラや光源の焦点を指定します。
Orientation では、カメラの高さ (vu_1、vu_2、vu_3)、方向 (vpn_1、vpn_2、vpn_3)、クリップ
範囲 (clip_near、clip_far) (ビューの一貫性を保つために特に使用) を指定します。
Resolution は x 方向と y 方向で取得するサンプル数です。数字を大きくすることでグリッド解像
度が上がります。解像度はグリッドの x、y の最大サイズまで上げることができます。グリッドが
200 x 200の場合、解像度は 200 x 200が限度です。解像度をより上げることはできません。小さ
い値を指定してください。
Units では、グリッド値の単位を指定します。単位のないグリッド (温度や密度などを使用して作
成したグリッドなど) にこの値を指定しないでください。このオプションは 3D マップの作成時に
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必要です。グリッド値に関連付けられた単位がある場合は、3Dマップの作成時にそれらを指定し
てください。この設定は、Set Map3Dや [プロパティ]ダイアログボックスで後から変更すること
はできません。
Refresh を使用して、元のテーブルからテクスチャを再作成します。

例
以下の最後の行では、元の 3Dマップウィンドウの X、Y方向の解像度を変更し、Z方向のグリッ
ド強調を少なくし (1 より小さく設定)、背景色を黄色に変更します。

Dim win3D as Integer
Create Map3D Resolution(75,75) Resolution(100,100) Scale 2 Background
RGB(255,0,0)
win3D = FrontWindow()
Set Map3D Window win3D Resolution(150,100) Scale 0.75 Background
RGB(255,255,0)

関連項目

Create Map3D 文、Map3DInfo() 関数

Set Multitouch 文

目的
MapInfo Pro は、タッチスクリーン デバイスに対する 2 本の指によるピンチやパンのジェスチャ
で、マップの拡大縮小や移動を行う、マルチタッチ ジェスチャをサポートしています。この文は
マルチタッチ モードの On と Off を切り替えます。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィン
ドウから発行できます。

構文

Set Multitouch [ On | Off ]

On にすると、タッチスクリーン デバイスでマルチタッチ ジェスチャを使用して、マップの拡大
縮小や移動を行うことができます。
Off にすると、タッチスクリーン デバイスでのマルチタッチ ジェスチャが無効になります。
関連項目

Set Searchpoint Tolerance Touch 文
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Set Next Document 文

目的
MapInfo Proのドキュメントウィンドウの親を再設定します (たとえば、これによってマップウィ
ンドウをVisualBasicアプリケーションの子ウィンドウにすることができます)。この文は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Set Next Document
{ Parent HWND | Style style_flag | Parent HWND Style style_flag }

HWND は、親ウィンドウを識別する整数のウィンドウ ハンドルです。
style_flag は、ウィンドウ スタイルを示す整数コードです (下記の表を参照)。

説明
この文は、統合マッピングアプリケーションで使われます。統合マッピングについては、『MapBasic
ユーザーズ ガイド』を参照してください。
MapInfo Pro ウィンドウの親を再設定するには、Set Next Document 文を発行してから、ウィン
ドウを作成する文 (Map 文、Browse 文、Layout 文、Create Legend 文 のいずれか) を発行しま
す。
作成する MapInfo Pro ウィンドウの親となる既存ウィンドウを指定するには、Parent 句を使用し
ます。ウィンドウ スタイルを指定するには、Style 句を使用します。マップ ウィンドウなどのド
キュメント ウィンドウを作成する場合には、両方の句を使用します。
style_flag 引数には、次の表に示すコードのいずれかを指定する必要があります。コードは
MAPBASIC.DEF に定義されています。

次のドキュメント ウィンドウへの影響IDstyle_flag コード

このコードは、スタイル フラグをデフォルト値にリセットします
Set Next Document Style 1文を発行した後に、やはり子ウィンド
ウ スタイルを使いたくないと考え直した場合は、Set Next
Document Style 0 文を発行してスタイルをリセットします。

0WIN_STYLE_STANDARD
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次のドキュメント ウィンドウへの影響IDstyle_flag コード

次のウィンドウが子ウィンドウとして作成されます1WIN_STYLE_CHILD

次のウィンドウが最大高さのタイトルバー キャプションを持った
ポップアップ ウィンドウとして作成されます

2WIN_STYLE_POPUP_FULLCAPTION

次のウィンドウが半分の高さのタイトルバー キャプションを持っ
たポップアップ ウィンドウとして作成されます

3WIN_STYLE_POPUP

親とスタイルの設定は、新規ウィンドウを作成するまで有効となります。新規ウィンドウには、指
定された親とスタイル設定が適用されます。この後に続くウィンドウに対しては、デフォルトの親
とスタイルの設定に戻ります。2つ以上のウィンドウの親を再設定するには、作成する各ウィンド
ウに対して個別に Set Next Document 文を発行します。

注 : Create ButtonPad文を使用すると親とスタイルの設定が再設定されますが、新規ボタ
ン パッドの親は再設定されません。

この文は、ドキュメントウィンドウの親を再設定します。ダイアログボックスウィンドウの親を
再設定するには、Set Application Window文を使用してください。情報ウィンドウなどの特別な
ウィンドウの親を再設定するには、Set Window 文を使用してください。

例
サンプル プログラム LEGENDS.MB では、次の文を使用して、マップ ウィンドウの中に主題図凡
例ウィンドウを作成します。

Dim win As Integer
win = FrontWindow()
...
Set Next Document
Parent WindowInfo(win, WIN_INFO_WND)
Style 1
Create Legend From Window win

関連項目

Set Application Window 文、Set Window 文
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Set Paper Units 文

目的
スクリーン ウィンドウのサイズと位置を示す用紙単位を設定します。 この文は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Set Paper Units unit

unit は用紙単位の名前を表す文字列です (たとえば、センチメートルなら "cm")。

説明
Set Paper Units 文を使用して、MapBasic の用紙単位を変更できます。
用紙単位は "mm" (ミリメートル) などの小さな測定単位です。MapBasic ではデフォルトの用紙単
位として "in" (インチ)を使用しており、Set Paper Units文が実行されない限り用紙単位としてこ
れが使用されます。
MapBasicの一部の文 (Set Window文など)には、Position、Width、Heightといった句がありま
す。これらによって、MapBasicプログラムは画面上でのウィンドウのサイズや位置を再設定する
ことができます。Position、Width、Heightの各句で指定する数では、MapBasicの用紙単位を使
用します。たとえば、Set Window 文である Set Window Width 5 により、ウィンドウの幅が
再設定されます。ウィンドウの新しい幅は、使用している用紙単位によって決まります。MapBasic
で現在 "in" を用紙単位として使用しているならば、この Set Window 文によってマップの幅は 5
インチになります。
MapBasicで現在 "cm"が用紙単位として使用されているならば、この Set Map 文によってマップ
の幅は 5 センチメートルになります。
MapBasicの用紙単位は内部的なものであり、エンドユーザには見えません。ユーザが用紙測定単
位を表示する操作を行うとき、画面に表示される測定単位はMapBasicの内部的な用紙単位とは無
関係です。
Units パラメータは次の表に示すいずれかの値でなければなりません。
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単位換算表される用紙単位単位名

1 センチメートル = 0.39370 インチ、10 ミリメートル、2.36220 パイカ、
28.34646 ポイント

センチメートル"cm"

1 インチ = 2.54 センチメートル、254 ミリメートル、6 パイカ、72 ポイントインチ"in"

1 ミリメートル = 0.1 センチメートル、0.03937 インチ、0.23622 パイカ、
2.83465 ポイント

ミリメートル"mm"

1 ポイント = 0.01389 インチ、0.03528 センチメートル、0.35278 ミリメート
ル、0.08333 パイカ

ポイント"pt"

1パイカ = 0.16667インチ、0.42333センチメートル、4.23333ミリメートル、
12 ポイント

パイカ"pica"

関連項目

Set Area Units 文、Set Distance Units 文

Set Path 文

目的
特定の MapInfo ファイルにアクセスするために環境設定ダイアログで初めに定義された特別な
MapInfo Pro ディレクトリのパスをプログラムで設定できるようにします。 この文は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Set Path current_path_id path

current_path_id には、次のいずれかの値を指定します。

PREFERENCE_PATH_TABLE (0)
PREFERENCE_PATH_WORKSPACE (1)
PREFERENCE_PATH_MBX (2)
PREFERENCE_PATH_IMPORT (3)
PREFERENCE_PATH_SQLQUERY (4)
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PREFERENCE_PATH_THEMETHEMPLATE (5)
PREFERENCE_PATH_MIQUERY (6)
PREFERENCE_PATH_NEWGRID (7)
PREFERENCE_PATH_CRYSTAL (8)
PREFERENCE_PATH_GRAPHSUPPORT (9)
PREFERENCE_PATH_REMOTETABLE (10)
PREFERENCE_PATH_SHAPEFILE (11)
PREFERENCE_PATH_WFSTABLE (12)
PREFERENCE_PATH_WMSTABLE (13)

path は、これらのファイルに使用するディレクトリまたはフォルダを表す文字列値です。

説明
Set Path文で特別なMapInfo設定ディレクトリの IDを指定すると、それをプログラムで設定でき
ます。MapInfo の特別なディレクトリの例としては、新しいネイティブな MapInfo テーブルが書
き出されるデフォルトの保存場所があります。

例

include "mapbasic.def"
declare sub main
sub main
Set Path PREFERENCE_PATH_WORKSPACE "C:\Temp\"
Print GetCurrentPath$(PREFERENCE_PATH_WORKSPACE)
end sub

関連項目

GetPreferencePath$() 関数

Set PrismMap 文

目的
既存のプリズム マップ ウィンドウの設定を変更します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic
ウィンドウから発行できます。

構文

Set PrismMap
[Window window_id ]

1007MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



[ Camera [ Zoom factor | Pitch angle | Roll angle | Yaw angle |
Elevation angle Position ( x,y,z ) |
FocalPoint ( x,y,z ) ] ]
[ Orientation ( vu_1, vu_2, vu_3, vpn_1, vpn_2, vpn_3,
clip_near, clip_far ) ] ]
[ Light [ Position ( x,y,z ) | Color lightcolor ] ]
[ Scale grid_scale ]
[ Background backgroundcolor ]
[ Label With infotips_expr ]
[ Refresh ]

window_idはグリッドレイヤを含むマップウィンドウのウィンドウ識別子です。グリッドレイヤ
が含まれていないとエラー メッセージが表示されます。
mapper_creation_string で、グリッドにマップ テクスチャを作成するコマンド文字列を指定しま
す。
Camera で、カメラの位置と方向を指定します。
angle は角度の度数です。ダイアログで指定する水平角度は 0 度から 360 度の範囲で、グリッド
の中心を軸にマップを回転します。ダイアログで指定する垂直角度は 0 度から 90 度の範囲で、
マップ上で開始点から直接上方への回転を測定します。
Pitch では、カメラ原点を中心とした X 軸方向のカメラの回転を調整します。
Roll では、カメラ原点を中心とした Z 軸方向のカメラの回転を調整します。
Yaw では、カメラ原点を中心とした Y 軸方向のカメラの回転を調整します。
Elevation は、カメラ焦点を中心とした X 軸方向のカメラの回転を調整します。
Position では、カメラや光源の位置を指定します。
FocalPointでは、カメラや光源の焦点を指定します。
Orientation では、カメラの高さ (vu_1、vu_2、vu_3)、方向 (vpn_1、vpn_2、vpn_3)、クリップ
範囲 (clip_near、clip_far) (ビューの一貫性を保つために特に使用) を指定します。
backgroundcolor は背景の色を設定します。色は RGB() 関数を使用して指定します。
infotips_expr は情報チップ用の式です。
Refresh を使用して、元のテーブルからテクスチャを再作成します。

説明
Set PrismMap 文を使用して、作成済みプリズム マップの設定を変更できます。
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例
以下の例では、元のプリズムマップウィンドウの x、y方向の解像度を変更し、z方向のグリッド
の強調を少なくし (1 より小さくし)、黄色い背景色に設定します。

Dim win3D as Integer
Create PrismMap Resolution(75,75) Resolution(100,100) Scale 2 Background

RGB(255,0,0)
win3D = FrontWindow()
Set PrismMap Window win3D Resolution(150,100) Scale 0.75 Background
RGB(255,255,0)

関連項目

Create PrismMap 文、PrismMapInfo() 関数

Set ProgressBars 文

目的
進行状況バー ダイアログ ボックスの表示と非表示を切り替えます。 この文は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Set ProgressBars { On | Off }

説明
MapBasic文の中には、Create Object文（302ページ）Create Object As Buffer文のように、進行
状況バー ダイアログ ボックス (完了度を示す水平のバーと [キャンセル] ボタンを表示するダイア
ログ ボックス) を自動的に表示するものがあります。進行状況バー ダイアログ ボックスを表示し
ないようにする場合はSet ProgressBars Off文を使用してください。このダイアログボックスを
表示しないようにすると、ユーザが [キャンセル] ボタンをクリックすることによって操作が中断
されないようにできます。進行状況バー ダイアログ ボックスの表示を復活させたい場合は Set
ProgressBars On 文を使用してください。
コンパイル済みの MapBasic アプリケーション (MBX ファイル) から Set ProgressBars Off 文を
発行すると、MBXファイルによる進行状況バーダイアログボックスのみが無効化されます。ユー
ザの操作によって、進行状況バーを表示することもできます。また、RunMenuCommand文は、
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ユーザがメニュー コマンドを選択した状態を模倣するため、Run Menu Command 文でも進行状
況バーの表示が可能です。
ユーザの操作や Run Menu Command 文による進行状況バー ダイアログ ボックスの表示を無効
にするには、Set ProgressBars Off 文を MapBasic ウィンドウ内に入力します (あるいは OLE
オートメーションまたは DDE を使用して MapInfo Pro にコマンドを送ります)。
アプリケーションで Set Window MapInfo Min 文を使用して MapInfo Pro を最小化する場合、進
行状況バーを表示しないようにする必要があります。MapInfo Pro が最小化されているときに進
行状況バーが表示されると、MapInfo Pro が最小化されている限り進行状況バーがフリーズしま
す。進行状況バーの表示を無効にすると、MapInfo Pro が最小化されていても操作を継続するこ
とができます。

関連項目

ProgressBar 文、Run Menu Command 文

Set Redistricter 文

目的
領域編成セッション中に、領域テーブルの特性を変更します。この文は、MapInfoProのMapBasic
ウィンドウから発行できます。

構文 1 (Change)

Set Redistricter districts_table
[ Change district_name
[ To new_district_name ] [ Pen... ] [ Brush... ] [ Symbol... ] ]
[ Add new_district_name [ Pen... ] [ Brush... ] [ Symbol... ] ]
[ Remove district_name ]

構文 2 (Order)

Set Redistricter districts_table
Order { "Alpha" | "MRU" | "Unordered" }
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構文 3 (Percentage)

Set Redistricter districts_table
Percentage from { column | row }

構文 4 (Target)

Set Redistricter districts_table
Target district_name

構文 5 (Selection)

Set Redistricter districts_table
Selection { As | To } Target

districts_table は、領域テーブルの名前です (Districts など)。
district_name は、既存の領域の名前を表す文字列です。
new_district_nameは、新しい領域名を表す文字列です。領域を追加したり既存の領域の名前を変
更したりするときに使用します。
Pen はライン スタイルを指定する有効な Pen 句です。たとえば、Pen MakePen (width, pattern,
color) などを指定します。
Brushはフィルスタイルを指定する有効なBrush句です。たとえば、BrushMakeBrush (pattern,
forecolor, backcolor) などを指定します。
Symbolはポイントスタイルを指定する有効なSymbol句です。たとえば、SymbolMakeSymbol
(shape, color, size) などを指定します。

説明
Set Redistricterを使用して、領域編成セッションの間に使われる領域セットを変更します。領域
編成セッションを開始するには、Create Redistricter 文を使用します。領域編成の詳細について
は、MapInfo Pro のマニュアルを参照してください。
1つまたは複数の領域を追加、削除、または変更するには、構文1を使用します。領域に関連付け
られている名前または図形スタイル、あるいはその両方を変更するには、Change 句を使用しま
す。新しい領域を追加するには、Add 句を使用します。既存の領域を削除するには、Remove 句
を使用します。なお、ある領域を削除すると、その領域に割り当てられていたマップ オブジェク
トが "その他すべて" の領域に再割り当てされます。
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district_nameパラメータと new_district_nameパラメータは、たとえ領域フィールドが数値であっ
ても、必ず文字列式を指定します。たとえば、数値 33を表す領域を参照するには、文字列式 "33"
を指定します。
領域ブラウザでの行の順序を変えるには、構文 2 を使用します。アルファベット順を使用するに
は、“Alpha” を指定します。最後に使用した領域を領域ブラウザの最上行に表示するには、"MRU"
を指定します。領域を領域ブラウザの最下行に追加順に加えたい場合は、"Unordered"を指定しま
す。
ターゲット領域を名前で指定するには、構文 4を使用します。空の文字列 " "を使用すると、ター
ゲットが非指定領域でなければならないことを指定できます。
選択オブジェクトの領域をターゲット領域にすると指定するには、構文 5 の As 形式を使用しま
す。この構文は、オブジェクトが 1 つだけ選択されており、そのオブジェクトがソース テーブル
に存在する場合のみ、正しく動作します。この操作は、[領域編成] メニューの [ターゲット領域の
設定]メニュー項目を使用した場合の操作に似ていますが、クエリ結果を選択対象にできる点が異
なります。
選択内容を現在のターゲット領域に加えるように指定するには、構文 5の To形式を使用します。
この操作は、選択したオブジェクトがソース テーブルに存在する場合のみ、正しく動作します。
この操作は、[領域編成]メニューの [選択したオブジェクトを領域へ追加]メニュー項目を使用した
場合の操作に似ていますが、クエリ結果を選択対象にできる点が異なります。

例
領域編成セッションが有効になると、以下の文により新しい領域が追加されます。

Set Redistricter Districts
Add "NorthWest" Brush MakeBrush(2, 255, 0)

次の文は "NE" 領域の名前を "NorthEast" に変更します。この種類の変更は、領域編成中のテーブ
ルに影響を及ぼすので注意してください。最初は、"NE" 領域に属しているすべての行で、領域
フィールドに "NE" が格納されています。Set Redistricter... Change 文を発行した後は、各行の
領域フィールドに "NorthEast" が格納されます。

Set Redistricter Districts
Change "NE" To "NorthEast"

次の文は "NorthEast" 領域を領域テーブルから削除します。

Set Redistricter Districts
Remove "NorthWest"
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次の文は領域ブラウザでの行の順番を、最後に使用した領域が一番上に表示されるように設定しま
す。

Set Redistricter Districts
Order "MRU"

次の文は、領域 "NorthEast" をターゲットにします。

Set Redistricter Districts
Target "NorthEast"

次の文は、州 "Alberta" を現在含む領域をターゲットにします。

Select * from CANADA Where Province_Name = "Alberta"
Set Redistricter Districts
Selection As Target

次の文は、1994 年の人口が 10 万人未満であった州を現在のターゲット領域として指定します。

Select * from CANADA Where Pop_1994 < 100000
Set Redistricter Districts
Selection To Target

関連項目

Create Redistricter 文

Set Resolution 文

目的
オブジェクト編集の解像度を設定します。これはあるオブジェクトを別のタイプのオブジェクトに
変換するときにオブジェクトに割り当てられるノードの数を制御します。この文は、MapInfo Pro
の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Set Resolution node_limit

node_limit は、2 から 1,048,570 の範囲の 2 バイト整数です。デフォルトは 100 です。
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説明
円または弧をリージョンまたは折れ線に変換すると、デフォルトでは MapInfo Pro によって 1 つ
の円に対して 100 個のノードが割り当てられます。1 つの円に対して割り当てられるノード数を
変更するには、Set Resolution 文を使用します。この解像度の設定値を大きくすると、滑らかな
曲線のオブジェクトに変換することができます。
Set Resolution 文は、ユーザがその後に実行する [リージョンへ変換] コマンドや [折れ線へ変換]
コマンドなどの操作に影響を与えます。この解像度設定は、MapBasicの一部の文や関数にも影響
を与えます。たとえば、ConvertToRegion()関数やConvertToPline()関数が影響を受けます。さ
らに、MapInfo Pro が自動変換を実行する操作 (たとえば、オブジェクト分割やオブジェクト併合
など) にも影響を与えます。
しかし、バッファ操作は Set Resolution 文の影響を受けません。Create Object As Buffer 文に
も Buffer() 関数にも resolution パラメータがあり、これによってバッファ解像度を明示的に指定
できます。
関連項目

ConvertToPline() 関数、ConvertToRegion() 関数

Set Shade 文

目的
主題図レイヤを変更します。この文は、MapInfo ProのMapBasicウィンドウから発行できます。

構文

Set Shade
[ Window window_id ] { map_layer_id | "table ( theme_layer_id )" }
[ Style Replace { On | Off } ]
...

window_id は整数のウィンドウ識別子です。
map_layer_id は、主題図レイヤのレイヤ番号を表す 2 バイト整数値です。
table は、主題図レイヤの基礎となるテーブルの名前です。
theme_layer_idは、変更する主題図レイヤを表す 1以上の 2バイト整数値です (1は最初に作成し
た主題図レイヤを表します)。
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説明
Shade 文で主題図レイヤを作成した後、Set Shade 文を使用して、その主題図レイヤの設定を変
更することができます。Set Shade 文の発行は、[主題図の変更] コマンド ([凡例] タブ) のクリッ
クに相当します。Set Shade文の構文は Shade文の構文と似ていますが、Set Shade文でマップ
レイヤを指定する方法が異なります。Set Shade 文では、次のようにレイヤ番号でレイヤを指定
できます。

Set Shade
Window i_map_winid
2
With Num_Hh_90
Graduated 0.0:0 11000000:24 Vary Size By "SQRT"

また、Set Shade 文では、次のようにテーブル (レイヤの基礎となった基本テーブル) の名前の後
に括弧で囲んだ番号を付けてマップ レイヤを指定することもできます。

Set Shade
Window i_map_winid
"States(1)"
With Num_Hh_90
Graduated 0.0:0 11000000:24 Vary Size By "SQRT"

括弧内の数字は主題図レイヤの番号です。たとえば、States テーブルに基づいている最初の主題
図レイヤを修正するには、States(1) と指定します。
Style Replace On (デフォルト) と指定すると、主題図の下のレイヤが描画されません。
Style Replace Off の場合は、主題図の下のレイヤが描画されます。これにより、複数の可変主題
図を透過させて表示できます。
デフォルトでは、Style Replace On が設定されています。これは、既存の動作との下位互換を実
現するための設定で、下のレイヤが描画されません。
関連項目

Shade 文

Set Searchpoint Tolerance Touch 文

目的
タッチ スクリーンのタッチ許容レベルを設定します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィ
ンドウから発行できます。
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構文

Set Searchpoint Tolerance Touch { val }

val でタッチ スクリーン デバイスのタッチ許容レベルを設定します。値の範囲は 3 ～ 50 です。

説明
Set Searchpoint Tolerance Touch 文は、タッチ スクリーン デバイスのタッチ許容レベルを設定
するときに使います。この文は、SearchPoint() 関数のタッチ許容レベルにのみ適用され、
SearchPoint() 関数の使用時にタッチ対象範囲を変更するために使用されます。タッチ スクリー
ンデバイスのデフォルトのタッチ許容レベルは15に設定されています。この文を使用すると、許
容レベルを 3 ～ 50 の範囲で変更できます。

Set Style 文

目的
ペン、ブラシ、シンボル、またはフォントの現在のスタイルを再設定します。この文は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Set Style
{ Brush... | Font... | Pen... |
BorderPen | LinePen | Symbol... }

Font は、テキスト スタイルを指定するための有効な Font 句です。
Pen はライン スタイルを指定する有効な Pen 句です。
Brush はフィル スタイルを指定する有効な Brush 句です。
Symbol はポイント スタイルを指定する有効な Symbol 句です。
BorderPen は、境界線スタイルを指定する Pen 句を取ります。
LinePen は、ライン スタイルを指定する Pen 句を取ります。
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説明
Set Style文を使用して、現在使用されている Pen、Brush、Symbol、または Fontのスタイルを
再設定できます。
Pen 句では、ライン スタイルと境界線スタイルの両方を設定します。それぞれを個別に設定する
には、LinePen句でラインを設定し、BorderPen句で境界線を設定します。ユーザがマップウィ
ンドウまたはレイアウト ウィンドウに新しい図形オブジェクトを描画する場合は、現在使用され
ている Font、Pen、Brush、または Symbol スタイル、あるいはこれらの組み合わせを使用して
オブジェクトが作成されます。

例
Brush、Symbol、Font の例 :

Include "mapbasic.def"
Set Style Brush MakeBrush(64, CYAN, BLUE)
Set Style Symbol MakeSymbol( 9, BLUE, 14)
Set Style Font MakeFont("Arial", 1, 14, BLACK,WHITE)

Pen の例 :

次の例では、ライン ペンと境界線ペンを赤に設定します。

Include "mapbasic.def"
Set Style Pen MakePen(3, 9, RED)

LinePen と BorderPen の例 :

次の例では、ライン ペンを赤に、境界線ペンを緑に設定します。

Include "mapbasic.def"
Set Style LinePen MakePen(6, 77, RED)
Set Style BorderPen MakePen(6, 77, GREEN)

関連項目

CurrentBrush() 関数、CurrentFont() 関数、CurrentPen() 関数、CurrentSymbol() 関数、
MakeBrush() 関数、MakeFont() 関数、MakePen() 関数、MakeSymbol() 関数、RGB() 関数
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Set Table 文

目的
開いているテーブルの各種設定を行います。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウか
ら発行できます。

構文

Set Table tablename
[ FastEdit { On | Off } ]
[ Undo { On | Off } ]
[ ReadOnly ]
[ Seamless { On | Off } [ Preserve ] ]
[ UserMap { On | Off } ]
[ UserBrowse { On | Off } ]
[ UserClose { On | Off } ]
[ UserEdit { On | Off } ]
[ UserRemoveMap { On | Off } ]
[ UserDisplayMap { On | Off } ]
[ Persist { On | Off } ]
[ Datum datum_number ]
[ Description layer_name ]
[ InUse { ReadAccess | WriteAccess | Off } unique_token ]
[ ReDraw { On | Off } ]
[ Adopt Transaction ]

tablename は、設定するテーブルの名前を表す文字列です。
layer_name は、レイヤのわかりやすい名前です。
unique_token は、テーブルを "未使用" に設定するときに再び使われる文字列です。
Adopt Transaction を指定すると、MapXtreme.NET で作成したトランザクション ファイルを
MapInfoPro で開かれているテーブルに取り入れることができます。

説明
Set Table 文を使用して、テーブル編集の可否と方法に関連する設定を制御できます。Set Table
文を使用すると、テーブルに読み取り専用のフラグを付けることができます (ユーザがテーブルに
変更を加えられないようにするため)。また、Set Table では、編集パフォーマンスを向上させる
ために安全機構を無効化する特別な編集モードのオン/オフを制御することもできます。
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Datumは、ネイティブテーブルの測地系のインデックス情報をマップファイルに書き込みます。
楕円体インデックス、3つの移動パラメータ、3つの回転パラメータ、縮尺パラメータなどが書き
込まれます。同一の測地系もあるため、この文は測地系インデックスをすべての測地系パラメータ
と共にメモリに保存し、マップ ファイルにそれを書き出します。
Persist Off 句は、ワークスペースの保存時にテーブルをワークスペースに書き込まないように設
定します。Persist または Persist On 句は、Persist Off に設定されているテーブルを、ワークス
ペースの保存時にワークスペースに書き込む設定に戻します。
Description は、MapInfo Pro で現在開いている TAB ファイルの Description セクションにあ
る Definition フィールドを使用して、レイヤにデフォルトのわかりやすい名前を割り当てま
す。開いている TAB ファイルの Description プロパティを削除するには、空の文字列を使用しま
す。

Set table tablename description ""

InUse句は、使用中のテーブルを閉じたり編集したりできないように保護します。テーブルに対し
てバックグラウンド タスクを実行し、テーブルを "未使用" に設定するまで更新できないようにす
るときに役立ちます。ReadAccessおよびWriteAccessトークンを使用すると、使用中のテーブ
ルに対して実行できるアクセスの種類を指定できます。Offトークンは、テーブルを "未使用"に設
定します。テーブルを "使用中"に設定するときに、一意の文字列 unique_tokenを使用します。そ
のテーブルを "未使用" に設定するときも、同じ文字列を使用します。テーブルが使用中かどうか
を確認するには、Set Table 文で TAB_INFO_INUSE属性を使用します。この句を使用するとき
は、次の点を考慮してください。
• 書き込みアクセスでは、テーブルを "使用中"に設定できるのは一度だけです。書き込みアクセス
は排他的なので、テーブルを "未使用" に設定するまでは、再び "使用中" に設定することはでき
ません。

• 読み取りアクセスでは、異なるトークン文字列を使用する複数のタスクによって、何度でもテー
ブルを "使用中" に設定できます。

• 複数のタスクがテーブルを "使用中"に設定したときは、それらすべてのタスクがテーブルを "未
使用" に設定するまで、テーブルは未使用と見なされません。

• 編集中のテーブルを "使用中"に設定することはできません。先にすべての編集内容を保存または
削除する必要があります。

• 読み取り専用のテーブルを書き込みアクセスで "使用中" に設定することはできせん。
• FastEditモードを使用しているテーブルを書き込みアクセスで "使用中"に設定することはできま
せん。

• シームレス テーブルおよびラスタ テーブルを "使用中" に設定することはできません。
• クエリ テーブルを "使用中" に設定すると、その基本テーブルは使用中と見なされ、すべての依
存テーブル (クエリ) は編集できなくなりますが、閉じることはできます。

• 結合テーブルを "使用中" に設定すると、そのすべての基本テーブルは使用中と見なされ、依存
テーブル (クエリ) は編集できなくなりますが、閉じることはできます。
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FastEdit モードの設定
通常、MapInfo Proはテーブルが (ユーザまたはMapBasicアプリケーションによって)編集される
たびに、編集内容を直ちにテーブルに書き込んでいるわけではありません。そうではなく、編集内
容に関する情報をトランザクション ファイルという一時ファイルに保管しています。テーブルに
直接書き込まずにトランザクション ファイルに書き込むことにより、ユーザに編集内容を破棄す
る (たとえば、[テーブルの復帰] コマンドをクリックする) 機会を提供しているのです。
Set Table 文を使って FastEdit モードを On に設定すると、MapInfo Pro ではトランザクション
ファイルに書き込む中間手順を実行せずにテーブルに直接編集情報を書き込むようになります。
FastEdit モードをオンにすることで、以降の編集操作を大幅に高速化できます。
FastEdit モードがオンの間は、Commit Table 文を発行しなくてもテーブル編集が即座に適用さ
れます。[テーブルを閉じる] または [テーブルの復帰] コマンドをクリックして編集内容を破棄す
ることができなくなるので、FastEdit モードの使用には注意が必要です。
FastEditモードをオンにできるのは、通常の基本テーブルに限られます。Query1のような一時的
な検索テーブルに対して FastEdit モードをオンにすることはできません。変更内容がまだ保存さ
れていないテーブルに対して FastEditモードをオンにすることはできません。リンクテーブルに
対して FastEdit モードをオンにすることはできません。
注意 : FastEdit モードで開かれているテーブルを、他のネットワーク ユーザが開くことはできま
せん。FastEdit モードですべての編集を完了したら、他のネットワーク ユーザがアクセスできる
ように、Commit Table 文または Rollback 文を発行し、ファイルを再設定してください。
オプションの ReadOnly 句を使用すると、テーブルが読み取り専用に設定されるので、ユーザは
その MapInfo Proセッションでそれ以降はそのテーブルを編集できなくなります。Set Table文で
読み取り専用モードをオフにすることはできません。なお、Open Table文にReadOnlyキーワー
ドを追加することによっても、読み取り専用モードを有効にすることができます。
通常、MapInfo Proは編集操作が行われるたびに、その編集に関する情報をメモリに格納します。
そのため、ユーザは [元に戻す]コマンドを選択することができます。Set Table文を使って Undo
モードを Offに設定すると、MapInfo Proは編集ごとに回復情報を保存しなくなります。これによ
り、以降の編集操作を大幅に高速化できます。

シームレス テーブルの扱い方
シームレス テーブルはグループとして扱うことのできる他のテーブルのリストを定義するもので
す。シームレス テーブルの概要については、MapInfo Pro のマニュアルを参照してください。
Seamless 句を使用すると、テーブルのシームレス動作を有効または無効にできます。Seamless
Offを指定すると、シームレス動作が無効になり、シームレステーブルを定義する個々の行にアク
セスできるようになります。シームレス動作を再開するには、Seamless On を指定します。
Preserve キーワードを含めると、その効果は永久的となり、変更がテーブルに書き込まれます。
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Preserve キーワードを省略すると、その効果は一時的なものとなり、そのセッションの残りの間
のみ継続されます。
User...句では、ユーザがテーブルに対して実行できる操作を制限できます。ユーザが間違ってテー
ブルやウィンドウを開けたり閉じたり変更したりするのを防ぐためには、これらの句は大変便利で
す。
これらの句の対象になるのはユーザ インターフェイスだけです。つまり、UserMap Off を指定す
ると、ユーザがマップウィンドウでテーブルを開くことはできなくなりますが、MapBasicプログ
ラムからは開くことができます。

注 : これらの句はシステム レイヤには使用できません。

効果例

テーブルは [マップ ウィンドウを表示] や [レイヤの追加] ダイアログ ボックスには表示
されません。

UserMap Off

テーブルは [ブラウザ ウィンドウを表示] ダイアログ ボックスには表示されません。UserBrowse Off

テーブルは [テーブルを閉じる] ダイアログ ボックスには表示されません。UserClose Off

テーブルはユーザ インターフェイスを使用して編集することができません。ブラウザ
ウィンドウと情報ウィンドウは編集できず、マップレイヤは編集可能にすることができ
ません。

UserEdit Off

このテーブルがマップウィンドウに表示された場合、このテーブルに関して [削除]ボタ
ン ([レイヤ管理] ウィンドウ内) が無効になります。

UserRemoveMap Off

このテーブルがマップウィンドウに表示された場合、このテーブルに関して [可視]チェッ
ク ボックス ([レイヤ管理] ウィンドウ内) が無効になります。

UserDisplayMap Off

マップの再描画の一時停止
ReDraw句は、挿入、更新、削除などの操作によってテーブルに変更が加えられた場合に、マップ
の再描画を一時停止します。これは、テーブルに対する複数の更新を処理している場合に便利で
す。テーブルの更新後までマップ ウィンドウの更新を遅らせる方が効率的だからです。これによ
り、マップの複雑さやテーブル更新操作にもよりますが、全体的な処理時間は大幅に短縮されま
す。
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ReDraw 句は、次の例に示すように、一連のテーブル更新操作を囲む形で記述します。

Set Table Test REDRAW OFF
For I = 1 to 1000
' Insert | Update | Delete statement against Test
Next
Set Table Test REDRAW ON

例
次の文は、World テーブルが [テーブルを閉じる] ダイアログ ボックスに表示されないようにしま
す。

Set Table World UserClose Off

テーブルを "使用中" に設定する

次の文は、CN21 という名前のテーブルを "使用中" に設定します。一意の文字列は "cn21abc" で
す。

Set table CN21 inuse readaccess "cn21abc"

CN21という名前のテーブルを書き込みアクセス用に設定します。一意の文字列 "cn21abc"を引き
続き使用します。

Set table CN21 inuse writeaccess "cn21abc"

CN21 テーブルに対してバックグラウンド タスクを実行した後は、テーブルが解放されて、他の
プロセスやユーザから利用できるようになります。

Set table CN21 inuse off "cn21abc"

関連項目

Set Datum Transform Version 文、Set Table 文、TableInfo() 関数

Set Target 文

目的
マップ編集ターゲットオブジェクトを設定または解除します。この文は、MapInfoProのMapBasic
ウィンドウから発行できます。
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構文

Set Target { On | Off }

説明
Set Target 文を使用すると、編集ターゲット オブジェクトを設定したり解除したりできます。こ
れは MapInfo Pro の [空間] タブで [ターゲットの設定] コマンドあるいは [編集ターゲットの解除]
コマンドを選択する操作に相当します。MapInfo Proの高度な編集操作の中には、編集ターゲット
の指定が必要になるものがあります。たとえば、Objects Split 文を呼び出すときは、前もって編
集ターゲットを指定しておく必要があります。編集ターゲットの使用については、MapInfo Proの
マニュアルを参照してください。
Set Target On 文の使用は [ターゲットの設定] コマンドを選択する操作に相当します。現在選択
されているオブジェクトが編集ターゲットになります (オブジェクトが何も選択されていないとエ
ラーが生成されます)。
Set Target Off 文の使用は [編集ターゲットの解除] コマンドを選択する操作に相当します。
関連項目

Objects Combine 文、Objects Erase 文、Objects Intersect 文、Objects Overlay 文、Objects
Split 文、Set Combine Version 文

Set Undo 文

目的
Set Undo 文は、レイアウト デザイン ウィンドウの元に戻す機能をオンまたはオフにします。 こ
の文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Set Undo [ Window window_id ] { Enable | Disable }

window_id は、レイアウト デザイン ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。オプションの
Window句を省略すると、最も前面にあるレイアウト デザイン ウィンドウにこの文が適用されま
す。
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説明
Set Undo 文は、レイアウト デザイン ウィンドウの元に戻す機能をオンまたはオフにします。
MapBasicスクリプトでレイアウトに大量の変更を加える場合は、元に戻す機能をオフにすること
により、メモリ使用量を減らしたり処理速度を上げたりできる可能性があります。
デフォルトでは、すべてのレイアウト デザイン ウィンドウで、レイアウトに加えた直近の追加、
削除、編集操作を元に戻すことができます。元に戻す機能をオフにするには、Disableキーワード
を指定して Set Undo 文を発行します。元に戻す機能を再びオンにするには、Enable キーワード
を指定して Set Undo 文を発行します。

注 : Set Undo文は、テーブルの編集内容には影響を与えません。テーブルの編集内容に対
して元に戻す機能をオフにする方法については、「Set Table 文」を参照してください。

各レイアウト デザイン ウィンドウには、それぞれ個別に元に戻す履歴があります。Set Undo 文
は、指定したウィンドウにのみ適用されます。複数のレイアウトに対して元に戻す機能をオフにす
るには、複数の Set Undo 文を発行します。
レイアウト デザイン ウィンドウの元に戻す機能をオフにすると、そのウィンドウの元に戻す履歴
はクリアされます。元に戻す機能をオンにすると、ウィンドウは、操作を元に戻せるように、編集
履歴の保存を開始します。
関連項目

UndoInfo() 関数Set Table 文

Set Window 文

目的
ウィンドウのサイズ、位置、タイトル、状態を変更し、MapInfo Proで使用するプリンタ、用紙サ
イズ、余白を制御します。この文は更新され、拡張レンダリング オプションを使用して、レイア
ウト デザイン ウィンドウのスタイルの曲線化を制御できるようになりました。つまり、マップ
ウィンドウの曲線化オプションを制御する MapBasic 文が、レイアウト デザイン ウィンドウにも
適用されるようになりました。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できま
す。

構文

Set Window window_id
[ Position ( x, y ) [ Units paper_units ] ]
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[ Width win_width [ Units paper_units ] ]
[ Height win_height [ Units paper_units ] ]
[ Font... ]
[ Enhanced { On | Off } ]
[ Smooth [ Vector { None | Antialias } ] [ Text { None | Antialias } ]

[ Image { None | Low | High } ] ]
[ Min | Max | Restore | Floating | Docked | Tabbed | AutoHidden ]
[ Front ]
[ Title { new_title | Default } ]
[ Help [ { File help_file | File Default | Off } [ Permanent ] ]
[ Contents ] [ ID context_ID ] { Show | Hide } ]
[ Printer { Default | Name printer_name }
[ Orientation { Portrait | Landscape } ]
[ Copies number ]
[ Papersize number ]
[ Border { On | Off } ]
[ TrueColor { On | Off } ]
[ Dither { Halftone | ErrorDiffusion } ]
[ Method { Device | Emf | PrintOsbm } ]
[ Transparency
[ Raster { Device | ROP } ]
[ Vector { Device | Internal } ] ]
[ Margins
[ Left d1 ] [ Right d2 ] [ Top d3 ] [ Bottom d4 ]
[ Units paper_units ] ] ]

[ Export { Default |
[ Border { On | Off } ]
[ TrueColor { On | Off } ]
[ Dither { Halftone | ErrorDiffusion } ]
[ Transparency
[ Raster { Device | ROP } ]
[ Vector { Device | Internal } ]
]
[ Scale Patterns { On | Off } ]
[ Antialiasing { On | Off } ]
[ Threshold threshold_value ]
[ MaskSize size_value ]
[ Filter filter_value ] } ]
[ ScrollBars { On | Off } ]
[ Autoscroll { On | Off } ]
[ Parent HWND ]
[ ReadOnly | Default Access ]
[ Table table_name Rec record_number ]
[ Show | Hide ]
[ Smart Pan { On | Off } ]
[ SysMenuClose { On | Off } ]
[ Snap [ Mode { On | Off } ] ]
[ Threshold { pixel_tolerance | Default } ]
[ Toolbar { On | Off } ]
[ Topmost { On | Off } ]
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window_id は、整数のウィンドウ識別子または特別なウィンドウ名 (Help など) です。
x には、MapInfo Pro のワークスペースの左端からウィンドウの左端までの距離を指定します。
y には、MapInfo Pro のワークスペースの上端からウィンドウの上端までの距離を指定します。
paper_unitsは用紙単位名を表す文字列です。cm (センチメートル)、mm (ミリメートル)、in (イン
チ)、pt (ポイント)、およびパイカがあります。
• 1 インチ (in) = 2.54 センチメートル、254 ミリメートル、6 パイカ、72 ポイント
• 1 ポイント (pt) = 0.01389 インチ、0.03528 センチメートル、0.35278 ミリメートル、0.08333
パイカ

• 1 パイカ = 0.16667 インチ、0.42333 センチメートル、4.23333 ミリメートル、12 ポイント
• 1センチメートル (cm) = 0.39370インチ、10ミリメートル、2.36220パイカ、28.34646ポイン
ト

• 1ミリメートル (mm) = 0.1センチメートル、0.03937インチ、0.23622パイカ、2.83465ポイン
ト

Font 句はテキストのスタイルを指定します。
win_width は、ウィンドウの幅です。
win_height は、ウィンドウの高さです。
new_title は、ウィンドウの新しいタイトルを表す文字列式です。
help_file は、ヘルプ ファイルの名前です (たとえば、Windows では "FILENAME.HLP")。
context_ID は、特定のヘルプ トピックを指定するヘルプ ファイル コンテキスト ID (整数) です。
printer_name により、プリンタを指定します。ローカル プリンタでも、MapInfo Pro を実行して
いるコンピュータにネットワーク経由で接続しているプリンタでも構いません。
number は、プリンタで印刷する部数です。
HWNDは、整数のウィンドウハンドルです。HWNDで指定されたウィンドウが、window_idで指
定されたウィンドウの親ウィンドウとなります。ただし、この方法で親を設定できるウィンドウ
は、凡例、統計、情報、ルーラー、およびメッセージの各ウィンドウに限られます。
table_name は、情報ウィンドウで使用するために開いているテーブルの名前です。
record_numberには整数を指定します。1以上の値を指定すると情報ウィンドウにレコードが表示
されます。0 を指定すると、「レコードなし」というメッセージが表示されます。
Enhanced は、グラフィックの表示および印刷に使用するレンダリング テクノロジのバージョン
を設定します。
On パラメータを指定すると、拡張レンダリング テクノロジが有効になります。これは、MapInfo
Proでユーザが [拡張レンダリングの有効化]チェックボックスをオンにした場合に設定されます。
Off オプションを指定すると、拡張レンダリング テクノロジが無効になります。これは、MapInfo
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Pro でユーザが [拡張レンダリングの有効化] チェック ボックスをオンにしなかった場合に設定さ
れます。
Smoothはベクトル、テキストおよびラベル、イメージのアンチエイリアシングのための新しいレ
ンダリング テクノロジ拡張機能を設定します。

注 : Smooth オプション (Vector、Text、 および Image) を指定する場合、Enhanced パラ
メータをOnに指定する必要があります。MapBasicでは、Enhanced Offが指定され、いず
れかの Smooth オプションが None 以外に指定されていると、エラーが投げられます。

Vector - ベクトルのベクトル曲線化オプションを設定します。
Noneを指定すると、曲線化が無効になり、ラインオブジェクトおよび境界オブジェクトがアンチ
エイリアシングされず描画されます。
Antialias を指定すると、ベクトル オブジェクトの曲線化が有効になります。このオプションを指
定する場合は、Enhanced パラメータを On に設定する必要があります。
Text は、曲線でないラベルおよびテキスト オブジェクトのテキスト曲線化オプションを設定しま
す。
Noneパラメータを指定すると、回転されたラベル、水平ラベル、およびテキストオブジェクトの
曲線化が無効になります。
Antialias パラメータを指定すると、回転されたラベル、水平ラベル、およびテキスト オブジェク
トの曲線化が有効になります。このオプションを指定する場合は、Enhancedパラメータを Onに
設定する必要があります。
Image は、ラスタ イメージ曲線化オプションを設定します。
None を指定すると、ラスタ イメージの曲線化が無効になります。
Low を指定すると、双線補間方式を使用するラスタ イメージの曲線化が有効になります。この方
式を使用するラスタ イメージの表示品質は、None 設定より高くなりますが、High ほど高くはあ
りません。また、Low オプションを使用すると、ラスタ イメージの表示が None 使用時より遅く
なりますが、High 使用時よりは速くなります。このオプションを指定する場合は、Enhanced パ
ラメータを On に設定する必要があります。
Highを指定すると、双三次補間方式を使用するラスタイメージの曲線化が有効になります。この
方式を使用するラスタ イメージの表示品質は、Low 設定より高くなりますが、表示に時間がかか
ります。このオプションを指定する場合は、Enhancedパラメータを Onに設定する必要がありま
す。
Printer は、このウィンドウの印刷にのみ適用される印刷設定です。
Export は、このウィンドウのエクスポートにのみ適用されるエクスポート設定です。
Defaultを指定すると、印刷やエクスポートに関する出力の設定で定義されたデフォルト値が使用
されます。
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Name printer_name により、使用するプリンタの名前を指定します。
Orientation Portrait を指定すると、ドキュメントを縦置き用紙で印刷します。
Orientation Landscape を指定すると、ドキュメントを横置き用紙で印刷します。
Copies number では、ドキュメントの印刷部数を指定します。
Papersize number は、ウィンドウの用紙サイズ情報です。この値は Windows オペレーティング
システムではすべてのプリンタで共通です。たとえば、1 は Letter サイズ、5 は Legal サイズで
す。この値は、MapBasicのPAPERSIZE.DEFというファイルで調べることができます。大型のプ
ロッタなどプリンタ ドライバによっては、独自の値で用紙サイズを識別するものもあります。そ
の場合は、MapBasic の "PaperSize.def"に定義されている値と異なる可能性があります。このた
め、別のプリンタ ドライバを使用するユーザは、ワークスペースに保存されている用紙サイズ情
報を正しく識別できない場合があります。その場合は、用紙サイズをプリンタのデフォルト値にリ
セットします。
Borderによって、印刷またはエクスポートするウィンドウの周りに黒い長方形の枠を描画するか
どうか指定します。
Truecolorを使用して、24ビットの True Colorで出力するかどうか (可能な場合)を指定します。
Truecolor の指定をオフにすると、256 色で出力されます。
Dither を使用して、24 ビット イメージを 256 色に変換するときに使用するディザリング方法を
指定します。このオプションは、ラスタ/グリッドイメージを出力するときに使用します。ディザ
リングが行われるのは、Truecolorがオフのとき、または 24ビットの True Colorをサポートしな
いデバイスに出力するときです。
Method は、印刷をデバイス ドライバに直接送信するか、MapInfo Pro で Windows 拡張メタファ
イルを生成してそれをプリンタに送信するかを指定するキーワードです。この方法を使用すること
により、旧バージョンではまったく印刷できなかったラスタ イメージを持つマップも印刷できる
ようになりました。また、スプール ファイルもはるかに小さくなりました。
Transparency Raster Internal は廃止されました。ただし、旧バージョンとの互換性を保つため
に、このキーワードを指定してもエラーが発生しないようになっています。
Transparency Raster により、透過ピクセルのレンダリング方法を指定します。プリンタ ドライ
バやエクスポート ファイルの形式に応じて、Device と ROP のいずれかを選択します。両方のオ
プションを試してみて、より良好な出力が得られる方を選択してください。
Transparency Raster ROPは、MapInfo Proユーザ インターフェイスの [ROP 法で透過ラスタを
表示]オプションに相当します ([出力の設定]ダイアログボックス、および [印刷]ダイアログボッ
クスと [ウィンドウに名前を付けて保存]ダイアログボックスで [高度設定]ボタンをクリックして
使用可能)。ROP を選択すると、透過ピクセルを処理するために、ラスタ操作 (ROP) を使用して
透過イメージがレンダリングされます。この方法は透過イメージを画面に表示するときに使用しま
すが、印刷する場合には適切でないことがあります。プリンタドライバがROPを正しく処理でき
るかどうかを試してみる必要があります。[ウィンドウに名前を付けて保存]コマンドを使用してイ
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メージをエクスポートする場合、出力形式がメタファイル (EMF または WMF) であれば、このオ
プションが便利です。ROP 法を使用すると、下にあるデータを元の形式で描画することができま
す。
Transparency Raster Device を指定すると、透過部分を含むラスタ/グリッド イメージを印刷す
るときに、MapInfo Proは特別な処理を行いません。イメージは画面に表示するときと同じ方法で
生成されるので、出力結果に問題がある可能性があります。
Transparency Vector Internal を指定すると、透過タイプのフィル パターンやビットマップ シン
ボルを出力するときに、MapInfo Pro は特別な処理を行います。
Transparency Vector Device を指定すると、透過タイプのフィル パターンやビットマップ シン
ボルを出力するときに、MapInfo Proは特別な処理を行いません。そのため、出力結果に問題があ
る可能性があります。
Margins を使って、印刷の余白を指定する単位の浮動小数値で設定できます。機種によっては、
実際に印刷できる範囲が指定した余白よりも小さいと、プリンタ ドライバによって余白が調整さ
れることがあります。
Antialiasingにより、イメージのエクスポート時にアンチエイリアシング フィルタを使用するか
どうかを指定します。イメージを EMF形式またはWMF形式にエクスポートする場合、およびブ
ラウザ ウィンドウの内容をエクスポートする場合、Antialiasingは無視されます。
Threshold により、アンチエイリアシング処理の対象とするピクセルを示す値を指定します。イ
メージにアンチエイリアシング フィルタを適用すると、各ピクセルに対して値が関連付けられま
す。この値が threshold_valueを超えているピクセルだけが、アンチエイリアシング処理の対象と
なります。threshold_value をゼロに設定した場合、すべてのピクセルがアンチエイリアシング処
理の対象となります。threshold_value には、0 ～ 255 の範囲の値を指定する必要があります。
MaskSize により、アンチエイリアシング マスクのサイズを示す値を指定します。たとえば、こ
の値を3にした場合、アンチエイリアシングマスクのサイズは3x3になります。マスクのsize_value
を大きくしすぎると、出力イメージがぼやけてしまう場合があります。
Filterにより、適用するアンチエイリアシングフィルタを指定します。現在、MapInfo Proでは、
以下の表に示した 6 種類のフィルタがサポートされています。

説明IDフィルター

イメージを垂直方向および水平方向にアンチエイリアシングしま
す。

0FILTER_VERTICALLY_AND_HORIZONTALLY

イメージをすべての方向にアンチエイリアシングします。1FILTER_ALL_DIRECTIONS_1
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説明IDフィルター

イメージをすべての方向にアンチエイリアシングします。このオ
プションで使用されるフィルタは、FILTER_ALL_DIRECTIONS_1
で使用されるフィルタとは異なります。テキストのアンチエイリ
アシングで、より優れた効果を発揮します。

2FILTER_ALL_DIRECTIONS_2

イメージを対角線方向にアンチエイリアシングします。3FILTER_DIAGONALLY

イメージを水平方向にアンチエイリアシングします。4FILTER_HORIZONTALLY

イメージを垂直方向にアンチエイリアシングします。5FILTER_VERTICALLY

Toolbarは、ウィンドウ上部のツールバーを表示または非表示にします。このオプションはブラウ
ザ ウィンドウにのみ適用されます。次に例を示します。

Set Window windowId Toolbar Off

Topmost は、エクスプローラ ウィンドウを一番上のウィンドウとして設定します。

説明
SetWindow文を使用して、ウィンドウのサイズ、位置、ステータス、フォント、タイトルなどの
オプションを設定し、開いているウィンドウをカスタマイズできます。
また、この文を使用して、凡例ウィンドウ上部のツールバーを非表示にすることもできます。
window_id パラメータは、FrontWindow() 関数および WindowInfo() 関数を呼び出すことで取得
できる整数のウィンドウ識別子です。また、統計ウィンドウなどの特別なMapInfoProウィンドウ
に対して Set Window文を使用するときには、ウィンドウをその名前 (Statisticsなど)またはコー
ド (WIN_STATISTICS など) で指定することができます。コードは MAPBASIC.DEF に定義されて
います。
window_idパラメータに指定できるウィンドウ名とウィンドウ コードを次の表に示します。[テー
ブル リスト] (WIN_TABLE_LIST, 2001)、[レイヤの管理] (WIN_LAYER_CONTROL, 2002)、およ
び [指定した位置へジャンプ] (WIN_MOVE_MAP_TO 2003) の各ウィンドウのウィンドウ ID は無
視されます。

ウィンドウの説明値

ヘルプ ウィンドウ (WIN_HELP)ヘルプ
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ウィンドウの説明値

情報ツール ウィンドウ (WIN_INFO)情報

主題図凡例ウィンドウ (WIN_LEGEND)凡例

MapBasic ウィンドウ (WIN_MAPBASIC)MapBasic

Print 文で使用するメッセージ ウィンドウ (WIN_MESSAGE)メッセージ

ルーラー ツール ウィンドウ (WIN_RULER)ルーラー

統計ウィンドウ (WIN_STATISTICS)統計

オプションの Position 句により、MapInfo Pro ワークスペース内でのウィンドウの位置を制御し
ます。ワークスペースの左上隅が (0, 0)です。オプションのWidth句と Height句はウィンドウの
サイズを制御します。ウィンドウの位置とサイズの値には、"in" (インチ)や "cm" (センチメートル)
などの用紙単位設定を使用します。MapBasicには現在の用紙単位設定があり、デフォルトではイ
ンチです。MapBasicプログラムから用紙単位の設定を変更するには Set Paper Units 文を使用し
ます。Set Window文の Position句、Width句、Height句の中でオプションの Unitsサブ句を指
定すると、現在の用紙単位に代わって、そこで指定した単位を使用することができます。
SetWindow文でオプションのMaxキーワードを指定すると、ウィンドウが最大化されます (MapInfo
Proのワークスペース全体を占有します)。また、オプションのMinキーワードを指定すると、ウィ
ンドウが最小化されます (画面の下部に小さいアイコンだけが表示されます)。ウィンドウがすでに
最小化または最大化されている場合に、この文でオプションのRestoreキーワードを指定すると、
ウィンドウが以前のサイズに戻されます。また、次のオプションの状態も追加できます。
• Floating ドッキング状態は、ウィンドウを浮動させます。
• Docked ドッキング状態は、ウィンドウをデフォルト位置に固定します。
• Tabbed ドッキング状態は、ウィンドウをタブ形式にします。この状態のウィンドウは、ドキュ
メントとも呼ばれます。

• AutoHidden ドッキング状態は、ウィンドウを自動的に隠します。
注 : これら 4 つのドッキング状態はすべて、64 ビット版の MapInfo Pro にのみ特有です。

この文でオプションの Front キーワードを指定すると、そのウィンドウがアクティブ ウィンドウ
になります。この操作はウィンドウへの "フォーカスの設定" とも呼ばれます。つまり、ユーザが
ウィンドウのタイトル バーをクリックしたときのように、そのウィンドウがワークスペースの手
前に表示されるわけです。window_id がレイアウト ウィンドウの埋め込みマップ枠であれば、そ
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のマップ枠がアクティブになります。別のレイアウトまたはウィンドウに含まれる場合でも、アク
ティブになるマップ枠は 1 つだけです。
Set Window 文では、指定するウィンドウの種類にかかわらず、常に Position 句や Front 句を指
定できます。しかし、SetWindow文の一部の句は、特定の種類のウィンドウにしか適用できませ
ん。たとえば、ルーラー ツール ウィンドウは、サイズ変更、最大化、最小化ができません。
ウィンドウのタイトルを変更するには、オプションの Title 句を指定します。アプリケーション
ウィンドウのタイトル (メインの "MapInfo" というタイトル バー) は、ランタイム バージョンの
MapInfo Pro を実行している場合を除いて変更できません。
Show句とHide句は、マップ、ブラウザ、領域編成、レイアウト、3Dグラフ、凡例などのドキュ
メント ウィンドウに適用されます。以下に、ウィンドウを表示または非表示にする方法を示しま
す。id はウィンドウ識別子です。

Set Window id Show

Set Window id Hide

Show句とHide句は、接続リスト、タスクマネージャ、ツールマネージャ、ウィンドウリスト、
ワークスペース エクスプローラなどのツール ウィンドウにも適用されます。以下に、接続リスト
のツール ウィンドウを表示または非表示にする方法を示します。

Set Window connectionlist Show

Set Window connectionlist Hide

connectionlist、taskmanager、toolmanager、windowlist、workspaceexplorerを使用して、ツール
ウィンドウを表示または非表示にします。
ウィンドウ ID がわかっているドキュメント ウィンドウの場合は、以下を実行して表示/非表示状
態を判断できます。id はウィンドウ ID です。

print WindowInfo(id, WIN_INFO_OPEN)

ツールウィンドウの場合は、WIN_INFO_OPENの代わりに以下のいずれかを使用して、ウィンド
ウ ID を判断します。

ウィンドウの説明IDウィンドウ タイプ

ワークスペース エクスプローラ ウィンドウ2004WIN_WORKSPACE_EXPLORER

ウィンドウ リスト ウィンドウ2005WIN_WINDOW_LIST
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ウィンドウの説明IDウィンドウ タイプ

ツール マネージャ ウィンドウ2006WIN_TOOL_MANAGER

タスク マネージャ ウィンドウ2007WIN_TASK_MANAGER

接続リスト ウィンドウ2008WIN_CONNECTION_LIST

通知は、MapInfoProまたはアドインによって、注意が必
要な事項を伝達するために使用されます。通知は、通知
ウィンドウに表示されます。

2009 年WIN_NOTIFICATIONS

[SQL 検索] ダイアログの改良2010 年WIN_QUERY_BUILDER

Method句は、印刷をデバイスドライバに直接送信するか、MapInfo ProでWindows拡張メタファ
イルを生成してそれをプリンタに送信するか、または最初にMapInfoでオフスクリーンビットマッ
プを使用して出力を作成するかを指定します。EMF 法を使用することにより、旧バージョンでは
まったく印刷できなかったラスタ イメージを持つマップも印刷できるようになりました。また、
スプール ファイルもはるかに小さくなりました。オフスクリーン ビットマップは、マップの半透
明のコンテンツの種類とウィンドウの拡張レンダリング状態に応じて呼び出されます。ただし、こ
のウィンドウでOSBMを設定すると、透過性とアンチエイリアスの設定にかかわらず、印刷にオ
フスクリーン ビットマップが使用されます。
SysMenuClose 句を使用すると、ウィンドウのシステム メニュー (ユーザがウィンドウの左上隅
のボックスをクリックすると表示されるメニュー)の [閉じる]コマンドを無効にすることができま
す。ただし、[閉じる] コマンドを無効にしても、影響を受けるのはユーザ インターフェイスだけ
であって、MapBasicプログラムではCloseWindow文を発行してウィンドウを閉じることができ
ます。次の例は、アクティブ ウィンドウの [閉じる] コマンドを無効にします。

Set Window FrontWindow() SysMenuClose Off

注 : バージョン 10.5より前のバージョンでは、ツールバーの浮動またはドック状態にかか
わらず、閉じるボタンを有効または無効にできました。バージョン 10.5 以降では、ツール
バーがドック状態の場合は、閉じるボタンを有効または無効にできません。状態を変更でき
るのは、浮動または浮動で非表示の場合のみです。
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レイアウト デザイン ウィンドウの拡張レンダリング オプション
拡張レンダリングオプションは、レイアウトデザインウィンドウのスタイルの曲線化を制御しま
す。つまり、マップ ウィンドウの曲線化オプションを制御する MapBasic 文が、レイアウト デザ
イン ウィンドウにも適用されるようになりました。

Set Window layout_window_id [ Enhanced { On | Off } [ Smooth [ Vector {
None | Antialias } ] [ Image { None | Low | High } ] ]

レイアウト デザインに曲線化オプションを適用するには、拡張レンダリングがオンになっている
ことを確認してください。例:

Set Window layout_window_id Enhanced On

拡張がオフになっている場合、曲線化は適用されません。Vector サブ句を使用して、ライン スタ
イルの曲線化レンダリングを切り替えることができます。Image サブ句を使用して、レイアウト
内のカスタム シンボルおよびイメージ フレームの曲線化を切り替えることができます。1 つの文
で複数の曲線化オプションを組み合わせることもできます。

Set Window layout_window_id Enhanced On Smooth Vector Antialias Image
High

Vector サブ句

Vector サブ句を使用して、枠の境界、図形の輪郭、または図形のラインや折れ線のライン スタイ
ルの曲線化を切り替えることができます。たとえば、拡張がオンの場合、Set Window

layout_window_id Smooth Vector Antialiasと記述すると、layout_window_id で指定さ
れたレイアウト ウィンドウのすべてのページのすべての枠の境界および図形のライン スタイルが
曲線化されます。Set Window layout_window_id Smooth Vector Noneと記述すると、す
べてのライン スタイルがアンチエイリアシングなしで描画されます。
Image サブ句

Imageサブ句を使用して、カスタム シンボルおよびイメージ フレームの曲線化を切り替えること
ができます。たとえば、拡張がオンの場合、
Set Window layout_window_id Smooth Image Highと記述すると、イメージ フレーム内
のすべてのイメージおよびカスタム シンボルが最高品質の曲線化を使用してレンダリングされま
す。Set Window layout_window_id Smooth Image Noneと記述すると、レイアウト ウィ
ンドウのイメージ フレーム内のすべてのイメージおよびカスタム シンボルの曲線化がオフになり
ます。
Text サブ句
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[ Text { None | Antialias } ]句は、マップ ウィンドウのテキストの曲線化を制御しま
す。ただし、レイアウト デザインには適用されません。レイアウト デザインのすべてのテキスト
は常にアンチエイリアシングを使用して描画されます。

ヘルプ ウィンドウに関する構文
オンラインヘルプのウィンドウを制御するには、整数のwindow_id引数の代わりにHelpキーワー
ドを指定します。 たとえば、次の文はカスタム ヘルプ ファイルのトピック 23 を表示します。

Set Window Help File "custom.chm" ID 23

File help_file 句は、アクティブにするヘルプ ファイルを設定します。 この操作により自動的にヘ
ルプ ウィンドウが表示されます (ただし、Hideキーワードの指定がない場合)。 File Defaultを指
定すると、標準の MapInfo Pro ヘルプヘルプ ファイルの表示は行われません。 MapInfo Pro では
ヘルプ ファイルの設定が 1 つだけなので、実行されているすべての MapBasic アプリケーション
にその設定が適用されます。 したがって、あるアプリケーションで現在のヘルプ ファイルを設定
すると、他のアプリケーションにも影響します。
Off 句を使用すると、MapInfo Pro のヘルプがオフになります。これにより、MapInfo Pro のダイ
アログで F1キーが押されても MapInfo Proのヘルプが表示されなくなります。 MapInfo Proの機
能を他のアプリケーション (Visual Basicプログラムなど)に統合したり、MapInfo Proのヘルプを
ユーザに見せないようにしたい場合は、Off 句を使用してください (MapInfo Pro のヘルプには
MapInfo Proのメニュー名への参照が含まれていますが、それらを Visual Basicプログラムで利用
できない場合は混乱が生じるからです)。
Permanent 句を使用すると、MapInfo Pro のダイアログ ボックスで F1 キーが押されても、常に
help_fileで指定したヘルプファイルを使うようにMapInfo Proが設定されます Permanent設定の
効果は、その MapInfo Proセッションの終わりまで、あるいは Set Window Help File文を指定す
るまで持続します。
どのヘルプ トピックをヘルプ ウィンドウに表示するかを指定するには、ID 句を含めます (対応す
るトピックが表示されます)。
MapBasic にはヘルプ コンパイラは付属していません。 オンライン ヘルプの操作の詳細について
は、 『MapBasic ユーザーズ ガイド』を参照してください。

マップ ウィンドウとレイアウト ウィンドウに関する構文
ScrollBars 句はマップ ウィンドウにのみ適用されます。ScrollBars 句では、マップ ウィンドウ
のスクロールバーの表示/非表示を切り替えます。
Autoscroll句はマップウィンドウと従来のレイアウトウィンドウに適用されます。デフォルトで
は、どのマップ/レイアウト ウィンドウでも自動スクロールが有効になります。したがって、ユー
ザがドラッグ可能なツール (たとえば、拡大ツール) を選択し、クリックしてウィンドウの端まで
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ドラッグすると、マップ/レイアウト ウィンドウが自動でスクロールされます。自動スクロールを
禁止するには、AutoscrollOffを指定します。ウィンドウで自動スクロール機能がオンになってい
るかどうかを確認するには、WindowInfo() 関数を呼び出します。
ScrollBars 句、Autoscroll 句、Smart Pan 句を レイアウト ウィンドウに使用しても、何も実行
されません (これらの句は無視されます)。
Smart Panにより、ウィンドウの移動のステータスを変更します。マップ/レイアウトウィンドウ
について Smart Panをオンにすると、移動とスクロールにオフスクリーンビットマップが使用さ
れ、白くフラッシュする回数が減ります。デフォルトでは、Smart Pan はオフです。
レイアウトウィンドウについて Smart Panをオンにしても、再描画に影響を与えるのは移動ツー
ルを使用したときだけです。
マップウィンドウについて Smart Panをオンした場合、その効果はマップを動かす方法によって
異なります。マップをつかんで移動させると、それによって現れる領域が移動ツールによって自動
的に描画されます。マップの移動速度は、Smart Pan をオフにしたときよりも遅くなります。ま
た、マップが複雑なほど、移動速度が遅くなります。スクロール バーと自動スクロールの機能は
移動ツールに似ていますが、スクロール速度はSmart Panの設定に影響されません。MapBasicの
Set Map コマンドで Smart Redraw をオンにして中心の配置や移動を行うと、完全な再描画が必
要なほど移動しない限り、マップウィンドウが白くフラッシュすることなく変わります。

注 : オフスクリーンビットマップがオフの場合、Smart Panはマップウィンドウでもレイ
アウト ウィンドウでも同じ動作をします。

レイアウト ウィンドウの構文
一部の Set Window 句はレイアウト ウィンドウに使用できません。
ScrollBars 句、Autoscroll 句、Smart Pan 句を レイアウト ウィンドウに使用しても、何も実行
されません (これらの句は無視されます)。
レイアウト ウィンドウで次の句を使用すると、そのウィンドウに対してその句は実行できないこ
とを告げるエラーが生成されます。
• Enhanced 句 (拡張レンダリング用)
• Smooth 句
• Export 句
• Parent 句
• ReadOnly, Default Access 句
• Table 句
• Show/Hide句
• Snap Mode/Threshold句
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浮動ウィンドウ (凡例、ルーラーなど) に関する構文
Parent 句を使用して、凡例、統計、情報、ルーラー、メッセージの各ウィンドウに対して新しい
親ウィンドウを指定できます。この句は Windows でのみサポートされます。window_id で指定さ
れたウィンドウがポップアップウィンドウとなり、HWNDで指定されたウィンドウに関連付けら
れます。

注 : このようにしてウィンドウの親を再設定すると、ウィンドウの整数 ID値が変更されま
す。ウィンドウを元の親 (MapInfo Pro) に戻すには、HWND にゼロを指定してください。

ReadOnly/Default Access 句は、情報、ブラウザ、凡例の各ウィンドウに適用されます。この句
はウィンドウを読み取り専用にするかどうかを制御するものです。ReadOnlyを指定すると、ウィ
ンドウは編集できなくなります。Default Accessを指定すると、表示中のテーブルの読み取り/書
き込み状態がウィンドウに反映されます。この指定は、MapBasic の Create Legend 文または
Create Cartographic Legend 文で作成したメイン凡例と地図凡例に適用されます。
Table 句を使用すると、特定の行を情報ウィンドウに表示できます。この句は window_id で情報
ウィンドウを参照している場合のみ有効です。Table句を使用したときに情報ウィンドウが表示さ
れていない場合は、情報ウィンドウが表示されます。
Show句または Hide句を使用すると、表示/非表示操作をサポートするウィンドウ (ルーラーウィ
ンドウなど) の表示/非表示を制御できます。この句は MapInfo Pro アプリケーション ウィンドウ
でも使用できます。

プリンタの制御
デフォルトでは、ウィンドウの印刷にグローバル プリンタ デバイスが使用されます。すなわち、
ユーザの環境設定に従って、Windowsのデフォルト プリンタまたは MapInfo Proで設定されてい
るプリンタが使用されます。アプリケーション、ワークスペース、MapBasicのどのウィンドウで
も、Name 句を指定することにより、個々のドキュメントごとに別のプリンタ設定を使用できま
す。プリンタ設定の中には、追加のコマンド句を使用して制御できるものもあります。また、ユー
ザ インターフェイスでプリンタ設定が変更されると、それに応じた MapBasic コマンドが内部で
生成されます。このような変更は、影響を受けるウィンドウに対するワークスペース コマンドと
共に保存されるので、次にワークスペースを開いたときにも適用されます。Set Window Printer
Default コマンドを実行すると、保存されていたプリンタ設定がウィンドウから削除されます。
Scale Patterns を On に設定した場合、画面解像度に対する出力デバイス解像度の比率に基づい
てフィル パターンが拡大/縮小されます。
WindowInfo() 関数では、WIN_INFO_PRINTER_NAME (21)、WIN_INFO_PRINTER_ORIENT
(22)、WIN_INFO_PRINTER_COPIES (23) という属性パラメータも返されます。
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例

Set Window frontwindow( )
Printer Name "\\Discovery\HP 2500CP"
Orientation Portrait
Copies 10

注 : ウィンドウのプリンタ名を確認するには、MapInfo Proを起動し、[ホーム]タブに移動
して [ページの設定] コマンドを選択します。[プリンタ] ボタンをクリックします。このと
きダイアログ ボックスに表示されるプリンタ名を使用します。

スナップ許容範囲の制御
ウィンドウを特定のピクセル許容範囲にスナップしたり、ウィンドウのデフォルトのスナップ許容
範囲に戻したり、ウィンドウの現在のスナップ許容範囲を取得することができます。また、ウィン
ドウのスナップのオン/オフを切り替えたり、ウィンドウのスナップのオン/オフの状態を調べるこ
ともできます。
WindowInfo()関数の新しい属性パラメータを使用すれば、特定のウィンドウのスナップモード設
定を調べることができます。また、スナップモードと許容範囲をマップ/レイアウトウィンドウご
とに設定できるようになりました。スナップの設定は、各ウィンドウのワークスペースに保存され
ます。

例

Dim win_id As Integer
Open Table "world"
Map From world
win_id = FrontWindow( )
Set Window win_id Width 5 Height 3

ローカライズ/非ローカライズ バージョンで開くことができる .WOR の保存
MapInfoPro/MapBasicの 9.0.2より前のバージョンまでは、レイアウトを含むワークスペースファ
イルを作成して、ロケールが異なる他のMapInfoProユーザにこれを送信すると、受け取ったユー
ザが開こうとしたときにエラーが発生する場合がありました。この理由は、言語が異なるために
マップ名が変更されることでした。
そこで、このエラーを回避するためのレジストリ エントリを作成しました。これにより、ロケー
ルが異なるユーザも、エラーが発生することなく、ワークスペースを開けるようになります。この
レジストリ エントリは手動で入力する必要があります。
ロケールの変更によるマップ名のエラーを回避するには、次の手順を実行してください。
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1. コマンド ラインに「regedit」と入力します。
2. レジストリ エディタ ウィンドウで、My

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Mapinfo\Mapinfo\Commonに移動します。
3. 右クリックして、[新規] > [DWORD 値] を選択し、新しい DWORD レジストリ エントリを作

成します。
4. エントリの名前を「WriteWindowTitle」に変更し、Enter キーを押します。

[DWORD 値の編集] ダイアログ ボックスが表示されます。
5. [値のデータ] フィールドに「1」と入力し [OK] をクリックして、エントリを保存します。
6. MapInfo Pro をいったん閉じて、開き直します。
これにより、レイアウトに明示的に名前が書き込まれるようになり、問題が修正されます。このよ
うにすると、ファイルでロケールが変更された場合の名前の変更を回避できます。
関連資料
Browse 文（135ページ）
Layout 文（580ページ）
Map 文（614ページ）
Set Paper Units 文（1005ページ）

Set Workspace Path 文

目的
指定されたファイルに変更を加えることなく、ワークスペース パスを設定します。 この文は、
MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Set Workspace Path filespec

filespec は、ファイル名 (パス名を加えても可) を指定する文字列です。

説明
指定されたファイルに変更を加えることなく、MapInfo Proがそのファイルを参照するようにしま
す。
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例

Set Workspace Path "C:\market.wor"

Set Workspace Warning 文

目的
MapInfo Proを閉じようとしたときに表示されるワークスペース保存の確認メッセージを有効化ま
たは無効化します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Set Workspace Warning { On [ Auto | Named ] | Off }

説明
On キーワードに続いて Auto を指定すると、次の状況において、すべてのテーブルを閉じるとき
や MapInfo Pro を終了するときに、保存を促すメッセージが表示されます。
• 1 つのワークスペースが開いており、未保存の編集内容がある。
• ワークスペースではなくテーブルのみが開いており、未保存の編集内容がある。この場合、ワー
クスペースは untitled.wor という名前になります。

• 複数のワークスペースが開いており、未保存の編集内容がある。この場合、ワークスペースは
untitled.wor という名前になります。

On キーワードに続いて Named を指定すると、1 つのワークスペースが開いていて未保存の編集
内容がある場合のみ、すべてのテーブルを閉じるときやMapInfoProを終了するときに、保存を促
すメッセージが表示されます。
MapInfo Pro のデフォルトの動作は、On キーワードに続いて Auto を指定した場合と同じです。
Set Workspace Warning 文によって、このデフォルトの動作を変更できます。
この文に Offキーワードを指定すると、MapInfo Proはセッションの終了時にワークスペースの保
存を求めません。
変更は、Set Workspace Warning文の実行直後に適用され、その MapInfo Proセッションを実行
している間だけ有効です。
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Sgn() 関数

目的
指定された数が負の場合は -1、ゼロの場合は 0、正の場合は 1 をそれぞれ返します。 この文は、
MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Sgn( num_expr )

num_expr は数値式です。

戻り値
浮動小数 (-1、0、または 1)

説明
Sgn() 関数は、num_expr がゼロより小さい場合には -1、num_expr がゼロに等しい場合には 0、
num_expr がゼロより大きい場合には 1 を返します。

例

Dim x As Integer
x = Sgn(-0.5)

' x now has a value of -1

関連項目

Abs() 関数
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Shade 文

目的
主題図レイヤを作成し、そのレイヤを既存のマップウィンドウに追加します。この文は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文
以下のセクションを参照してください。
• 値のレンジによる色分け
• 個別値による色分け
• ドット密度
• サイズ可変シンボル
• 円グラフ
• 棒グラフ

説明
Shade 文は主題図レイヤを作成し、そのレイヤを既存のマップ ウィンドウに追加します。Shade
文は、MapInfo Pro の [主題図の追加] コマンドに相当します。主題図の作成と [主題図の追加] コ
マンドの概要については、MapInfo Pro のヘルプ システムを参照してください。
MapInfo Pro では、ワークスペース ファイルに Shade 文を保存することにより、セッション間で
主題図設定を保存します。したがって、Shade文の例を参照するには、マップを作成し、[主題図
の追加] コマンドを選択してから THEME.WORワークスペース (例: THEME.WOR) を保存し、最後
に MapBasic テキスト編集ウィンドウでワークスペースを確認します。その後で、Shade 文を
MapBasicプログラムにコピーします。同様に、[主題図の追加]コマンドを選択する前に、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウを開いて Shade 文の例を確認しておくのもよいでしょう。

値のレンジによる色分け

構文

Shade [ Window window_id ]
{ layer_id | layer_name }
With Metadata
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With expr
[ Ignore value_to_ignore ]
Ranges
[ Apply { Color | Size | All } ]
[ Use { Color | Size | All } [ Line... ] [ Brush... ]
[ Symbol... ]
]
{ [ From Variable float_array Style Variable style_array ] |
minimum : maximum [ Pen... ] [ Line...] [ Brush... ]
[ Symbol... ] [ Hide | Show ]
[ , minimum : maximum [ Pen... ] [ Line...] [ Brush... ]
[ Symbol... ] [ Hide | Show ] ... ]
}
[ Style Replace { On | Off } ]
[ Default [ Pen... ] [ Line... ] [ Brush... ] [ Symbol... ] ]

window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
layer_id はマップ レイヤのレイヤ識別子です (1 以上)。
layer_name はマップ レイヤの名前です。
expr は、テーブル (列名など) を色分けする式です。
value_to_ignoreは無視する値です。通常これはゼロ (数値式を使用する場合)または空白の文字列
(文字列式を使用する場合) です。無視する値と一致する値を持つレコードについては主題図オブ
ジェクトは作成されません。
float_array は、Create Ranges 文により初期化された浮動小数値の配列です。
style_array は、Create Styles 文により初期化された、Pen 値、Brush 値、または Symbol 値の
配列です。
minimum は、レンジの最小の数値です。
maximum は、レンジの最大の数値です。

説明
オプションの window_id 句では、どのマップを色分けするかを識別できます。window_id を指定
しないと、一番上のマップ ウィンドウが色分けされます。
マップ ウィンドウに 1 つしかレイヤがない場合でも、どのレイヤを主題に沿って色分けするかを
Shade文で指定しなければなりません。レイヤは番号 (layer_id)で識別できます。一番上のマップ
レイヤの layer_id値が 1、次のレイヤの layer_id値が 2という具合です。また、Shade文ではマッ
プ レイヤを名前 ("world" など) で識別することもできます。
Shade 文ごとに、expr 式句を指定する必要があります。MapInfo Pro では、色分けするテーブル
の各オブジェクトについて、この式を評価します。そして Shade 文に続いて、そのレコードの
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expr 値に基づいて各オブジェクトの表示スタイルを選択します。この式には一般に、色分けされ
るテーブルの 1 つまたは複数の列の名称が含まれています。
With Metadata を指定した場合、開いているテーブル内の主題図メタデータを使用して、個別値
主題図またはレンジ主題図が作成されます。
expr句に続くキーワードで、MapInfo Proで実行する色分けのタイプを指定します。Rangesキー
ワードでは、各オブジェクトが値の範囲に収まるような色分けマップが作成されます。
Pen 句では、塗りつぶされたオブジェクト (リージョンなど)の境界線に用いるライン スタイルを
指定します (例: MakePen(width, pattern, color))。
Line句では、ライン、折れ線、弧に使用するラインスタイルを指定します。Line句の構文はPen
句とまったく同じです。違うのは、Penの代わりに Lineというキーワードを使用することだけで
す。
Brush 句では、フィル スタイルを指定します (例: MakeBrush(pattern, forecolor, backcolor))。
Symbol 句では、シンボル スタイルを指定します (例: MakeSymbol(shape, color, size))。
レンジ主題図の具体的な構文については、「値のレンジによる色分け」を参照してください。
レンジ主題図では、FromVariableおよびStyle Variable句を使用して、前に計算した範囲情報を
配列変数から読み込むことができます。配列変数は Create Ranges 文および Create Styles 文を
使用して初期化しておく必要があります。Shade 文で配列を使用する例については、「Create
Ranges 文」を参照してください。
Ranges または Values キーワードのどちらかを指定する場合、文の中にオプションの Default 句
を含めることができます。この句により、"他のすべての"範囲で使用される図形スタイルを指定で
きます。MapInfo Proでは、指定した範囲のいずれにも当てはまらないレコードは "他のすべての"
範囲に分類されます。Shade文で配列変数から範囲設定を読み込まない場合は、Rangesキーワー
ドの後に、1 ～ 16 の明示的な範囲記述を挿入します。各範囲記述は、2 つ 1 組の数値 (コロンで
区切る)の後に、その範囲に属するオブジェクトを表示するのに MapInfo Proで使用する図形スタ
イルを追加したものです。レコードの expr 値が最小値以上最大値未満の場合、そのレコードはそ
の範囲に属していることになります。範囲記述はコンマで区切ります。

Open Table "states"
Map From states
Shade states With Pop_1990 Ranges
4827000:29280000 Brush (2,0,201326591) ,
1783000: 4827000 Brush (8,0,16777215) ,
449000: 1783000 Brush (5,0,16777215)

リージョンを色分けするには、Brush 句を指定してリージョンのフィル スタイルを制御します。
ポイントを色分けするには、Symbol句を指定します。ラインオブジェクト (ライン、折れ線、ま
たは弧) を色分けするには、Pen 句ではなく Line 句を指定します。両者の構文は、Pen の代わり
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に Line というキーワードを使うことを除き、まったく同じです(Shade 文では、Pen 句は、リー
ジョンのように閉じたオブジェクトの境界スタイルを制御します)。
Hideキーワードを指定すると、レンジ主題図はマップウィンドウ上で非表示になります。一方、
Showキーワードを指定すると、レンジがマップウィンドウ上に表示されます。これらのキーワー
ドの指定は任意で、Hide キーワードが指定されていなければ、レンジ主題図はデフォルトで表示
されます。
Style Replace On (デフォルト) と指定すると、主題図の下のレイヤが描画されません。
Style Replace Off の場合は、主題図の下のレイヤが描画されます (ただし、主題図は色分けされ
ません)。これにより、多変数の主題図を透過させて表示できます。
デフォルトでは、Style Replace On が設定されています。これは、既存の動作との下位互換を実
現するための設定で、下のレイヤが描画されません。
Apply 句を使用すると、色分けされたオブジェクトに適用される表示属性を制御できます。

効果Apply 句

色分けの際にマップにあるオブジェクトの色だけを変更します。ポイントオブジェクト
はオリジナルの形とサイズで表示されますが、主題図の色分けでポイントの色が制御さ
れます。ラインオブジェクトはオリジナルのパターンと太さで表示されますが、主題図
の色分けでラインの色が制御されます。閉じたオブジェクトはオリジナルのフィル パ
ターンで表示されますが、主題図の色分けで前景色が制御されます。

色の更新

色分けの際にポイントオブジェクトのサイズとラインオブジェクトの太さだけを変更し
ます。ポイントオブジェクトはオリジナルの形と色で表示されますが、主題図の色分け
でシンボルのサイズが制御されます。ラインオブジェクトはオリジナルのパターンおよ
び色で表示されますが、色分けでラインの太さが制御されます。

Apply Size

色分けですべての表示属性 (シンボルの形、シンボル サイズ、ラインのパターン、ライ
ンの太さ、および色) が制御されます。

Apply All

Apply 句を省略した場合は、Apply All が指定されたものと見なされます。
Use 句を使用すると、MapInfo Pro でレンジ スタイルからすべてのスタイル要素を適用するか、
あるいは一部のスタイル要素だけを適用するかを制御できます。これについては例を使って説明し
た方が良いでしょう。次の例では、ポイントを含むWorldCapテーブルを色分けします。この例に
Use 句は含まれていません。

Shade WorldCap With Cap_Pop Ranges
Apply All
0 : 300000 Symbol(35,YELLOW,9) ,
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300000 : 900000 Symbol(35,GREEN,18) ,
900000 : 20000000 Symbol(35,BLUE,27)

この主題図では、各範囲のポイントは Symbol 句で指定したとおりに表示されます。低レンジの
ポイントは 9ポイントの黄色の星 (コード 35は星の形)として表示されます。中間レンジのポイン
トは 18 ポイントの緑色の星として表示されます。高レンジのポイントは 27 ポイントの青色の星
として表示されます。
次の例は、Use Size 句を追加した同じコマンドを表しています。

Shade WorldCap With Cap_Pop Ranges
Apply All

Use Size Symbol(34, RED, 24) ' <<<<< Note!

0 : 300000 Symbol(35,YELLOW,9) ,
300000 : 900000 Symbol(35,GREEN,18) ,
900000 : 20000000 Symbol(35,BLUE,27)

注 : Use Size 句では、それ自体の Symbol スタイルである赤い Shape 34 (円) を指定して
います。

Use Size 句に基づき、MapInfo Pro は、後の Symbol 句からサイズ値 (9、18、27 ポイント) のみ
を使用し、他の表示属性 (YELLOW、GREEN、BLUE など) は無視します。Use Size Symbol 句
で赤い円が指定されているため、主題図には赤い円が表示されます。したがって、低レンジのポイ
ントは 9ポイントの赤い円として表示されます。中間レンジのポイントは 18ポイントの赤い円と
して表示されます。高レンジのポイントは 27 ポイントの赤い円として表示されます。
Use Size の代わりに Use Color を指定すると、MapInfo Pro は、後の Symbol 句から色のみを使
用します。マップでは、黄、緑、青の円がすべて 24 ポイント サイズで表示されます。
Use All を指定すると、Use 句を省略するのと同じ効果があります。
Use 句は Apply All を指定した (あるいは Apply 句をすべて省略した) 場合にのみ有効です。

個別値による色分け

構文

Shade [ Window window_id ]
{ layer_id | layer_name }
With Metadata
With expr
[ Ignore value_to_ignore ]
Values const [ Pen... ] [ Line...] [ Brush... ] [ Symbol... ]
[ , const [ Pen... ] [ Line...] [ Brush... ] [ Symbol... ] ... ]
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[ Vary { Color | All } ]
[ Style Replace { On | Off } ]
[ Default [ Pen... ] [ Brush... ] [ Symbol... ] ]

window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
layer_id はマップ レイヤのレイヤ識別子です (1 以上)。
layer_name はマップ レイヤの名前です。
expr は、テーブル (列名など) を色分けする式です。
value_to_ignoreは無視する値です。通常これはゼロ (数値式を使用する場合)または空白の文字列
(文字列式を使用する場合) です。無視する値と一致する値を持つレコードについては主題図オブ
ジェクトは作成されません。
const は定数数値式または定数文字列式です。

説明
オプションの window_id 句では、どのマップを色分けするかを識別できます。window_id を指定
しないと、一番上のマップ ウィンドウが色分けされます。
マップ ウィンドウに 1 つしかレイヤがない場合でも、どのレイヤを主題に沿って色分けするかを
Shade文で指定しなければなりません。レイヤは番号 (layer_id)で識別できます。一番上のマップ
レイヤの layer_id値が 1、次のレイヤの layer_id値が 2という具合です。また、Shade文ではマッ
プ レイヤを名前 ("world" など) で識別することもできます。
Shade 文ごとに、expr 式句を指定する必要があります。MapInfo Pro では、色分けするテーブル
の各オブジェクトについて、この式を評価します。そして Shade 文に続いて、そのレコードの
expr 値に基づいて各オブジェクトの表示スタイルを選択します。この式には一般に、色分けされ
るテーブルの 1 つまたは複数の列の名称が含まれています。
With Metadata を指定した場合、開いているテーブル内の主題図メタデータを使用して、個別値
主題図またはレンジ主題図が作成されます。
expr 句に続くキーワードで、MapInfo Pro で実行する色分けのタイプを指定します。Values キー
ワードでは、それぞれの一意の値が独自の表示スタイルを持つマップが作成されます。
Pen 句では、塗りつぶされたオブジェクト (リージョンなど)の境界線に用いるライン スタイルを
指定します (例: MakePen(width, pattern, color))。
Line句では、ライン、折れ線、弧に使用するラインスタイルを指定します。Line句の構文はPen
句とまったく同じです。違うのは、Penの代わりに Lineというキーワードを使用することだけで
す。
Brush 句では、フィル スタイルを指定します (例: MakeBrush(pattern, forecolor, backcolor))。
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Symbol 句では、シンボル スタイルを指定します (例: MakeSymbol(shape, color, size))。
個別値主題図の具体的な構文については、「個別値による色分け」を参照してください。
個別値主題図では、Valuesキーワードの後に 1～ 255の値の記述が続きます。それぞれの値の記
述は固有の値 (文字列または数値) から成り、その値を持つオブジェクトの表示に MapInfo Pro が
使用する図形スタイルが続きます。レコードの expr 値が Shade 文の値の記述のいずれかとまっ
たく等しい場合、そのレコードのオブジェクトは、該当する図形スタイルで表示されます。値はコ
ンマで 1 つずつ区切って記述します。
Shade 文に Ranges または Values キーワードのどちらかが含まれる場合、文にオプションの
Default句を含めることができます。この句により、"他のすべての"範囲で使用される図形スタイ
ルを指定できます。MapInfo Pro では、指定した範囲のいずれにも当てはまらないレコードは "他
のすべての" 範囲に分類されます。Vary 句では、オブジェクトの外観の変更方法を設定します。
デフォルトは Vary All です。Vary All が指定されている場合は、各レンジのすべての表示ツール
が主題に適用されます。Vary Color が指定されている場合は、指定されているレンジの色のみが
適用されます。
Style Replace On (デフォルト) と指定すると、主題図の下のレイヤが描画されません。
Style Replace Off の場合は、主題図の下のレイヤが描画されます。これにより、複数の可変主題
図を透過させて表示できます。これにより、透過パターンが同じレイヤに表示されます。
デフォルトでは、Style Replace On が設定されています。これは、既存の動作との下位互換を実
現するための設定で、下のレイヤが描画されません。
以下の例では、UK_Sales テーブルに Sales_Rep というフィールドがあると仮定しています。こ
のフィールドには、英国内の販売地域の顧客を受け持つセールスマンの名前が含まれています。
Shade 文によりそのリージョンのセールスマンに応じた色分けを行い、各地域を表示します。し
たがって、Bobに割り当てられているリージョンはすべて同じ色になり、Janに割り当てられてい
るリージョンは別の色になります。

Open Table "uk_sales"
Map From uk_sales

Shade 1 With Proper$(Sales_Rep)
Ignore ""
Values
"Alan" ,
"Amanda" ,
"Bob" ,
"Jan"
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ドット密度

構文

Shade [ Window window_id ]
{ layer_id | layer_name }
With expr
Density dot_value { Circle | Square }
Width dot_size
[ Color color ]

window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
layer_id はマップ レイヤのレイヤ識別子です (1 以上)。
layer_name はマップ レイヤの名前です。
expr は、テーブル (列名など) を色分けする式です。
dot_value は、ドット密度主題図内の各ドットに関連する数値です。
dot_size は、ドット密度主題図上の各ドットのピクセルで表されるサイズです。
color は、ドット密度主題図のドットの色についての RGB 値です。

説明
オプションの window_id 句では、どのマップを色分けするかを識別できます。window_id を指定
しないと、一番上のマップ ウィンドウが色分けされます。
マップ ウィンドウに 1 つしかレイヤがない場合でも、どのレイヤを主題に沿って色分けするかを
Shade文で指定しなければなりません。レイヤは番号 (layer_id)で識別できます。一番上のマップ
レイヤの layer_id値が 1、次のレイヤの layer_id値が 2という具合です。また、Shade文ではマッ
プ レイヤを名前 ("world" など) で識別することもできます。
Shade 文ごとに、expr 式句を指定する必要があります。MapInfo Pro では、色分けするテーブル
の各オブジェクトについて、この式を評価します。そして Shade 文に続いて、そのレコードの
expr 値に基づいて各オブジェクトの表示スタイルを選択します。この式には一般に、色分けされ
るテーブルの 1 つまたは複数の列の名称が含まれています。
expr句に続くキーワードで、MapInfo Proで実行する色分けのタイプを指定します。Densityキー
ワードでは、ドット密度主題図が作成されます。
ドット密度主題図の具体的な構文については、「ドット密度」を参照してください。
ドット密度主題図では、Densityキーワードの後にdot_value句が続きます。CircleまたはSquare
主題図スタイルのどちらでも指定できます。マップ レイヤを意味のあるドット密度主題図のベー
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スとするためには、レイヤにリージョンが含まれていなければなりません。各リージョンに表示さ
れたドット数が、そのリージョンのある種の密度値を表すからです。たとえば、各ドットが1,000
世帯を表すようなマップもあります。
ドット密度主題図では、各リージョンについて expr 値が計算されます。dot_value は数値も表し
ます。MapInfo Pro では、リージョンの expr 値をマップの dot_value 設定値で除算することによ
り、そのリージョンに描画するドットの数を決定します。たとえば、リージョンの expr 値が 100
で、Shade文の dot_value値が 5の場合、各ドットが 5を表すことになり、そのリージョンに 20
個のドットが描画されます。
Width キーワードの後には dot_size が続きます。この値はドットの大きさ (ピクセル単位) を示し
ます。Circle ドット スタイルの場合、dot_size の指定可能範囲は 2 ～ 25 ピクセルです。Square
ドット スタイルの場合、dot_size の指定可能範囲は 1 ～ 25 ピクセルです。オプションの Color
句では、ドットの色を指定できます。
次の例では、Statesテーブルの Pop_1990フィールドを使用して、1990年頃の州ごとの世帯数を
表すドット密度主題図を生成します。この例で生成されるドット密度主題図には 4 ピクセル幅の
ドットが多数表示されますが、各ドットは 60,000 世帯を表します。

Open Table "states"
Map From states
shade window 176942288 7
with Pop_1990
density 600000 circle width 4
color 255

注 : 下位互換性を維持するため、MapBasicの古い構文 (バージョン 7.5またはそれ以前)も
依然としてサポートされています。

サイズ可変シンボル

構文

Shade [ Window window_id ]
{ layer_id | layer_name }
With expr
Graduated min_value : symbol_size max_value : symbol_size
Symbol...
[ Inflect Symbol... ]
[ Vary Size By { "LOG" | "SQRT" | "CONST" } ]

window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
layer_id はマップ レイヤのレイヤ識別子です (1 以上)。
layer_name はマップ レイヤの名前です。
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expr は、テーブル (列名など) を色分けする式です。
max_value は数値、
min_value は数値、
symbol_size は、シンボルに適切な値を割り当てるためのポイント サイズです。

説明
オプションの window_id 句では、どのマップを色分けするかを識別できます。window_id を指定
しないと、一番上のマップ ウィンドウが色分けされます。
マップ ウィンドウに 1 つしかレイヤがない場合でも、どのレイヤを主題に沿って色分けするかを
Shade文で指定しなければなりません。レイヤは番号 (layer_id)で識別できます。一番上のマップ
レイヤの layer_id値が 1、次のレイヤの layer_id値が 2という具合です。また、Shade文ではマッ
プ レイヤを名前 ("world" など) で識別することもできます。
Shade 文ごとに、expr 式句を指定する必要があります。MapInfo Pro では、色分けするテーブル
の各オブジェクトについて、この式を評価します。そして Shade 文に続いて、そのレコードの
expr 値に基づいて各オブジェクトの表示スタイルを選択します。この式には一般に、色分けされ
るテーブルの 1 つまたは複数の列の名称が含まれています。
expr 句に続くキーワードで、MapInfo Pro で実行する色分けのタイプを指定します。Graduated
キーワードでは、サイズ可変シンボル主題図が作成されます。
サイズ可変シンボル主題図の具体的な構文については、「サイズ可変シンボル」を参照してくださ
い。
サイズ可変シンボル主題図では、Graduatedキーワードの後に value:symbol_size句のペアが続き
ます。1つ目の value:symbol_size句ではシンボルサイズの最小値を、2つ目の value:symbol_size
句ではシンボルサイズの最大値を指定します。MapInfoProでは、最大値と最小値の間に収まる値
を持つレコードには中間のシンボル サイズが使用されます。
Symbol 句では、表示するシンボルのタイプ (円、星など)を指定します。オプションの Inflect句
で 2 番目のシンボル スタイルを指定すると、負の値を持つレコードのシンボルは 2 番目のシンボ
ル スタイルを使用して描画されます。
次の例では、利益と損失を表すサイズ可変シンボル主題図を生成します。利益を出している店舗は
緑色の上向き三角形で示します。Shade 文に Inflection 句も含まれているため、損失を出してい
る店舗は赤の下向き三角形で表示されます。

Shade stores With Net_Profit
Graduated
0.0:0 15000:24
Symbol(36, GREEN, 24)
Inflect Symbol(37, RED, 24)
Vary Size By "SQRT"
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オプションの Vary Size By 句では、数値の差とシンボル サイズの差の対応を制御します。Vary
Size By句を省略した場合は、シンボルのサイズ変更には SQRT (平方根)方式 (値の平方根の増加
に応じて大きいポイントサイズを割り当てる)が使用されます。平方根に基づいて値を変化させる
場合、各シンボルのエリアはそのレコードの値と比例します。したがって、あるレコードが別のレ
コードの 2 倍の値を持つ場合、そのレコードのシンボルはマップ上で 2 倍の面積を占有します。

注 : 2倍の面積を持つことと、2倍のポイントサイズを持つことは同じではありません。オ
ブジェクトのポイント サイズを 2 倍にすると、エリアの高さと幅がそれぞれ 2 倍になるた
め、その面積は 4 倍になります。

円グラフ

構文

Shade [ Window window_id ]
{ layer_id | layer_name | Selection }
With expr [ , expr... ]
[ Half ] Pie [ Angle angle ] [ Counter ]
[ Fixed ] [ Max Size chart_size [ Units unitname ]
[ At Value max_value [ Vary Size By {"LOG" | "SQRT" | "CONST" } ] ] ]

[ Border Pen... ]
[ Position [ { Left | Right | Center } ] [ { Above | Below | Center }]]

[ Style Brush... [ , Brush... ] ]

window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
layer_id はマップ レイヤのレイヤ識別子です (1 以上)。
layer_name はマップ レイヤの名前です。
expr は、テーブル (列名など) を色分けする式です。
angle は、円グラフの最初の項目の開始角度 (単位: 度) です。
chart_size は、各円グラフまたは棒グラフの最大の高さを表す、浮動小数のサイズです。
unitname は、用紙単位名です (たとえば、インチは "in"、センチメートルは "cm")。
max_valueは、円グラフや棒グラフの高さを制御するために At Value句で使用される数値です。
フィールド式の合計が max_value に等しければ、そのレコードの円グラフあるいは棒グラフは
chart_size の高さで描画されます。グラフは小さい合計を持つレコードに対しては小さくなりま
す。
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説明
オプションの window_id 句では、どのマップを色分けするかを識別できます。window_id を指定
しないと、一番上のマップ ウィンドウが色分けされます。
マップ ウィンドウに 1 つしかレイヤがない場合でも、どのレイヤを主題に沿って色分けするかを
Shade文で指定しなければなりません。レイヤは番号 (layer_id)で識別できます。一番上のマップ
レイヤの layer_id値が 1、次のレイヤの layer_id値が 2という具合です。また、Shade文ではマッ
プ レイヤを名前 ("world" など) で識別することもできます。
Shade 文ごとに、expr 式句を指定する必要があります。MapInfo Pro では、色分けするテーブル
の各オブジェクトについて、この式を評価します。そして Shade 文に続いて、そのレコードの
expr 値に基づいて各オブジェクトの表示スタイルを選択します。この式には一般に、色分けされ
るテーブルの 1 つまたは複数の列の名称が含まれています。
expr句に続くキーワードで、MapInfo Proで実行する色分けのタイプを指定します。Pieキーワー
ドでは、主題に沿ったグラフの作成を指定します。
Pen 句では、塗りつぶされたオブジェクト (リージョンなど)の境界線に用いるライン スタイルを
指定します (例: MakePen(width, pattern, color))。
Brush 句では、フィル スタイルを指定します (例: MakeBrush(pattern, forecolor, backcolor))。
円グラフ主題図の具体的な構文については、「円グラフ」を参照してください。
円グラフ主題図では、色分けするマップオブジェクトごとに小さな円グラフが生成されます。With
句では、各主題グラフを表す複数の条件式をコンマで区切ってリスト形式で指定します。
Pieキーワードの前にオプションのHalfキーワードを指定すると、半円のグラフが描画されます。
このキーワードを指定しなかった場合は、円のグラフが描画されます。
オプションの Angle 句では、円グラフの最初の項目の開始角度を度単位で指定します。デフォル
トの開始角度は 180 度です。
オプションの Counter キーワードでは、開始角度から反時計周りに項目を描画することを指定し
ます。
Max Size句では、円グラフのサイズを用紙単位 (インチを表す "in"など)で制御します。用紙単位
の詳細については、「Set Paper Units 文」を参照してください。Fixed キーワードを含めるとす
べてのグラフは同じサイズになります。
たとえば、次のコマンドは円グラフをすべて同じサイズで生成します。

Shade sales_95 With phone_sales, retail_sales
Pie Fixed
Max Size 0.25 Units "in"
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円グラフのサイズを変更するには、Fixed キーワードを省略し、At Value 句を含めてください。
たとえば、次のコマンドは円グラフのサイズが変わる主題図を生成します。レコードの合計値が
85,000 であれば、その円グラフは高さ 0.25 インチとなります。値がより小さいレコードの場合
は、より小さい円グラフとして表示されます。

Shade sales_95 With phone_sales, retail_sales
Pie
Max Size 0.25 Units "in" At Value 85000

オプションの Vary Size By 句では、MapInfo Pro による円グラフのサイズの変更方法を制御しま
す。この句については上記で説明済みです (「サイズ可変シンボル」を参照してください)。
Position句が使用されていない限り、各円グラフは元のマップオブジェクトの中心に置かれます。
Style 句では、ブラシ スタイルをコンマで区切ってリスト形式で指定します。With 句で指定され
た各条件式に 1つずつブラシスタイルを指定してください。ブラシスタイルの設定はオプション
です。省略すると、ユーザが保存した任意のブラシ設定が MapInfo Pro により使用されます。
以下の例では、各マップ オブジェクトの中心のすぐ上に各円グラフが置かれる主題図レイヤを生
成します。

Shade sales_95 With phone_sales, retail_sales
Pie Angle 180
Max Size 0.5 Units "in" At Value 85000
Vary Size By "SQRT"
Border Pen (1, 2, 0)
Position Center Above
Style Brush(2, RED, 0), Brush(2, BLUE, 0)

棒グラフ

構文

Shade [ Window window_id ]
{ layer_id | layer_name | Selection }
With expr [ , expr... ]
{ Bar [ Normalized ] | Stacked Bar [ Fixed ] }
[ Max Size chart_size [ Units unitname ]
[ At Value max_value [ Vary Size By {"LOG" | "SQRT" | "CONST" } ]]
[ Border Pen... ]
[ Frame Brush... ]
[ Width value [ Units unitname ] ]
[ Position [ { Left | Right | Center } ] [ { Above | Below | Center }]]

[ Style Brush... [ , Brush... ] ]

window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
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layer_id はマップ レイヤのレイヤ識別子です (1 以上)。
layer_name はマップ レイヤの名前です。
expr は、テーブル (列名など) を色分けする式です。
chart_size は、各円グラフまたは棒グラフの最大の高さを表す、浮動小数のサイズです。
max_valueは、円グラフや棒グラフの高さを制御するために At Value句で使用される数値です。
フィールド式の合計が max_value に等しければ、そのレコードの円グラフあるいは棒グラフは
chart_size の高さで描画されます。グラフは小さい合計を持つレコードに対しては小さくなりま
す。
unitname は、用紙単位名です (たとえば、インチは "in"、センチメートルは "cm")。
値

説明
オプションの window_id 句では、どのマップを色分けするかを識別できます。window_id を指定
しないと、一番上のマップ ウィンドウが色分けされます。
マップ ウィンドウに 1 つしかレイヤがない場合でも、どのレイヤを主題に沿って色分けするかを
Shade文で指定しなければなりません。レイヤは番号 (layer_id)で識別できます。一番上のマップ
レイヤの layer_id値が 1、次のレイヤの layer_id値が 2という具合です。また、Shade文ではマッ
プ レイヤを名前 ("world" など) で識別することもできます。
Shade 文ごとに、expr 式句を指定する必要があります。MapInfo Pro では、色分けするテーブル
の各オブジェクトについて、この式を評価します。そして Shade 文に続いて、そのレコードの
expr 値に基づいて各オブジェクトの表示スタイルを選択します。この式には一般に、色分けされ
るテーブルの 1 つまたは複数の列の名称が含まれています。
expr句に続くキーワードで、MapInfo Proで実行する色分けのタイプを指定します。Barキーワー
ドでは、主題に沿ったグラフの作成を指定します。
Pen 句では、塗りつぶされたオブジェクト (リージョンなど)の境界線に用いるライン スタイルを
指定します (例: MakePen(width, pattern, color))。
Brush 句では、フィル スタイルを指定します (例: MakeBrush(pattern, forecolor, backcolor))。
棒グラフ主題図の具体的な構文については、「棒グラフ」を参照してください。
棒グラフ主題図では、マップオブジェクトごとに小さな棒グラフが生成されます。With句では、
各主題グラフを表す条件式をコンマで区切ってリスト形式で指定します。
Bar キーワードの前にオプションの Stacked キーワードを指定すると、積上げ棒グラフが描画さ
れます。このキーワードを指定しなかった場合は、棒が横に並べて描画されます。Stacked キー
ワードを省略した場合、Normalizedキーワードを含めて、各棒が独立したスケールを持つように
指定できます。
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Stacked の棒グラフ主題図を作成するとき、オプションの Fixed キーワードを含めて、そのマッ
プオブジェクトの数値に関係なく、主題図レイヤのすべての棒グラフがすべて同じサイズ (例: 1/2
インチの高さ) で表示されるように指定できます。Fixed キーワードを省略すると、各オブジェク
トの棒グラフのサイズはグラフ内の値の総計に従って決められます。
Frame Brush 句では、棒の背景のフィル スタイルを指定します。
Position 句では、棒グラフの方向 (縦または横) と、オブジェクトの中心とグラフの相対位置を制
御します。Position句で Leftまたは Rightを指定すると、棒は横向きになり、それ以外の場合は
縦向きになります。
Style 句では、ブラシ スタイルをコンマで区切ってリスト形式で指定します。With 句で指定され
た各条件式に、ブラシ スタイルを 1 つずつ指定してください。
以下の例では、各マップ オブジェクトの中心のすぐ上に各棒グラフが置かれる主題図レイヤを生
成します。

Shade sales_93
With phone_sales, retail_sales
Bar
Max Size 0.4 Units "in" At Value 1245000
Vary Size By "CONST"
Border Pen (1, 2, 0)
Position Center Above
Style Brush(2, RED, 0), Brush(2, BLUE, 0)

関連項目

Create Ranges 文、Create Styles 文、Map 文、Set Legend 文、Set Map 文、Set Shade 文

Sin() 関数

目的
数のサインを返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことが
できます。

構文

Sin( num_expr )

num_expr はラジアン単位で角度を表す数値式です。
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戻り値
浮動小数

説明
Sin() 関数は、ラジアン単位で角度を表す num_expr 値のサインを返します。Sin() の返す結果は
1～ -1の範囲にあります。度の値をラジアンに変換するには DEG_2_RADを掛けます。ラジアン
の値を度に変換するにはRAD_2_DEGを掛けます。DEG_2_RADとRAD_2_DEGはMAPBASIC.DEF

に定義されています。

例

Include "mapbasic.def"
Dim x, y As Float
x = 30 * DEG_2_RAD
y = Sin(x)
' y will now be equal to 0.5
' since the sine of 30 degrees is 0.5

関連項目

Acos() 関数、Asin() 関数、Atn() 関数、Cos() 関数、Tan() 関数

Space$() 関数

目的
スペースだけから成る文字列を返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウか
ら呼び出すことができます。

構文

Space$( num_expr )

num_expr は 2 バイト整数の数値式です。

戻り値
String
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説明
Space$() 関数はスペース文字だけから成る長さが num_expr の文字列を返します。num_expr 値
がゼロ以下であれば、Space$() 関数は null 文字列を返します。

例

Dim filler As String
filler = Space$(7)
' filler is now equal to the string " "
' (7 spaces)
Note "Hello" + filler + "world!"
'this displays the message "Hello world!"

関連項目

String$() 関数

SphericalArea() 関数

目的
大圏距離を使用して緯度/経度座標データの面積を返します。この関数は、MapInfoProのMapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

SphericalArea( obj_expr, unit_name )

obj_expr はオブジェクト式です。
unit_name は面積単位の名前を表す文字列 (例: "sq km") です。

戻り値
浮動小数

説明
SphericalArea() 関数は、obj_expr で指定した地理的オブジェクトの面積を返します。この関数
は、unit_nameパラメータで指定した単位の面積を戻します。たとえば、面積をエーカー単位で取
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得するには unit_name パラメータに "acre" を指定します。使用可能な単位の詳細については、
「Set Area Units 文」を参照してください。
SphericalArea()関数は、常に大圏距離を基準にした緯度/経度座標で面積を計算します。データが
一般座標を使用しているため緯度/経度座標に変換できない場合は -1 が返されます。
リージョン、楕円、長方形、および面取り長方形のみが面積を持ちます。ポイント、弧、テキス
ト、ライン、および折れ線オブジェクトの SphericalArea( ) は 0 と定義されています。
SphericalArea( )関数を面取り長方形に使用した場合、概略値が返されます。MapBasicは面取り
長方形の面積を通常の長方形と同じとして計算します。

例
次の例は、SphericalArea( )関数を使用して、1つの地理的オブジェクトの面積を計算する方法を
示しています。states.obj のように指定される tablename.obj 式は、指定したテーブルの現在の行
の地理的オブジェクトを表します。

Dim f_sq_miles As Float
Open Table "states"
Fetch First From states
f_sq_miles = Area(states.obj, "sq mi")

SphericalArea( ) 関数は、次の例のように Select 文で使用することもできます。

Select state, SphericalArea(obj, "sq km")
From states Into results

関連項目

CartesianArea( ) 関数、SphericalArea( ) 関数

SphericalConnectObjects() 関数

目的
2 つのオブジェクト間の最短距離または最長距離を表すオブジェクトを返します。 この関数は、
MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

SphericalConnectObjects( object1, object2, min )
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object1 および object2 はオブジェクト式です。
min は論理式です。TRUE の場合はオブジェクト間の最短距離、FALSE の場合はオブジェクト間
の最長距離が計算されます。

戻り値
この文では、1つの線分の2ポイント折れ線オブジェクトが返されます。この折れ線オブジェクト
は、object1 と object2 の 2 つのオブジェクト間の最短距離 (min == TRUE) または (min ==

FALSE) 最長距離を表します。

説明
折れ線オブジェクトの 2つのポイントは、1つは object1、もう 1つは object2上に配置されます。
2つの入力オブジェクト間の距離を計算するには、ObjectLen()関数を使用します。最短距離また
は最長距離が存在するインスタンスが複数ある場合 (たとえば、返された 2つのポイント間の距離
が一意の最短距離ではなく、"同位" を表すポイントが他にもある場合)、この関数はいずれかのイ
ンスタンスを返します。返されたオブジェクトが一意の最短距離かどうかを判断する方法はありま
せん。
SphericalConnectObjects()は、object1 と object2 を結ぶ折れ線オブジェクトを返します。この
2 つのオブジェクト間の最短距離 (min == TRUE) または最長距離 (min == FALSE) は、球面計
算法によって算出されます。球面計算法を使って計算できない場合、たとえばMapBasic座標が一
般座標の場合は、エラーが発生します。
関連項目

ConnectObjects() 関数、CartesianConnectObjects() 関数、Nearest 文、Farthest 文、
CartesianObjectDistance() 関数、ObjectDistance() 関数、SphericalObjectDistance() 関数

SphericalDistance() 関数

目的
2点間の距離を戻します。この関数は、MapInfo ProのMapBasicウィンドウから呼び出すことが
できます。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

SphericalDistance( x1, y1, x2, y2, unit_name )
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x1 と x2 は x 座標です (たとえば経度など)。
y1 と y2 は y 座標です (たとえば緯度など)。
unit_name は、距離単位の名前を表す文字列です (たとえば "km" など)。

戻り値
浮動小数

説明
SphericalDistance()関数は 2 点間の距離を計算します。
この関数は、unit_nameパラメータで指定した単位の距離を返します。たとえば、距離をマイル単
位で取得するにはunit_nameパラメータに "mi"を指定します。使用可能な単位の詳細については、
「Set Distance Units 文」を参照してください。
x 座標と y 座標の各パラメータは MapBasic の現在の座標系で指定する必要があります。MapInfo
Pro のデフォルトは緯度/経度座標系です。MapBasic の座標系を再設定するには、Set CoordSys
文を使用します。
SphericalDistance()関数は、常に大圏距離を使用して緯度/経度座標の値を返します。データが一
般座標を使用しているため緯度/経度座標に変換できない場合は -1 が返されます。

例

Dim dist, start_x, start_y, end_x, end_y As Float
Open Table "cities"
Fetch First From cities
start_x = CentroidX(cities.obj)
start_y = CentroidY(cities.obj)
Fetch Next From cities
end_x = CentroidX(cities.obj)
end_y = CentroidY(cities.obj)
dist = SphericalDistance(start_x,start_y,end_x,end_y,"mi")

関連項目

CartesianDistance() 関数、Distance() 関数
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SphericalObjectDistance() 関数

目的
2 点間の距離を戻します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すこと
ができます。

構文

SphericalObjectDistance( object1, object2, unit_name )

object1 および object2 はオブジェクト式です。
unit_name は、距離単位の名前を表す文字列です。

戻り値
浮動小数

説明
SphericalObjectDistance()は、object1 と object2 の 2 つのオブジェクト間の最短距離を返しま
す。この距離は、球面計算法によって算出され、戻り値の単位は unit_name で指定します。球面
計算法を使って計算できない場合、たとえばMapBasic座標が一般座標の場合は、エラーが発生し
ます。
関連項目

ObjectDistance() 関数、CartesianObjectDistance() 関数、Nearest 文、Farthest 文、
SphericalConnectObjects() 関数、ConnectObjects() 関数、CartesianConnectObjects() 関数

SphericalObjectLen() 関数

目的
ラインまたは折れ線オブジェクトの地理的な長さを戻します。 この関数は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。
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構文

SphericalObjectLen( obj_expr, unit_name )

obj_expr はオブジェクト式です。
unit_name は、距離単位の名前を表す文字列です (たとえば "km" など)。

戻り値
浮動小数

説明
SphericalObjectLen()関数はオブジェクト式の長さを返します。ゼロより大きい長さの値を持つ
のはライン オブジェクトと折れ線オブジェクトのみです。長方形、楕円、リージョン オブジェク
トの周囲長を調べるには Perimeter() 関数を使用してください。
SphericalObjectLen()関数は、常に大圏距離を基準にした緯度/経度座標での値を返します。デー
タが一般座標を使用しているため緯度/経度座標に変換できない場合は -1 が返されます。
SphericalObjectLen()関数は、unit_name パラメータで指定した単位の長さを戻します。たとえ
ば、長さをマイル単位で取得するには unit_nameパラメータにmiを指定します。使用可能な単位
の詳細については、「Set Distance Units 文」を参照してください。

例

Dim geogr_length As Float
Open Table "streets"
Fetch First From streets
geogr_length = SphericalObjectLen(streets.obj, "mi")

geogr_length は、道路セグメントの長さをマイル単位で表します。
関連項目

CartesianObjectLen() 関数、SphericalObjectLen() 関数
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SphericalOffset() 関数

目的
球面の DistanceTypeを使用して、入力オブジェクトのコピーを指定の距離と角度だけオフセット
して返します。この関数は、MapInfo ProのMapBasicウィンドウから呼び出すことができます。

構文

SphericalOffset( object, angle, distance, units )

object は、オフセットで指定された位置にコピーする対象のオブジェクトです。
angle は、コピー位置を指定するオフセットの角度です。
distance は、コピー位置を指定するオフセットの距離です。
units は、指定するオフセットの距離の単位を示す文字列です。

戻り値
オブジェクト

説明
この関数は、入力オブジェクトからのオフセットで指定された位置に、入力オブジェクトのコピー
を新しいオブジェクトとして生成します。オフセットは distanceと angle (X軸の正方向を 0度、
反時計回りを正の向きとして測った角度) で指定します。単位文字列は、ObjectLen() 関数や
Perimeter()関数の場合と同様に、距離の値で使用する単位を指定します。使用されるDistanceType
は Spherical です。Spherical DistanceTypes は一般座標には対応していないため、入力オブジェ
クトの座標系が一般座標の場合はエラーが発生します。このエラーは、NULLオブジェクトが返さ
れることによって示されます。使用される座標系は、入力オブジェクトの座標系です。
球面距離計算が行われる場合には、平面距離計算の場合とは異なるいくつかの点に注意する必要が
あります。緯度/経度で表されているオブジェクトを移動した場合、オブジェクトの形は移動後も
同じですが、オブジェクトの面積は変化します。その理由は、オフセットの差分の 1 つが角度で
指定されることにあります。任意の角度に対応する実際の距離は位置によって異なり、一定ではあ
りません。
オフセット関数では、オブジェクトの何らかの固定点 (たとえば外接長方形の中心) を基準として
実際のオフセットの差分が計算された後、その値に対して入力単位から座標系単位への変換が行わ
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れます。座標系が緯度/経度の場合、角度への変換には固定点が使用されます。実際に変換された
距離の値は、オブジェクト上の位置によって異なります。入力オブジェクトと新しいオフセット
オブジェクトの間の距離の正確性が保証されるのは、変換に使用される単一の固定点においてのみ
です。

例

SphericalOffset(Rect, 45, 100, "mi")

関連項目

SphericalOffsetXY() 関数

SphericalOffsetXY() 関数

目的
球面の DistanceTypeを使用して、入力オブジェクトのコピーを指定の X/Y値だけオフセットして
返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

SphericalOffsetXY( object, xoffset, yoffset, units )

object は、オフセットで指定された位置にコピーする対象のオブジェクトです。
xoffset と yoffset は、コピー位置を指定するオフセットの x 軸方向と y 軸方向の距離です。
units は、指定するオフセットの距離の単位を示す文字列です。

戻り値
オブジェクト

説明
SphericalOffsetXY()関数は、入力オブジェクトからのオフセットで指定された位置に、入力オブ
ジェクトのコピーを新しいオブジェクトとして生成します。オフセットは x 軸方向の距離を示す
xoffset と y 軸方向の距離を示す yoffset で指定します。単位文字列は、ObjectLen() 関数や
Perimeter()関数の場合と同様に、距離の値で使用する単位を指定します。使用されるDistanceType
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は Spherical です。Spherical DistanceTypes は一般座標には対応していないため、入力オブジェ
クトの座標系が一般座標の場合はエラーが発生します。このエラーは、NULLオブジェクトが返さ
れることによって示されます。使用される座標系は、入力オブジェクトの座標系です。
球面距離計算が行われる場合には、平面距離計算の場合とは異なるいくつかの点に注意する必要が
あります。緯度/経度で表されているオブジェクトを移動した場合、オブジェクトの形は移動後も
同じですが、オブジェクトの面積は変化します。その理由は、オフセットの差分の 1 つが角度で
指定されることにあります。任意の角度に対応する実際の距離は位置によって異なり、一定ではあ
りません。
オフセット関数では、オブジェクトの何らかの固定点 (たとえば外接長方形の中心) を基準として
実際のオフセットの差分が計算された後、その値に対して入力単位から座標系単位への変換が行わ
れます。座標系が緯度/経度の場合、角度への変換には固定点が使用されます。実際に変換された
距離の値は、オブジェクト上の位置によって異なります。入力オブジェクトと新しいオフセット
オブジェクトの間の距離の正確性が保証されるのは、変換に使用される単一の固定点においてのみ
です。

例

SphericalOffsetXY(Rect, 92, -22, "mi")

関連項目

SphericalOffset() 関数

SphericalPerimeter() 関数

目的
図形オブジェクトの周囲長を戻します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから
呼び出すことができます。

構文

SphericalPerimeter( obj_expr, unit_name )

obj_expr はオブジェクト式です。
unit_name は、距離単位の名前を表す文字列です (たとえば "km" など)。
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戻り値
浮動小数

説明
SphericalPerimeter()関数は obj_exprオブジェクトの周囲長を計算します。SphericalPerimeter()
関数の対象として指定できるオブジェクト タイプは、楕円、長方形、面取り長方形、およびポリ
ゴンです。その他のオブジェクトでは、周囲長はゼロと見なされます。SphericalPerimeter()関
数は、unit_nameパラメータで指定した単位で長さを返します。たとえば、マイル単位で長さを取
得するには、unit_nameパラメータとして "mi"を指定します。使用可能な単位の詳細については、
「Set Distance Units 文」を参照してください。
SphericalPerimeter()関数は、常に大圏距離を基準にした緯度/経度座標での値を返します。デー
タが一般座標を使用しているため緯度/経度座標に変換できない場合は -1 が返されます。
SphericalPerimeter()関数を面取り長方形に使用した場合、概略値が返されます。MapBasicは面
取り長方形を通常の長方形であると見なして、その周囲長を計算します。

例
次の例は、SphericalPerimeter()関数を使用して特定の地理オブジェクトの周囲長を調べる方法
を示しています。

Dim perim As Float
Open Table "world"
Fetch First From world
perim = SphericalPerimeter(world.obj, "km")

perim 変数には、world テーブルの最初のレコードに関連付けられたポリゴンの周囲長が含まれて
います。
SphericalPerimeter()関数は、次の例のように Select文で使用することもできます。次の Select
文は、States テーブルから情報を取得し、結果を Results という名前の一時テーブルに格納しま
す。Select 文に SphericalPerimeter()関数が含まれるので、Results テーブルには各州の周囲長
を示すフィールドが保存されます。

Open Table "states"
Select state, Perimeter(obj, "mi")
From states
Into results

関連項目

CartesianPerimeter() 関数、Perimeter() 関数
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Sqr() 関数

目的
数の平方根を返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことが
できます。

構文

Sqr( num_expr )

num_expr は正の数値式です。

戻り値
浮動小数

説明
Sqr()関数は num_exprで指定した数値式の平方根を返します。負の実数の平方根はあり得ないの
で、num_expr はゼロ以上の値でなければなりません。
数の平方根はその数を 0.5乗することに相当します。したがって、Sqr(n)という式は n ^ 0.5とい
う式と等価です。ただし、Sqr() 関数の方が平方根の計算速度は格段に上です。

例

Dim n As Float
n = Sqr(25)

関連項目

Cos() 関数、Sin() 関数、Tan() 関数
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StatusBar 文

目的
ステータスバーの表示/非表示を切り替えます。ステータスバーに短いメッセージを表示すること
もできます。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

StatusBar { Show | Hide }
[ Message message ]
[ ViewDisplayPopup { On | Off } ]
[ EditLayerPopup { On | Off } ]

message はステータス バーに表示するメッセージです。

説明
StatusBar 文を使用して、ステータス バーの表示/非表示を切り替えます。また、短いメッセージ
をステータス バーに表示することもできます。
ステータス バーにメッセージを出力するには、オプションの Message 句を使用します。

StatusBar Message "Calculating coordinates..."

MapInfoProでは、ユーザがさまざまなボタンやメニュー項目を選択するたびにステータスバーが
自動的に更新されるので、ステータスバー上に表示されるメッセージはすぐに消えてしまいます。
したがって、重要なメッセージはステータス バーに表示させないようにしてください。
メッセージを画面から消えない形で表示させるには、Print文を使用してメッセージウィンドウに
メッセージを出力してください。
ユーザがステータス バーからビューを変更できるようにするには、ViewDisplayPopupパラメー
タを使用します。このパラメータをOnにすると、ユーザはステータスバーでズームレベル、マッ
プの縮尺、およびカーソル位置の設定を変更できるようになります。
ユーザがステータス バーからマップ ウィンドウの編集可能レイヤを設定できるようにするには、
EditLayerPopupパラメータを使用します。このパラメータをOnにすると、ユーザはステータス
バーで編集可能レイヤを選択できるようになります。
関連項目

Note 文、Print 文
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Stop 文

目的
デバッグするために実行中のMapBasicアプリケーションを中断します。この文は、MapInfo Pro
の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Stop

制限事項
Stop 文は、ユーザ定義の関数内またはダイアログ ボックスのハンドラ プロシージャ内で発行す
ることができません。したがって、ダイアログボックスが画面に表示されている間は、Dialog文
をデバッグするために Stop 文を発行することはできません。

説明
Stop文はデバッグの便宜を図るためのものです。Stop文は実行中のプログラムを中断して、ユー
ザに制御を返します。この場合、ユーザとして考えられるのは、プログラムをデバッグするMapBasic
プログラマです。
Stop が呼び出されると、Stop のプログラム行番号を示すメッセージが MapBasic ウィンドウに
表示されます。
Stop が呼び出された後で、MapBasic ウィンドウでプログラムの現在の状態を調べることができ
ます。MapBasic ウィンドウに

? Dim

上記のように MapBasic ウィンドウに入力すると、中断したプログラムで使用中のローカル変数
のリストが表示されます。同様に、

? Global

上記のように MapBasic ウィンドウに入力すると、使用中のグローバル変数のリストが表示され
ます。
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変数の内容を表示するには、変数名の前に? (疑問符)を入力してください。変数の内容を変更する
には、

variable_name = new_value

の形で入力してください。ここで、variable_nameはローカル変数またはグローバル変数の名前で
あり、new_value はその変数に割り当てる新しい値を表す式です。
アプリケーションの実行を再開するには、[ファイル] > [続行]を選択します。プログラムが停止し
ている間、[ファイル] メニューには [実行] の代わりに [続行] が表示されます。MapBasic ウィン
ドウに Continue 文を入力してプログラムを再スタートさせるという方法もあります。
Stop文の処理中、アプリケーションファイルは開いたまま維持されます。ファイルが開いている
限り、アプリケーションの再コンパイルはできません。Stop 文を使用した後でアプリケーション
の再コンパイルを行う場合は、再コンパイルの前に [ファイル] > [続行] を選択してください。
関連項目

Continue 文

Str$() 関数

目的
式を表す文字列を返します (数値の出力など)。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンド
ウから呼び出すことができます。

構文

Str$( expression )

expression は、数値式、日付式、ペン式、ブラシ式、シンボル式、フォント式、論理式、または
オブジェクト式です。

戻り値
String

説明
Str$() 関数は指定した式の値を表す文字列を返します。
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expressionが負の数値であれば、返された文字列の最初の文字はマイナス記号 (-)です。expression
が正の数値であれば、文字列の最初の文字はスペースになります。
指定する expression の小数の桁数によって、また小数点の左に何桁あるかによって、Str$() 関数
は丸めた値を表す文字列を返すことがあります。文字列に表示される数の小数の桁数を制御する必
要がある場合は、Format$() 関数を使用してください。
expressionがオブジェクト式の場合、Str$()関数はオブジェクトタイプ (弧、楕円、フレーム、ラ
イン、ポイント、折れ線、長方形、リージョン、面取り長方形、またはテキスト)を示す文字列を
返します。
expressionが tablename.obj形式のオブジェクト式であり、現在のテーブルの行が図形オブジェク
トを持たない場合、Str$() 関数は null 文字列を返します。

注 : Str$() 関数に初期化していないオブジェクト変数を渡すと、エラーが生成されます。

expressionパラメータが日付の場合、Str$()関数の出力は、ユーザの使用するコンピュータの設定
によって異なります。次の式について考えます。

Str$( NumberToDate(19951231) )

この関数は、ユーザのコンピュータで使用されている日付フォーマットに応じ
て、"12/31/1995"、"1995/12/31"などを返す可能性があります。Str$()が返す日付のフォーマット
は、Set Format 文で制御することができます。
expressionが数値の場合、Str$()関数では、ユーザのコンピュータが他の文字を小数点のセパレー
タとして使うように設定されていたとしても、ピリオドが小数点のセパレータとして使用されま
す。Str$()関数が返す戻り値の文字列に千単位のセパレータが含まれることはありません。ユーザ
が指定した千単位のセパレータや小数点のセパレータを含む文字列を生成するには、
FormatNumber$() 関数を使用してください。

例

Dim s_spelled_out As String, f_profits As Float
f_profits = 123456
s_spelled_out = "Annual profits: $" + Str$(f_profits)

関連項目

Format$() 関数、FormatNumber$() 関数、Set Format 文、Val() 関数
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String$() 関数

目的
指定の文字を何度か繰り返して作られた文字列を返します。この関数は、MapInfoProのMapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

String$( num_expr, string_expr )

num_expr は正の 2 バイト整数の数値式です。
string_expr は文字列式です。

戻り値
String

説明
String$()関数は num_expr文字長の文字列を返します。得られる文字列には string_expr文字列の
最初の文字が num_expr個分含まれます。したがって、num_exprは、結果として求められる文字
長を表す、正の 2 バイト整数値でなければなりません。

例

Dim filler As String
filler = String$(5, "ABCDEFGH")
' at this point, filler contains the string "AAAAA"
' (5 copies of the 1st character from the string)

関連項目

Space$() 関数
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StringByteLength() 関数

目的
指定された文字セット (charset)を考慮し、文字列に含まれるバイト数を返します。この関数は、
MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

StringByteLength( string_expr, charset )

string_expr は、使用バイト数を計算する対象となる文字列です。
charsetは、string_exprで使用される文字セットを表す文字列です。有効な文字セットの一覧につ
いては、「Charset 句」を参照してください。

戻り値
整数

説明
この関数は、文字列内の指定された文字セットでのバイト数を返します。複数バイト文字セット
(UTF-8やWindowsJapaneseなど)の文字列を表現するのに必要なバイト数がわかると便利な場合
があります。UTF-8 文字セットの文字列は、文字の表現に最大 4 バイトを使用する場合がありま
す。
string_expr または charset に文字列以外の値を引き渡すと、エラーが発生します。
charset に無効な文字セットが指定されると、エラーが発生します。
charset に値が引き渡されない場合は、エラーが発生します。

例

print StringByteLength("滋賀県草津市草津", "UTF-16")
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上の例は、16 を返します。UTF-16 を使用する場合、日本語 8 文字で、1 文字あたり 2 バイトを
使用するためです。

print StringByteLength("滋賀県草津市草津", "UTF-8")

上の例は、24 を返します。UTF-8 を使用する場合、日本語 8 文字で、1 文字あたり 3 バイトを使
用するためです。

print StringByteLength("滋賀県草津市草津", "WindowsJapanese")

上の例は、16 を返します。WindowsJapanese を使用する場合、日本語 8 文字で、1 文字あたり
2 バイトを使用するためです。

Print StringByteLength("استعمال في البدء ,"قبل "UTF-8")

上の例は、37 を返します。UTF-8 を使用する場合、アラビア文字 20 文字で、1 文字あたり 1 ～
3 バイトを使用するためです。
使用例:

WindowsArabic 文字セットのテーブル (World.tab など) を、UTF-8 文字セットを使用する新しい
テーブルに保存する場合、1つのフィールドに必要な最大幅を次のようにして計算することができ
ます。

select Max(StringByteLength(World.Col1, "UTF-8")) from World

関連項目

• Len() 関数
• Charset 句

StringCompare() 関数

目的
大文字小文字を区別して文字列の比較を行います。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィ
ンドウから呼び出すことができます。

構文

StringCompare( string1, string2 )
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string1 および string2 は文字列式です。

戻り値
SmallInt: -1 は 1 つ目の文字列が 2 つ目の文字列より前にあること、1 は 1 つ目の文字列が 2 つ目
の文字列より後ろにあること、0 は 2 つの文字列が等しいことを示します。

説明
StringCompare()関数は大文字小文字を区別して文字列の比較を行います。MapBasic文字列比較
で、"=" 演算子を使用するものは大文字小文字を区別しません。すなわち、

If "ABC" = "abc" Then

このような比較式は、文字列比較で大文字小文字を区別しないので TRUE と評価します。
StringCompare()関数は大文字小文字を区別して文字列の比較を行い、その結果を返します。

条件戻り値

1 つ目の文字列が 2 つ目の文字列よりアルファベット順で前である。-1

2 つの文字列が等しい。0

1 つ目の文字列が 2 つ目の文字列よりアルファベット順で後である。1

例
文字コードセット内でAは aの前にあるので、関数呼び出し StringCompare("ABC", "abc")

は -1 を返します。
関連項目

Like() 関数、StringCompareIntl() 関数
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StringCompareIntl() 関数

目的
言語を区別して文字列の比較を行います。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウか
ら呼び出すことができます。

構文

StringCompareIntl( string1, string2 )

string1 および string2 は比較対象の文字列式です。

戻り値
SmallInt: -1 は 1 つ目の文字列が 2 つ目の文字列より前にあること、1 は 1 つ目の文字列が 2 つ目
の文字列より後ろにあること、0 は 2 つの文字列が等しいことを示します。

説明
StringCompareIntl()関数は言語を区別して文字列の比較を行います。通常の U.S. 文字セット以
外の文字 (ウムラウトなど)を含む2つの文字列のアルファベット順を確認する必要がある場合は、
この関数を呼び出します。
この比較では、ユーザのコンピュータで使用されているどのような言語設定でも使用できます。た
とえば、Windows ユーザはコントロール パネルで言語設定を制御することができます。

条件戻り値

現在の言語設定で、1 つ目の文字列の順序が 2 つ目の文字列より前である。-1

2 つの文字列が等しい。0

現在の言語設定で、1 つ目の文字列が 2 つ目の文字列より後である。1

関連項目

Like() 関数、StringCompare() 関数
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StringToDate() 関数

目的
文字列が表している日付の値を返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウか
ら呼び出すことができます。

構文

StringToDate( "datestring" )

datestring は日付を表す文字列式です。以下の要素で構成される 17 桁で日付を表すことができま
す。
• 年を表す 4 桁
• 月、日、時間、分、秒をそれぞれ 2 桁で表す列
• ミリ秒を表す 3 桁
この 17桁を引用符で囲んで文字列として入力するか、数値として入力することができます。入力
が 17 桁よりも少ない場合、文字列か数値かによって解釈は異なります。文字列の場合は右側に 0
が追加され、数値の場合は左側に 0 が追加されます。"20150909" は "20150909000000000" とい
う文字列として評価され、20150909 は 00000000020150909 という数値として評価されます。

戻り値
DateTime

説明
StringToDate()関数は、指定された文字列が表す日付の DateTime値を返します。MapBasicは、
ユーザのコンピュータで設定されている日付書式オプションに従って日付の文字列を解釈します。
コンピュータ上では、日/月/年の日付書式が設定されていることが多く、区切り文字としてピリオ
ド (.) またはバックスラッシュ (/) が使用されている場合があります。米国のコンピュータでは、
月/日/年の日付書式が設定されています。StringToDate() 関数で米国の書式を適用するには、Set
Format 文を使用します。

注 : ユーザのコンピュータの設定に一切左右されないようにするには、NumberToDate()
関数を StringToDate() の代わりに呼び出します。NumberToDate() 関数は、コンピュータ
の設定に左右されません。
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datestring引数では、月 (1～ 12を 1文字または 2文字で)と、日 (1～ 31を 1文字または 2文字
で)を指定する必要があります。年は 2桁の数字あるいは 4桁の数字で指定できます。省略しても
構いません。年が省略されていれば、現在の年が使用されます。年数が 2桁で (96などと)指定さ
れている場合は、現在の世紀、または Set Date Window() 文に設定されている世紀が使用されま
す。

例
次の例では、日付の文字列を米国式フォーマット (月/日/年)で指定します。このプログラムでは、
システムの設定にかかわらず米国式のフォーマットで日付が解釈されるように、StringToDate()
を呼び出す前に Set Format 文を呼び出します。

Dim d_start, d_end As Date
Set Format Date "US"
d_start = StringToDate("12/17/92")
d_end = StringToDate("01/02/1995")
Set Format Date "Local"

この例では、Date1 = 19890120、Date2 = 20101203、MyYear = 1990 と変数を設定しています。

DIM Date1, Date2 as Date
DIM MyYear As Integer
Set Format Date "US"
Set Date Window 75
Date1 = StringToDate("1/20/89")
Date2 = StringToDate("12/3/10")
MyYear = Year("12/30/90")

これらの結果は、Set Date Window() 文に設定されている世紀を使用して、年を表している 2 桁
の数字を解釈することにより得られたものです。
関連項目

日付と時間に関する関数、NumberToDate()関数、NumberToDateTime()関数、Set Format文、
Str$() 関数、StringToDateTime() 関数、StringToTime() 関数

StringToDateTime() 関数

目的
文字列が表している DateTime 値を返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンド
ウから呼び出すことができます。
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構文

StringToDateTime( string )

string は、日付と時刻を表す文字列です。

戻り値
DateTime

説明
MapBasicは、ユーザのコンピュータで設定されている日付と時刻の書式オプションに従って日付/
時刻の文字列を解釈します (DateTimeを参照してください)。日付と時刻の間には少なくとも 1つ
のスペースが必要です。詳細については、「StringToDate() 関数」および「StringToTime() 関
数」を参照してください。

例
次の例では、時間 (hh)、分 (mm)、秒 (ss)、および小数点以下 (fff)がコロンで区切られた米国の時
刻書式を使用しています (詳細については、Time または FormatTime$() 関数を参照してくださ
い)。

dim strX as string
dim Z as datetime
strX = "1999:09:25:12:32:45"
Z = StringtoDateTime(strX)
Print FormatDate$(Z)
Print FormatTime$(Z,"hh:mm:ss.fff tt")

関連項目

日付と時間に関する関数、NumberToDateTime() 関数、Set Format 文、Str$() 関数、
StringToDate() 関数、StringToTime() 関数

StringToTime() 関数

目的
文字列が表している Time値を返します。この関数は、MapInfo ProのMapBasicウィンドウから
呼び出すことができます。
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構文

StringToTime( string )

string は、時刻を表す文字列です。

戻り値
時間

説明
MapBasicは、ユーザのコンピュータで設定されている時刻書式オプションに従って時刻の文字列
を解釈します。ただし、12 時間形式または 24 時間形式の文字列以外は使用できません。時刻の
うちの細かい要素は省略可能です。つまり、時間は必ず指定する必要がありますが、分、秒、ミリ
秒は省略可能です。

例
次の例では、時間 (hh)、分 (mm)、秒 (ss)、および小数点以下 (fff)がコロンで区切られた米国の時
刻書式を使用しています (詳細については、Time または FormatTime$() 関数を参照してくださ
い)。

dim strY as string
dim X as time
strY = "12:32:45"
X = StringtoTime(strY)
Print FormatTime$ (X,"hh:mm:ss.fff tt")

関連項目

日付と時間に関する関数、NumberToDateTime()関数、NumberToTime()関数、Set Format文、
Str$() 関数、StringToTime() 関数

StyleAttr() 関数

目的
ペン、ブラシ、フォント、またはシンボルのスタイル属性を1つ返します。この関数は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。
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構文

StyleAttr( style, attribute )

style は、ペン、ブラシ、フォント、またはシンボルのスタイル値です。
attribute は、スタイルのどのコンポーネントを返すかを指定する整数コードです。

戻り値
文字列または整数。attribute パラメータによって異なります。

説明
StyleAttr() 関数は、ペン、ブラシ、シンボル、またはフォントのスタイルに関する情報を返しま
す。
各スタイル タイプは複数のコンポーネントから成ります。たとえば、ブラシのスタイル定義は、
パターン、前景色、背景色という 3 つのコンポーネントから成ります。StyleAttr() 関数が返すコ
ンポーネントのタイプは、attribute パラメータで制御されます。
attribute パラメータは、下記の表に示すコードのいずれかでなければなりません。左欄のコード
(PEN_WIDTH など) は MAPBASIC.DEF に定義されています。
ブラシの設定:

StyleAttr() の戻り値IDattribute の設定

ブラシ スタイルのパターンを示す整数。1BRUSH_PATTERN

ブラシ スタイルの前景色を示す整数 (RGB 値)。2BRUSH_FORECOLOR

ブラシスタイルの背景色を示す整数 (RGB値)。ブラシの背景が透
明の場合は -1。

3BRUSH_BACKCOLOR

フォントの設定:

StyleAttr() の戻り値IDattribute の設定

フォント名を表す文字列。1FONT_NAME
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StyleAttr() の戻り値IDattribute の設定

フォント スタイルを表す整数値 (0 =標準、1 =太字、など)。詳細
については、「Font 句」を参照してください。

2FONT_STYLE

フォントのサイズ (ポイント) を示す整数。
注 : テキスト オブジェクトが (レイアウト ウィンドウで
はなく)マップ作成可能なテーブルに含まれている場合、
返されるポイントサイズはゼロとなり、文字の高さはマッ
プ ウィンドウの現在のズームによって示されます。

3FONT_POINTSIZE

フォントの前景色を示す整数 (RGB 値)。4FONT_FORECOLOR

フォントの背景色を示す整数 (RGB 値)。フォントの背景が透明の
場合は -1。フォントスタイルが蛍光色を持つ場合、RGBカラーは
蛍光色を表します。

5FONT_BACKCOLOR

ペンの設定:

StyleAttr() の戻り値IDattribute の設定

ペンスタイルの線の幅を表す整数 (ピクセル単位、またはポイント
単位)。

1PEN_WIDTH

ペン スタイルのパターンを示す整数。2PEN_PATTERN

ペン スタイルの RGB カラー値を表す整数。4PEN_COLOR

ペン パターンのペン インデックス番号を表す整数。5PEN_INDEX

論理値。ライン スタイルに交差が設定されている場合は TRUE。6PEN_INTERLEAVED

シンボルの設定:
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StyleAttr() の戻り値IDattribute の設定

シンボルスタイルの形状コードを示す整数。TrueTypeシンボルに
適用。

1SYMBOL_CODE

シンボル スタイルの色を示す整数 (RGB 値)。2SYMBOL_COLOR

シンボルのサイズ (ポイント) を示す整数。指定可能範囲は 1 ～
48。

3SYMBOL_POINTSIZE

TrueType シンボルの回転角度を示す浮動小数。4SYMBOL_ANGLE

TrueType シンボルによって使用されるフォントの名前を示す文字
列。

5SYMBOL_FONT_NAME

TrueType シンボルのスタイル属性を示す整数 (0 = 標準、1 = 太字
など)。指定可能な値の一覧については、「Symbol 句」 を参照し
てください。

6SYMBOL_FONT_STYLE

シンボルタイプを示す整数。TrueTypeシンボルの場合は 2、ビッ
トマップ ファイル シンボルの場合は 3。

7SYMBOL_KIND

ビットマップファイルシンボルにより使用されるファイルの名前
を示す文字列。

8SYMBOL_CUSTOM_NAME

ビットマップファイルシンボルのスタイル属性を示す整数 (0 =標
準、1 = 背景の表示など)。指定可能な値の一覧については、
「Symbol 句」 を参照してください。

9SYMBOL_CUSTOM_STYLE

エラー コード
ERR_FCN_ARG_RANGE (644) エラーは、引数が正しい範囲の値でない場合に生成されます。
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例
次の例では、MapInfo Pro で現在使用されているペン スタイルを CurrentPen() 関数で調べ、次
に、StyleAttr() 関数を使用してペンの太さ (ピクセル単位) を調べます。

Include "mapbasic.def"
Dim cur_width As Integer
cur_width = StyleAttr(CurrentPen(), PEN_WIDTH)

関連項目

Brush句、Font句、Pen句、Symbol句、MakeBrush()関数、MakeFont()関数、MakePen()関
数、MakeSymbol() 関数

StyleOverrideInfo() 関数

特定の表示上書きスタイルに関する情報を返します。

構文

StyleOverrideInfo( window_id, layer_number, override_index, attribute )

window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
layer_numberは、現在のマップウィンドウにおけるレイヤ番号 (たとえば、最前面レイヤは 1)で
す。マップ ウィンドウ内のレイヤ数を調べるには、MapperInfo() 関数を呼び出します。
override_index は、レイヤ内の上書き定義を指定する (1 から始まる) 整数インデックスです。
attribute は、返される情報の属性を示すコードです。以下の表を参照してください。

戻り値
attribute パラメータに応じた値を返します。

説明
この関数は、既存のマップ ウィンドウの中の 1 つのレイヤについて、指定された表示上書きスタ
イルに関する情報を返します。layer_numberは、有効なレイヤ番号でなければなりません (たとえ
ば、1 は最前面のレイヤ)。attribute パラメータには、次の表に示したコードのいずれかを指定す
る必要があります。これらのコードは MAPBASIC.DEF で定義されています。
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LayerInfo() の戻り値ID属性コード

上書きスタイル名。1STYLE_OVR_INFO_NAME

上書きスタイルの表示状態を示す 2 バイト整数。戻り値は次のい
ずれかの値になります。
• STYLE_OVR_INFO_VIS_OFF (0)

上書きスタイルは無効/オフであり、可視になりません。
• STYLE_OVR_INFO_VIS_ON (1)

現在、上書きスタイルはマップにおいて可視になっています。
• STYLE_OVR_INFO_VIS_ZOOM (2)

現在、上書きスタイルはマップのズーム範囲外にあるため、可視
ではありません。

2STYLE_OVR_INFO_VISIBILITY

上書きスタイルを表示する最小ズーム値を示す浮動小数値。3STYLE_OVR_INFO_ZOOM_MIN

上書きスタイルを表示する最大ズーム値を示す浮動小数値。4STYLE_OVR_INFO_ZOOM_MAX

論理値。ライン オブジェクトに方向を示す矢印が表示される上書
きスタイルであれば TRUE。

5STYLE_OVR_INFO_ARROWS

論理値。オブジェクトノードが示される上書きスタイルであれば
TRUE。

6STYLE_OVR_INFO_NODES

論理値。オブジェクトの中心点が示される上書きスタイルであれ
ば TRUE。

7STYLE_OVR_INFO_CENTROIDS

指定された上書きスタイルのアルファ係数を表す 2 バイト整数。

• 0 = 完全透過。
• 255 = 完全不透過。

8STYLE_OVR_INFO_ALPHA

指定された上書きスタイルの透過性 (パーセント) を表す 2 バイト
整数。

• 100 = 完全透過。
• 0 = 完全不透過。

9STYLE_OVR_INFO_TRANSLUCENCY

ラインオブジェクトの表示に使用されるペンスタイル。複数のス
タイルがある場合は、一番下のペン スタイルが返されます。

10STYLE_OVR _INFO_LINE
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LayerInfo() の戻り値ID属性コード

フィルされたオブジェクトの境界の表示に使用されるペン スタイ
ル。複数のスタイルがある場合は、一番下のペン スタイルが返さ
れます。

11STYLE_OVR _INFO_PEN

フィルされたオブジェクトの表示に使用されるブラシ スタイル。
複数のスタイルがある場合は、一番下のブラシ スタイルが返され
ます。

12STYLE_OVR_INFO_BRUSH

ポイントオブジェクトの表示に使用されるシンボルスタイル。複
数のスタイルがある場合は、一番下のシンボル スタイルが返され
ます。

13STYLE_OVR_INFO_SYMBOL

テキストオブジェクトの表示に使用されるフォントスタイル。複
数のスタイルがある場合は、一番下のフォント スタイルが返され
ます。

14STYLE_OVR_INFO_FONT

複数ある SYMBOL スタイルの数を示す 2 バイト整数。15STYLE_OVR_INFO_SYMBOL_COUNT

複数ある LINE スタイルの数を示す 2 バイト整数。16STYLE_OVR_INFO_LINE_COUNT

複数ある PEN スタイルの数を示す 2 バイト整数。17STYLE_OVR_INFO_PEN_COUNT

複数ある BRUSH スタイルの数を示す 2 バイト整数。18STYLE_OVR_INFO_BRUSH_COUNT

複数ある FONT スタイルの数を示す 2 バイト整数。19STYLE_OVR_INFO_FONT_COUNT

例

StyleOverrideInfo(nMID, nLayer, nOverride, STYLE_OVR_INFO_PEN_COUNT)

関連項目

LabelOverrideInfo() 関数、LayerStyleInfo() 関数、Set Map 文、LayerInfo() 関数
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Sub...End Sub 文

目的
プロシージャを定義します。プロシージャは、Call 文を使用して呼び出すことができます。

構文

Sub proc_name [ ( [ ByVal ] parameter As var_type [ , ... ] ) ]
statement_list

End Sub

proc_name はプロシージャの名前です。
parameter はプロシージャ パラメータの名前です。
var_type は、MapBasic の標準変数タイプ (整数など) またはカスタム変数 Type です。
statement_list は、プロシージャを構成する 0 個以上の文のリストです。

制限事項
MapBasic ウィンドウから Sub...End Sub 文を発行することはできません。

説明
Sub...End Sub 文はサブ プロシージャ (単にプロシージャと呼ばれることも多い) を定義します。
定義したプロシージャは、Call 文を使用してプログラムのさまざまな場所で呼び出すことができ
ます。
各 Sub...End Sub の定義の前には Declare Sub 文が必要です。
プロシージャは 0 個以上のパラメータを取ることができます。parameter はパラメータの名前で
す。プロシージャの個々のパラメータは固有のものである必要があります。サブ プロシージャが
複数のパラメータを持つ場合は、それらをコンマで区切る必要があります。
デフォルトでは、各サブ プロシージャのパラメータは "参照によって" 定義されます。サブ プロ
シージャが参照渡しのパラメータを取る場合、呼び出し側は変数の名前をパラメータとして指定し
なければなりません。その後、サブプロシージャが参照渡しのパラメータの内容を変更した場合、
呼び出し側の変数はこの変更を反映します。このため、呼び出し側ではサブ プロシージャから戻
される結果を調べることができます。また、ByVal 文のパラメータ名の前に Sub キーワードが指
定されている場合は、サブプロシージャパラメータの一部または全部が "値で"渡されることもあ
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ります。パラメータを値によって渡すと、サブ プロシージャは呼び出し側のパラメータ式の値の
コピーを受け取ります。したがって、呼び出し側は変数の名前を渡す必要がなく、任意の式を渡す
ことができます。サブ プロシージャにより、呼び出し側の変数に影響を与えることなく ByVal パ
ラメータの値を変更することができます。
プロシージャはパラメータとして配列を取ることができます。プロシージャ パラメータを配列と
して宣言するには、Sub...End Sub文 (および Declare Sub 文)の中のパラメータ名の後にかっこ
を置きます。次の例は、整数の配列をパラメータとして取るプロシージャを定義するものです。

Sub ListProcessor(items() As Integer)

サブ プロシージャがパラメータとして配列を受け取る場合、プロシージャの呼び出し側では配列
変数の名前をかっこなしで指定しなければなりません。
サブ プロシージャのローカル変数が既存のグローバル変数と同じ名前を持つ場合、その変数のサ
ブ プロシージャのすべての参照はローカル変数にアクセスします。
サブ プロシージャは Exit Sub 文で終了します。
配列、カスタム Type 変数、または Alias 変数を ByVal (値渡し) パラメータとしてサブ プロシー
ジャに渡すことはできません。一方、参照渡しのパラメータに対しては、これらのデータ タイプ
のいずれも渡すことができます。

例
次の例では、サブ プロシージャの Cubeが値を 3乗し、その結果を戻します。このサブ プロシー
ジャは 2つのパラメータを取ります。1つ目のパラメータは 3乗する数値です。2つ目のパラメー
タで、結果を呼び出し側に戻します。

Declare Sub Main
Declare Sub Cube(ByVal original As Float, cubed As Float)

Sub Main
Dim x, result As Float
Call Cube(2, result)
' result now contains the value: 8 (2 x 2 x 2)
x = 1
Call Cube(x + 2, result)
' result now contains the value: 27 (3 x 3 x 3)
End Sub

Sub Cube (ByVal original As Float, cubed As Float)
' Cube the "original" parameter value, and store
' the result in the "cubed" parameter.
cubed = original ^ 3
End Sub

関連項目
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Call 文、Declare Sub 文、Dim 文、Exit Sub 文、Function...End Function 文、Global 文

Symbol 句

目的
ポイント オブジェクトを表示するためのシンボル スタイル (形状、色、サイズなど) を指定しま
す。この句は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから使用できます。

Symbol( shape, color, size )

shape は、丸や星などを表す 1 文字で、MapInfo Pro の標準シンボル セットを使用することがで
きます。「MapInfo 3.0 シンボル」を参照してください。
color は整数の RGB カラー値です。「RGB() 関数」を参照してください。
size は、1 ～ 48 の整数ポイント サイズです。
Symbol は句であって、完全な MapBasic 文ではありません。これによって、ポイント オブジェ
クトの外観に関する設定を指定します。CreatePoint() 関数などのオブジェクト関連の文では、
Symbol 句を使用してオブジェクトの表示スタイルを設定します。
関連項目

CreatePoint() 関数、RGB() 関数、MapInfo 3.0 シンボル、StyleAttr() 関数

MapInfo 3.0 シンボル

構文

Symbol( shape, color, size )

shapeはMapInfo Proの標準のシンボルセットからどの文字を使用するかを指定する 31以上の整
数値です。不可視のシンボルを作成するには、31 を使用します。以下の表を参照してください。
標準のシンボル セットにはシンボル 31 ～ 67 までが含まれますが、ユーザは Symbol アプリケー
ションを使用してシンボル セットをカスタマイズすることができます。
color は整数の RGB カラー値です。「RGB() 関数」を参照してください。
size は、1 ～ 48 の整数ポイント サイズです。

1090MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



説明
Symbol は句であって、完全な MapBasic 文ではありません。これによって、ポイント オブジェ
クトの外観に関する設定を指定します。CreatePoint() 関数などのオブジェクト関連の文では、
Symbol 句を使用してオブジェクトの表示スタイルを設定します。
Alter Object...Info OBJ_INFO_SYMBOLなど、一部の MapBasic 文の中には、Symbol キーワー
ドに続けて Symbol変数名を記述している完全な Symbol句ではなく、パラメータとして Symbol
式 (Symbol 変数の名前など) を取るものもあります。
次の表に、MapInfo 3.0 シンボルを使用するときに利用可能な標準シンボルの形を示します。

例
次の例は、Set Map 文に Symbol 句を記述する方法を示します。下記の Set Map 文では、マッ
パーの最初のレイヤのシンボルオブジェクトをシンボル 34 (塗りつぶされた円)として赤で塗りつ
ぶし、18 ポイントのサイズで表示するように指定しています。

Include "mapbasic.def"
Set Map
Layer 1 Display Global
Global Symbol MakeSymbol(34,RED,18)

1091MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



True Type フォント

構文

Symbol( shape, color, size, fontname, fontstyle, rotation )

shape は TrueType フォントからどの文字を使用するかを指定する 32 以上の整数値です。不可視
のシンボルを作成するには、32 を使用します。
color は整数の RGB カラー値です。「RGB() 関数」を参照してください。
size は、1 ～ 48 の整数ポイント サイズです。
fontname は TrueType のフォント名を示す文字列です (たとえば "WingDings")。
fontstyle は太字などの属性を制御する整数コードです。以下の表を参照してください。
rotation は回転角度を度で表す浮動小数です。

説明
TrueTypeフォントシンボルを指定する場合、fontstyle引数で太字などの属性を制御することがで
きます。指定可能な fontstyle 値を次の表に示します。

シンボル スタイルfontstyle 値

通常文字0

太字1

境界 (黒の縁取り)16

陰影32

蛍光 (白の縁取り)256

2つ以上のスタイル属性を指定するには、左のフィールドの値を加算します。たとえば、太字と陰
影の両方の属性を指定するには、fontstyle 値として 33 を指定します。スタイル 16 と 256 を同時
に使用することはできません。
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カスタム ビットマップ ファイル

構文

Symbol( filename, color, size, customstyle )

filename は、ビットマップ ファイル名を表す 31 文字までの長さの文字列です。このファイルは
CustSymb ディレクトリに格納する必要があります。
color は整数の RGB カラー値です。「RGB() 関数」を参照してください。
size は、1 ～ 48 の整数ポイント サイズです。
customstyleは、色および背景の属性を制御する整数コードです。以下の表を参照してください。

説明
カスタムシンボルを指定する場合は、次の表に示すように、customstyle引数で背景、色、および
表示サイズの設定を制御することができます。

シンボル スタイルcustomstyle 値

[Show Background]、[色の適用]、および [実際のサイズで表示]の設定がオフ。シンボル
はデフォルトの状態で、sizeパラメータに指定されたポイントサイズで表示されます。
ビットマップ内の白いピクセルは透明になるため、背後のどの色もシンボルを通して見
えるようになります。

0

[Show Background] の設定がオン。ビットマップ内の白いピクセルは不透明です。1

[色の適用] 設定がオン。ビットマップ内の白以外の色はシンボルのカラー設定と置き換
えられます。

2

[Show Background] と [色の適用] の設定がいずれもオン。3

[実際のサイズで表示] の設定がオン。ビットマップ イメージはネイティブなピクセル単
位の幅と高さで描画される。

4

[Show Background] と [実際のサイズで表示] の設定がオン。5

[Show Background]、[色の適用]、および [実際のサイズで表示] の設定がオン。7
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シンボル式

構文

Symbol symbol_expr

symbol_exprは、Symbol変数の名前、またはSymbol値を返す関数呼び出し (MakeSymbol(shape,
color, size) など) のいずれかのであるシンボル式です。
関連項目

MakeCustomSymbol() 関数、MakeFontSymbol() 関数、MakeSymbol() 関数、StyleAttr() 関数

SystemInfo() 関数

目的
オペレーティング システムまたはソフトウェアのバージョンに関する情報を返します。 この関数
は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

SystemInfo( attribute )

attribute は検索対象のシステム属性を示す整数コードです。
注 : この関数の MAPBASIC.DEF 定数は 18 です。

戻り値
2 バイト整数、論理値、または文字列値

説明
SystemInfo() 関数は MapInfo Pro のシステム状態に関する情報を返します。attribute には、次の
表に示すいずれかの属性コードを指定できます。コードはMAPBASIC.DEFに定義されています。
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SystemInfo() の戻り値IDattribute コード

整数:アプリケーションが動作しているハードウェアプ
ラットフォームを示す値。戻り値は PLATFORM_WIN
となります。

1SYS_INFO_PLATFORM

整数： アプリケーションがコンパイルされたバージョ
ン番号。100 の倍数です。

2SYS_INFO_APPVERSION

整数:実行中のMapInfo Proのバージョンを示す値。100
の倍数です。

3SYS_INFO_MIVERSION

論理値： MapInfo Pro ランタイム バージョンで呼び出
された場合は TRUE、それ以外の場合は FALSE。

4SYS_INFO_RUNTIME

文字列: 本来の文字セット名。5SYS_INFO_CHARSET

論理値： TRUEは、ユーザが実行しているMapInfo Pro
が複製保護バージョンであることを意味します。

6SYS_INFO_COPYPROTECTED

IntPtr*: Set Application Window 文によって指定された
Windows HWND (該当する HWNDが設定されていなけ
れば 0)。

7SYS_INFO_APPLICATIONWND

整数: DDE 実行キューにある要素の数を表す値。この
キューが空のとき、次に実行される要素がキューに置か
れる場合は SystemInfo()は 0を返し、要素が直ちに実
行される場合は -1 を返します。

8SYS_INFO_DDESTATUS

IntPtr*: MapInfo Pro のフレーム ウィンドウの Windows
HWND。非 Windows プラットフォーム上では 0。

9SYS_INFO_MAPINFOWND

文字列: "9,999.9" または "Local"。数字のフォーマット
に事実上依存します。詳細については、「Set Format
文」を参照してください。

10SYS_INFO_NUMBER_FORMAT

文字列: "US" または "Local"。日付のフォーマットに事
実上依存します。詳細については、「Set Format 文」
を参照してください。

11SYS_INFO_DATE_FORMAT
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SystemInfo() の戻り値IDattribute コード

論理値： ディジタイザ が互換性のあるドライバと共に
インストールされている場合は TRUE。

12SYS_INFO_DIG_INSTALLED

論理値： ディジタイザ モードがオンであれば TRUE。13SYS_INFO_DIG_MODE

整数:実行中のMapInfo Proのソフトウェアタイプを示
す値。戻り値は、MapInfo Pro 32 ビット版の場合は
MIPLATFORM_WIN32 (2)、MapInfo Pro 64 ビット版の
場合は MIPLATFORM_WIN64 (7) です。

14SYS_INFO_MIPLATFORM

IntPtr*: MapInfo Pro の MDICLIENT ウィンドウの
WindowsHWNDを表す値。非Windowsプラットフォー
ム上では 0。

15SYS_INFO_MDICLIENTWND

整数: 実行している MapInfo Pro のバージョンの製品レ
ベル。MapInfo Desktop (廃止された製品) は 100、
MapInfo Pro は 200 です。

16SYS_INFO_PRODUCTLEVEL

IntPtr*: MapInfo アプリケーションの IDispatch OLE
Automation ポインタ。使用例を以下に示します。

dim x as intptr
x = Systeminfo(17)
print x

17SYS_INFO_APPIDISPATCH

整数: この関数には、現在のビルド番号を返す属性があ
ります。これにより、MapBasic で MapInfo Pro のマイ
ナー バージョンを区別することができます。
たとえば、SystemInfo(SYS_INFO_MIVERSION)は、
MapInfo Pro 8.5 と 8.5.2 のいずれについても 850 を返
します。このとき、
SystemInfo(SYS_INFO_MIBUILD_NUMBER)では、8.5
と 8.5.2 を区別することができます。8.5 の場合は 32
が、8.5.2 の場合は 60 が返されます。

18SYS_INFO_MIBUILD_NUMBER
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SystemInfo() の戻り値IDattribute コード

整数: 現在実行している MapInfo Pro のマイナーおよび
メンテナンスバージョンを含む完全なバージョン番号。
この値は、バージョンを表す文字列から小数点記号を除
いた数値です。
バージョン 11.0.3 に対する、
SystemInfo(SYS_INFO_MIFULLVERSION) の戻り値は
1103 となります。MapInfo Pro 11.0 の場合でも 11.0.3
の場合でも 1100 を返す
SystemInfo(SYS_INFO_MIVERSION)よりも、詳しい情
報を返します。

19SYS_INFO_MIFULLVERSION

.NET固有の変数で表されたMapInfoProアプリケーショ
ンのインスタンスを返します。この変数タイプは、
IMAPINFOPRO (MapInfo.Types.IMapInfoPro) のインス
タンスを参照します。これはアドイン内で MapInfo Pro
コンポーネントへのアクセスを提供する基本インター
フェイスです。これは、実行中の .MBXから呼び出す必
要があり、MapInfo Pro 64 ビット版でのみ有効です。
MapBasicウィンドウ内や、MapInfo ProCOMAPIから
は使用できません。

20SYS_INFO_IMAPINFOAPPLICATION

整数:使用するユーザインターフェイスの種類を返しま
す。有効な値は、従来のメニューとツールバー を表す
MIINTERFACE_CLASSICMENU (0) とリボン インター
フェイスを表す MIINTERFACE_RIBBON (1) です。

21SYS_INFO_MAPINFO_INTERFACE

論理値: MapInfo Pro (64ビット版)で Unicode使用時は
TRUE。複数バイト文字セット使用時は FALSE。

22SYS_INFO_UNICODE
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SystemInfo() の戻り値IDattribute コード

文字列: 実行中の MapInfo Pro で使用されている 2 文字
のカルチャ コードを返します ("en" = 英語、"fr" = フラ
ンス語、"de" =ドイツ語、"ja" =日本語)。この値は、イ
ンストールされているMapInfoProのバージョンに基づ
きます (mires.dll)。有効なカルチャ コードは、cs
(チェコ語)、da (デンマーク語)、de (ドイツ語)、en (英
語)、es (スペイン語)、fi (フィンランド語)、fr (フランス
語)、he (ヘブライ語)、it (イタリア語)、ja (日本語)、nl
(オランダ語)、pl (ポーランド語)、pt (ポルトガル語)、ru
(ロシア語)、sv (スウェーデン語)、tr (トルコ語)、zh (中
国語) です。カルチャ コードの詳細については、
Microsoft の言語コード の Web サイト
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms533052(v=vs.85).aspx
を参照してください。

23SYS_INFO_CULTURE

文字列: 実行中の MapInfo Pro における、"en-US" や
"ja-JP" などのロケール文字列を返します。この値は、
オペレーティング システムに基づきます。ロケール文
字列の一覧については、Microsoftの「Table of Language
Culture Names, Codes, and ISOValuesMethod」のWeb
サイト
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee825488(v=cs.20).aspx
を参照してください。

24SYS_INFO_LOCALE

整数: 現在の MapInfo Pro のリボン状態のバージョンを
返します。

25SYS_INFO_MIRIBBONSTATE_VERSION

2バイト整数: MapInfoProが実行されている現在のライ
センス モードです。
想定される値:

0: 従来の FlexLM ライセンス モード
1: サブスクリプション モード。

26SYS_INFO_LICENSE_MODE
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SystemInfo() の戻り値IDattribute コード

文字列: MapInfo Pro が実行されている現在のサブスク
リプション プラン名です。
想定される値:

サブスクリプション ライセンス モードでは、プラン名
(例: ビューア) が返されます。
従来のFlexLMライセンスモードでは、空の文字列が返
されます。

27SYS_INFO_SUBSCRIPTION_PLAN

* IntPtr は、ポインタまたはハンドルを表すプラットフォーム固有のタイプです。MapInfo Pro の
32ビット版と 64ビット版の両方で使用できるアプリケーションを作成できます。MapInfo Proの
64 ビット版では、このタイプを LargeInt のように扱い、MapInfo Pro の 32 ビット版では Integer
のように扱います。

エラー コード
ERR_FCN_ARG_RANGE (644) エラーは、引数が正しい範囲の値でない場合に生成されます。

例
次の例では、どのタイプの MapInfo ソフトウェアが現在実行されているかを調べるために
SystemInfo() 関数を使用しています。プログラムでいずれかのバージョンの MapInfo Pro を実行
している場合は、DDE 関連のプロシージャだけが呼び出されます。

Declare Sub DDE_Setup

If SystemInfo(SYS_INFO_PLATFORM) = PLATFORM_WIN Then
Call DDE_Setup
End If

関連項目

CharSet 句
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TableConnectionInfo() 関数

目的
開いているテーブルのデータベース接続に関する具体的な情報を返します。この関数は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

TableConnectionInfo( tableAlias, connectionIndex, connectionInfoCode )

tableAlias は、開いているテーブルの "別名" です。
connectionIndexは、情報を取得するデータベース接続のインデックスです。インデックス値の範
囲は、1から接続数までです。開いているテーブルのデータベース接続数を確認する方法について
は、TableInfo() 関数を参照してください。
無効な connectionIndex が指定されると、コマンドの実行時にエラーが発生します。
connectionInfoCode は、返される情報の属性を示すコードです。以下の表を参照してください。

戻り値
2 バイト整数値。

説明
TableConnectionInfo()関数は、開いているテーブルのデータベース接続に関する情報を1つ返し
ます。1つのテーブルで、複数のデータベース接続を開くことができます。このコマンドを使用し
て、テーブルで開いている各接続に関する情報を取得できます。
connectionIndexは、情報を取得する開いているテーブルのデータベース接続番号を表す値です。
データベース接続数 (利用できる接続番号) を取得するには、TableInfo() 関数を
TAB_INFO_CONNECTIONS_COUNT属性とともに呼び出します。無効な connectionIndexが指定
されると、コマンドの実行時にエラーが発生します。
connectionInfoCode パラメータは、以下の表に示す値のいずれかです。左の欄のコードは
MAPBASIC.DEF で定義されます。
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TableConnectionInfo() の戻り値IDconnectionInfoCode コード

接続番号を示す 2 バイト整数値。
この接続番号を使用して、接続に関する詳細情報を取
得できます。それにはServer_ConnectInfo()関数を
使用します。

1TABLE_CONNECTION_INFO_NUMBER

例
次の例では、開いているテーブルの第 1 のデータベース接続の接続番号が返されます。

TableConnectionInfo(tableAlias, 1, 1)

次の例では、開いているテーブルの第 2 のデータベース接続の接続番号が返されます。

TableConnectionInfo(tableAlias, 2, 1)

関連項目

TableInfo() 関数、Server_ConnectInfo() 関数

TableInfo() 関数

目的
開いているテーブルに関する情報を返します。FME (Universal Data)テーブルに対する定義が含ま
れます。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

TableInfo( table_id, attribute )

table_id は、テーブル名を表す文字列、正の整数のテーブル番号、または 0 (ゼロ) です。
attributeは、どのテーブルの状態を返すかを示す整数コードです。以下の属性の表を参照してくだ
さい。次の例は、境界を持つ CoordSys 句を返します。

TableInfo(table_id, TAB_INFO_COORDSYS_CLAUSE)
TableInfo(table_id, 29)
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戻り値
文字列、2バイト整数、または論理値。指定されている attributeパラメータに応じて変わります。

説明
TableInfo() 関数は開いているテーブルに関する情報を 1 つ返します。
table_idは開いているテーブルの名前を表す文字列です。また、table_idはテーブル番号である場
合もあります。table_id が 0 (ゼロ) の場合、TableInfo() 関数は、直近に開かれたテーブル、直近
に作成されたテーブル、あるいは直近に名前の変更されたテーブルに関する情報を返します。その
ため、Open Table 文に As 句が記述されていない場合などに、作業中のテーブル名を MapBasic
で調べることができます。開いているテーブルがない場合、あるいは直近に開かれたテーブルが既
に閉じられている場合、TableInfo() 関数はエラーを生成します。
attributeパラメータは以下の表に示す値のいずれかになります。左欄のコード (TAB_INFO_NAME
など) は MAPBASIC.DEF に定義されています。

TableInfo() の戻り値IDattribute コード

テーブル名を示す文字列。1TAB_INFO_NAME

2 バイト整数。テーブル番号を示します。2TAB_INFO_NUM
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TableInfo() の戻り値IDattribute コード

2 バイト整数。テーブル タイプを示します。戻り値
は以下の値のいずれかに一致します。
• TAB_TYPE_BASE (1)

通常のテーブルまたはシームレス テーブルの場合
• TAB_TYPE_RESULT (2)

検索結果の場合
• TAB_TYPE_VIEW (3)

テーブルが実際にはビューである場合。たとえば、
StreetInfo テーブルは実際にはビュー

• TAB_TYPE_IMAGE (4)

テーブルがラスタ イメージの場合
• TAB_TYPE_LINKED (5)

テーブルがリンクされている場合
• TAB_TYPE_WMS (6)

テーブルが Web Map Service のものである場合
• TAB_TYPE_WFS (7)

テーブルがWeb Feature Serviceのものである場合
• TAB_TYPE_FME (8)

テーブルが FME 経由で開かれている場合
• TAB_TYPE_TILESERVER (9)

テーブルがタイル サーバのラスタ イメージの場合

3TAB_INFO_TYPE

フィールド番号を示す 2 バイト整数。4TAB_INFO_NCOLS

論理値。テーブルがマップ作成可能であればTRUE。5TAB_INFO_MAPPABLE

論理値。テーブルが読み取り専用であれば TRUE。6TAB_INFO_READONLY

論理値。テーブルが一時的なもの (QUERY1など)で
あれば TRUE。

7TAB_INFO_TEMP

整数。フィールド番号を示します。8TAB_INFO_NROWS

論理値。テーブルに未保存の編集内容があれば
TRUE。

9TAB_INFO_EDITED
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TableInfo() の戻り値IDattribute コード

論理値。テーブルで FastEdit モードがオンになって
いる場合は TRUE、そうでない場合は FALSE。
(FastEditモードの詳細については、「Set Table文」
を参照してください)。

10TAB_INFO_FASTEDIT

論理値。Undoシステムが指定のテーブルに使用され
ている場合は TRUE。Set Table 文により、指定の
テーブルでオフになっている場合は FALSE。

11TAB_INFO_UNDO

図形オブジェクトを含むテーブルの名前を示す文字
列。他の 2 つのテーブルが相関的に結合されている
テーブルを処理する場合や、図形オブジェクトを含む
基本テーブルの名前を知る必要がある場合に、この
コードを使用します。

12TAB_INFO_MAPPABLE_TABLE

論理値。Set Table 文により UserMap オプションが
Off になっている場合は FALSE。

13TAB_INFO_USERMAP

論理値。Set Table 文により UserBrowse オプショ
ンが Off になっている場合は FALSE。

14TAB_INFO_USERBROWSE

論理値。Set Table 文により UserClose オプション
が Off になっている場合は FALSE。

15TAB_INFO_USERCLOSE

論理値。Set Table 文により UserEdit オプションが
Off になっている場合は FALSE。

16TAB_INFO_USEREDITABLE

論理値。Set Table 文により UserRemoveMap オプ
ションが Off になっている場合は FALSE。

17TAB_INFO_USERREMOVEMAP

論理値。Set Table 文により UserDisplayMap オプ
ションが Off になっている場合は FALSE。

18TAB_INFO_USERDISPLAYMAP

文字列。テーブルの完全なディレクトリ パスを示し
ます。テーブルがクエリ テーブルであれば空の文字
列を返します。

19TAB_INFO_TABFILE
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TableInfo() の戻り値IDattribute コード

テーブル内の全オブジェクトの x 座標と y 座標の最
大値および最小値を示す浮動値。

20

21

22

23

TAB_INFO_MINX、
TAB_INFO_MINY、
TAB_INFO_MAXX、
TAB_INFO_MAXY

論理値。このテーブルでシームレス動作がオンの場合
は TRUE。

24TAB_INFO_SEAMLESS

テーブルに格納できる x マップ座標あるいは y マッ
プ座標の最大値または最小値を示す浮動値。テーブル
がマップ作成可能でない場合は、0 を返します。

25

26

27

28

TAB_INFO_COORDSYS_MINX、
TAB_INFO_COORDSYS_MINY、
TAB_INFO_COORDSYS_MAXX、
TAB_INFO_COORDSYS_MAXY

テーブルの CoordSys 句を表す "CoordSys Earth

Projection 1, 0"などの文字列。テーブルがマッ
プ作成可能でなければ空の文字列を返します。

29TAB_INFO_COORDSYS_CLAUSE

MAPINFOW.PRJにリストされている座標系の名前を
表す文字列 (ただし、MAPINFOW.PRJ に表示される
オプションの "\p..." 接尾辞なし)。テーブルがマップ
作成可能でない場合や、座標系がMAPINFOW.PRJに
見つからない場合は、空の文字列を返します。

30TAB_INFO_COORDSYS_NAME

2バイト整数。このテーブルを参照している他の基本
テーブルの数を示します。ほとんどのテーブルではゼ
ロが返されます。他の 2 つのテーブルの結合として
定義されているテーブル (StreetInfoテーブルなど)に
ついてはゼロ以外の値が返されます。基本テーブルで
のみ使用可能です (TAB_TYPE_BASE)。

31TAB_INFO_NREFS

論理値。テーブルが M値および Z値をサポートして
いる場合は TRUE。

32TAB_INFO_SUPPORT_MZ

論理値。Z 値に対して単位が設定されている場合は
TRUE。

33TAB_INFO_Z_UNIT_SET
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TableInfo() の戻り値IDattribute コード

文字列。Z値で使用する距離単位を示します。単位が
指定されていない場合は、空の文字列を返します。

34TAB_INFO_Z_UNIT

ブラウザに表示されるフィールドを示す文字列。この
情報はテーブルのメタデータに格納されています。こ
の情報が存在しない場合は、空の文字列が返されま
す。

35TAB_INFO_BROWSER_LIST

論理値。テーブルにデフォルトの主題図メタデータが
存在する場合は TRUE が返されます。

36TAB_INFO_THEME_METADATA

境界を持たないテーブルの CoordSys 句を示す文字
列。

TableInfo(table_id,

TAB_INFO_COORDSYS_CLAUSE_WITHOUT_BOUNDS)

この関数は、境界を持たない CoordSys 句を返しま
す。
または

TableInfo(table_id,
TAB_INFO_COORDSYS_CLAUSE)

この関数は、境界を持つ CoordSys 句を返します。

37TAB_INFO_COORDSYS_CLAUSE_WITHOUT_BOUNDS

文字列値。TAB ファイルで指定できるテーブルの説
明の文字列を返します。TAB ファイルに説明がない
場合は、空の文字列を返します。

38TAB_INFO_DESCRIPTION

文字列。TABファイルの一意のテーブル IDが返され
ます。TABファイルにテーブル IDがなければ、空の
文字列が返されます。

39TAB_INFO_TABLEID

文字列。この TABファイルのコピー元のテーブル ID
が返されます。これが別の TAB ファイルから作成さ
れたのでなければ、空の文字列が返されます。

40TAB_INFO_PARENTTABLEID

論理値。テーブルがライブラリー サービスで管理さ
れていれば TRUE。

41TAB_INFO_ISMANAGED
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TableInfo() の戻り値IDattribute コード

論理値。テーブルがAutodeskテキストテーブルであ
れば TRUE。

42TAB_INFO_ADSK_TEXTOBJECT

論理値。テーブルがWeb Feature Service (WFS)テー
ブルまたはWebMap Service (WMS)テーブルで、座
標順序の上書きがオンになっていれば TRUE。

43TAB_INFO_OVERRIDE_COORDINATE_ORDER

論理値。テーブルをワークスペースに保持する必要が
あれば TRUE。

44TAB_INFO_PERSIST

論理: HTML に設定されている場合は TRUE。45TAB_INFO_PREFER_HTML_FOR_INFO_TOOL

論理値: テーブルが使用されている場合に TRUE。
テーブルが使用されていない場合に FALSE。

46TAB_INFO_INUSE

SmallInt 値: 基準テーブル (WMF、WFS、ラスタ、
FME、またはクエリではないテーブル)のデータ形式
を表す値 。有効な戻り値:

• TAB_DATA_FORMAT_NONE (0): 非基準テーブル
• TAB_DATA_FORMAT_DBASE (1): dBase DBF
• TAB_DATA_FORMAT_LOTUS (2): Lotus 1-2-3
• TAB_DATA_FORMAT_ASCII (3): デリミタ付き
ASCII

• TAB_DATA_FORMAT_EXCEL (4): Microsoft Excel
• TAB_DATA_FORMAT_NATIVE (5): MapInfo TAB
• TAB_DATA_FORMAT_DAO (8): Microsoft Access
• TAB_DATA_FORMAT_ODBC (10): ODBC
• TAB_DATA_FORMAT_NATIVEX (14): MapInfo 拡
張 TAB

• TAB_DATA_FORMAT_GPKG (15): GeoPackage
• TAB_DATA_FORMAT_SHAPE (16):図形データセッ
ト

47TAB_INFO_DATA_FORMAT

文字列値: テーブル文字セット名。48TAB_INFO_CHARSET

SmallInt値:マップファイルのブロックサイズ。テー
ブルがマップ作成可能であれば -1を返します。(.map
ファイルがないテーブルは -1 を返します)

49TAB_INFO_MAP_BLOCKSIZE

整数: テーブルを読み込める最も古いバージョン。50TAB_INFO_READVERSION
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TableInfo() の戻り値IDattribute コード

整数: テーブルを編集できる最も古いバージョン。51TAB_INFO_EDITVERSION

整数: テーブル全体を読み込める最も古いバージョ
ン。

52TAB_INFO_READALLVERSION

文字列値: 実行中の MapInfo Pro における、"en-US"
や "ja-JP"などのロケール文字列を返します。この値
は、オペレーティングシステムに基づきます。ロケー
ル文字列の一覧については、Microsoft の「Table of
Language Culture Names, Codes, and ISO Values
Method」の Web サイト
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ee825488(v=cs.20).aspx
を参照してください。

53TAB_INFO_LOCALE

SmallInt 値: テーブルのデータベース接続数。

• テーブルが NATIVE 形式の場合、0 を返します。
• テーブルが、開いているデータベースにリンクされ
ている場合は、1を返しますが、データベース接続
が閉じている場合は 0 を返します。

• テーブルがライブ データベースに接続されている
場合は、1を返します (ライブデータベースには必
ず開いている接続があります)。

• テーブルが、異なるデータベースから作成された2
つのライブ テーブルの結合である場合は 2 を返し
ますが、2 つのライブ テーブルが同じデータベー
スから作成されている場合は 1 を返します。

この戻り値を使用して、TableConnectionInfo()関数
を実行できます。

54TAB_INFO_CONNECTIONS_COUNT
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TableInfo() の戻り値IDattribute コード

SmallInt値:テーブルの異なるデータベーススキーマ
の数。

• テーブルが NATIVE 形式の場合、0 を返します。
• テーブルがデータベースに接続されていない場合、
0 を返します。

• テーブルがデータベースに接続されている場合、1
を返します。
次の例外があります。

• [エキスパート モード] で [SQL ビュー] を使用す
ることにより、サーバ結合を使用してテーブルが
作成されている場合で、サーバ結合が2つの異な
るスキーマによる2つのテーブルを使用して作成
されている場合は、2 を返します。

• テーブルが、共通のデータベースに接続されてい
る 2つのテーブルのローカル結合である場合、2
つのテーブルが同じスキーマ名である場合は1を
返しますが、2つのテーブルが異なるスキーマ名
である場合は 2 を返します。

• テーブルが、異なるデータベースに接続されてい
る 2つのテーブルの結合であり、2つのテーブル
が同じスキーマ名である場合は、2を返します。
同じスキーマ名を持つ 2 つのテーブルが共通の
データベースから作成されている場合のみ、1を
返します。

この戻り値を使用して、TableSchemaInfo() 関数を
実行できます。

55TAB_INFO_SCHEMAS_COUNT

文字列値: クエリ テーブルのクエリ文字列を返しま
す。[SQL 検索] ダイアログ、または MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウで作成した SQL クエリから作
成された、クエリ テーブルからのクエリ文字列のみ
を返します。
クエリテーブルが無効である場合は、"テーブルは、
有効なクエリテーブルではありません"というエラー
を返します。
テーブルが有効で、使用可能な SQL文がない場合は
(MBX ファイルから検索する場合など)、空の文字列
を返します。

56TAB_INFO_QUERY_STRING
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TableInfo() の戻り値IDattribute コード

論理値:テーブルが非表示ならばTRUEを返します。
非表示テーブルはMapInfoProに表示されないので、
非表示テーブルに対して操作を実行するには、そのエ
イリアス (別名) を知る必要があります。

57TAB_INFO_ISHIDDEN

整数値: クエリ テーブル内の結合を構成するベース
テーブルの数を返します。
以下に例を示します。

Select * from USA, USA_CAPS
where USA.State =
USA_CAPS.State into MyQuery

TableInfo(MyQuery, TAB_INFO_NUM_BASETABLES)
は、結果として 2 を返します。

58TAB_INFO_NUM_BASETABLES

文字列値:クエリテーブル内の結合を構成するベース
テーブルの、コンマ区切りリストを返します。
以下に例を示します。

Open Table
ApplicationDirectory$() +
"USA.tab" as States
Open Table
ApplicationDirectory$() +
"USA_CAPS.tab" as State_Caps
Select * from States,
State_Caps where States.State
= State_Caps.State into MyQuery
TableInfo(MyQuery,
TAB_INFO_NUM_BASETABLE_ALIASES)
would return
"States,State_Caps" as a
result.

59TAB_INFO_NUM_BASETABLE_ALIASES
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TableInfo() の戻り値IDattribute コード

テーブルから最も一般的なオブジェクト タイプを返
します。有効な戻り値:

• TAB_UNKNOWN_OBJECTS (0): オブジェクト タ
イプが不明であるか、またはマップ作成可能ではな
い場合にこれを使用

• TAB_POINT_OBJECTS (2): 主にポイント
• TAB_LINE_OBJECTS (3): 主にライン/折れ線
• TAB_AREA_OBJECTS (4):主にソリッド (塗りつぶ
し可能) オブジェクト

• TAB_MISC_OBJECTS (5):主にその他 (テキストな
ど) のオブジェクト

• TAB_RASTER_OBJECTS (7):ラスタ、グリッド、
wms、wmts、またはタイル サーバ

60TAB_INFO_DOMINANT_OBJECT_TYPE

エラー コード
ERR_TABLE_NOT_FOUND (405) エラーは、指定したテーブルが利用できない場合に生成されま
す。
ERR_FCN_ARG_RANGE (644) エラーは、引数が正しい範囲の値でない場合に生成されます。

例

Include "mapbasic.def"
Dim i_numcols As SmallInt, L_mappable As Logical
Open Table "world"
i_numcols = TableInfo("world", TAB_INFO_NCOLS)
L_mappable = TableInfo("world", TAB_INFO_MAPPABLE)
TableInfo(table_id, TAB_INFO_COORDSYS_CLAUSE)
TableInfo(table_id, 29) - Returns the coordsys clause with bounds

Web Feature Service (WFS)テーブルで座標順序の上書きがオンになっているかどうかを判断する
には、TAB_INFO_OVERRIDE_COORDINATE_ORDER (43)属性を使用します。テーブルがWFS
テーブルで、座標順序の上書きがオンになっている場合は TRUE、そうでない場合は FALSEを返
します。

TableInfo(MyWFSTable, TAB_INFO_OVERRIDE_COORDINATE_ORDER)

関連項目

Open Table 文、Set Table 文、CharSet 句
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TableListInfo() 関数

目的
[テーブル リスト] ウィンドウに関する情報を返します。

構文

TableListInfo( attribute )

attribute は、返される情報の属性を示すコードです。以下の表を参照してください。

説明
TableListInfo()関数は [テーブル リスト] ウィンドウに関する情報を 1 つ返します。
attributeパラメータは次の表にある値です。左の欄のコードは MAPBASIC.DEFで定義されます。

TableInfo() の戻り値IDattribute コード

選択された項目の個数を表す 2 バイト整数値。1TL_INFO_SEL_COUNT

例

TableListInfo(TL_INFO_SEL_COUNT)

次の例では、この関数を [テーブルリスト]のショートカットメニュー上のカスタム項目と組み合
わせて使用しています。

include "mapbasic.def"
include "menu.def"
declare sub main
declare sub ShowTABPaths
'================================================================
sub main
' Add new item to Table List context menu

alter menu ID M_SHORTCUT_TLV_TABLES add
"Show TAB path..." calling ShowTABPaths

end sub
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'================================================================
sub ShowTABPaths()
' Get the number of selected items

dim selCount as integer
selCount = TableListInfo(TL_INFO_SEL_COUNT)

' Print the table name and TAB file location fo all selected items
dim index as integer
for index = 1 to selCount

' Get the table id
dim tableId as integer
tableId = TableListSelectionInfo(index, TL_SEL_INFO_ID)

' Use the table in call to get the TAB path
dim tablePath as string
tablePath = TableInfo(tableId, TAB_INFO_TABFILE)

' Print the info
print tableName + " - " + tablePath
next

end sub

関連項目

TableListSelectionInfo() 関数

TableListSelectionInfo() 関数

目的
[テーブル リスト] ウィンドウの中の選択した項目に関する情報を返します。

構文

TableListSelectionInfo( selection_index, attribute )

selection_id は、[テーブル リスト] 内の選択した項目のインデックスです。
attribute は、返される情報の属性を示すコードです。以下の表を参照してください。

説明
attributeパラメータは以下の表に示す値のいずれかになります。左の欄のコードはMAPBASIC.DEF

で定義されます。
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TableInfo() の戻り値IDattribute コード

選択された項目の名前を示す文字列値。1TL_SEL_INFO_NAME

選択した項目に関連付けられたテーブルの ID を示す 2 バイト整
数。この値は TableInfo() の呼び出しで使用できます。

2TL_SEL_INFO_ID

例

TableListSelectionInfo(index, TL_SEL_INFO_ID)

関連項目

TableListInfo() 関数

TableSchemaInfo() 関数

目的
開いているテーブルのスキーマに関する具体的な情報を返します。 この関数は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

TableSchemaInfo( tableAlias, schemaIndex, schemaInfoCode )

tableAlias は、開いているテーブルの "別名" です。
schemaIndex は、情報を取得するスキーマのインデックスです。インデックス値の範囲は、1 か
らスキーマ数までです。開いているテーブルのスキーマ数を確認する方法については、TableInfo()
関数を参照してください。
無効な schemaIndex が指定されると、コマンドの実行時にエラーが発生します。
schemaInfoCode は、返される情報の属性を示すコードです。以下の表を参照してください。

戻り値
文字列。
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説明
TableSchemaInfo()関数は、開いているテーブルのスキーマに関する情報を 1 つ返します。テー
ブルには、複数のスキーマを持つことができます。このコマンドを使用して、テーブルの各スキー
マに関する情報を取得できます。
schemaIndex は、情報を取得する開いているテーブルのスキーマのインデックスを表す値です。
利用できるスキーマ数を取得するには、TableInfo() 関数を TAB_INFO_SCHEMAS_COUNT属性
とともに呼び出します。無効な schemaIndex が指定されると、コマンドの実行時にエラーが発生
します。
schemaInfoCode パラメータは、以下の表に示す値のいずれかです。左の欄のコードは
MAPBASIC.DEF で定義されます。

TableConnectionInfo() の戻り値IDconnectionInfoCode コード

スキーマ名を表す文字列値。1TABLE_SCHEMA_INFO_NAME

例
次の例では、テーブルの第 1 のスキーマの名前が返されます。

TableSchemaInfo(tableAlias, 1, 1)

次の例では、テーブルの第 2 のスキーマの名前が返されます。

TableSchemaInfo(tableAlias, 2, 1)

関連項目

TableInfo() 関数

Tan() 関数

目的
数のタンジェントを返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出す
ことができます。
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構文

Tan( num_expr )

num_expr はラジアン単位で角度を表す数値式です。

戻り値
浮動小数

説明
Tan() 関数はラジアン単位で角度を表す num_expr 値のタンジェントを返します。
度の値をラジアンに変換するには、DEG_2_RAD (0.01745329252) を掛けます。ラジアンの値を
度に変換するには RAD_2_DEG (57.29577951) を掛けます(DEG_2_RAD または RAD_2_DEG を
参照するためにはプログラムに Include MAPBASIC.DEFを記述する必要があります)。

例

Include "mapbasic.def"

Dim x, y As Float

x = 45 * DEG_2_RAD
y = Tan(x)

y は 1 に等しくなります。45 度のタンジェントは 1 だからです。
関連項目

Acos() 関数、Asin() 関数、Atn() 関数、Cos() 関数、Sin() 関数

TempFileName$() 関数

目的
一時ファイルの作成時に使用する名前を返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィ
ンドウから呼び出すことができます。
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構文

TempFileName$( dir )

dir はファイルを格納するディレクトリを指定する文字列です。システム一時格納ディレクトリは
"" で指定します。

戻り値
一意のファイル名 (パスを含む) を指定する文字列を返します。

説明
一時ファイルを作成する必要があるときにファイル名が未定の場合、TempFileName$() 関数を使
用してください。
TempFileName$() を呼び出すと、ファイル名を表す文字列が返されます。TempFileName$() 関
数は実際にファイルを作成するわけではありません。ファイルを作成するには、OpenFile文を発
行します。
dir パラメータが空の文字列 ("") である場合、返されるファイル名はシステムの一時格納ディレク
トリにあるファイルを表すファイル名 ("G:\TEMP\~MAP0023.TMP"など) になります。
ネットワーク環境では、2人のユーザが同時に同じファイルを作成しようとする場合があります。
TempFileName$() により返されたファイル名を使用してファイルを作成しようとしたとき、その
ファイルが既に存在しているためにエラーが発生した場合は、自分のプログラムがTempFileName$()
を呼び出した後に、他のネットワーク ユーザがそのファイルを作成したものと考えられます。こ
のようなファイル対立が発生する可能性を抑えるには、TempFileName$() の呼び出しの直後に
OpenFile文を発行するようにします。ファイル共有の対立を完全になくすには、エラー処理ルー
チンを作成して、そのエラー処理ルーチンをOpenFile文を発行する前に (OnError文を発行して)
有効にします。
関連項目

FileExists() 関数
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Terminate Application 文

目的
実行中の、あるいは非アクティブなMapBasicアプリケーションを終了します。この文は、MapInfo
Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Terminate Application app_name

app_name は、実行中のアプリケーションの名前を示す文字列 (SCALEBAR.MBX など) です。

説明
MapBasic プログラムでカスタム メニュー項目あるいは ButtonPad ボタンを作成した場合、その
MapBasicプログラムはユーザがMapInfo Proを終了するまで "非アクティブな状態で"メモリ内に
残っていることがあります。この非アクティブなアプリケーションを強制終了するにはTerminate
Application文を発行します。たとえば、デバッグ目的でアプリケーションを停止する必要がある
場合は、MapBasic ウィンドウから Terminate Application文を発行します。
アプリケーションによって (Run Application 文を使用して) 別の MapBasic アプリケーションを
起動する場合は、Terminate Application文を使用してその MapBasicアプリケーションを終了で
きます。

注 : Terminate Applicationは、あるプログラムが他のプログラムを終了させるためのもの
です。そのプログラム自体を終了するための最も簡単な方法は End Program文を発行する
ことです。

関連項目

End Program 文、Run Application 文
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TextSize() 関数

目的
ウィンドウ内のテキスト オブジェクトのポイント サイズを返します。 この関数は、MapInfo Pro
の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

TextSize( window_id, text_obj )

window_idは、マップウィンドウまたはレイアウトウィンドウのウィンドウ IDを表す整数です。
ウィンドウ ID を取得するには、FrontWindow() 関数または WindowID() 関数を呼び出します。
text_obj は、テキスト オブジェクトです。

注 : マップ ウィンドウ内のテキスト オブジェクトの場合は、ウィンドウ ID がマップ ウィ
ンドウの IDでなければなりません。レイアウトウィンドウ内のテキストオブジェクトの場
合は、ウィンドウ ID がレイアウト ウィンドウの ID でなければなりません。

戻り値
浮動小数

説明
TextSize()関数は、ウィンドウ内のテキストオブジェクトのポイントサイズを、現在のズームレ
ベルにおける値で返します。この関数は、テキストオブジェクトを選択して、[オブジェクト情報]
コマンドをクリックする操作、あるいは F7 キーを押す操作に相当します。

例
アクティブウィンドウがマップウィンドウで、テキストオブジェクトが選択されている場合は、
次のように使用します。

print TextSize(FrontWindow(), selection.obj)

関連項目

Font 句
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ThemeExpressionInfo() 関数

目的
マップ内の主題図レイヤの特定の演算式に関する情報を返します。 この関数は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

ThemeExpressionInfo ( map_window_id, thematic_layer_id,
theme_expression_id, attribute )

map_window_id は、マップ ウィンドウの識別子です。
thematic_layer_id は、マップ内の主題図レイヤを指定する SmallInt です。
theme_expression_id は、演算式 ID を指定する Integer です。
attribute は、返される情報の属性を示す SmallInt コードです。以下の表を参照してくださ
い。

戻り値
attribute パラメータに応じて異なる情報が返されます。

説明
attribute パラメータは、以下の表に示す値のいずれかです。

ThemeExpressionInfo() の戻り値IDattribute コード

String型。主題図の作成に使用されるフィールド名または演算式
を表します。

1THEME_EXPRESSION_INFO_STRING
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ThemeExpressionInfo() の戻り値IDattribute コード

SmallInt (2 バイト整数) 型。次のいずれかの値で演算式のデータ
タイプを表します。
EXPRESSION_TYPE_CHAR (1)

EXPRESSION_TYPE_DECIMAL (2)

EXPRESSION_TYPE_INTEGER (3)

EXPRESSION_TYPE_SMALLINT (4)

EXPRESSION_TYPE_DATE (5)

EXPRESSION_TYPE_LOGICAL (6)

EXPRESSION_TYPE_GRAPHIC (7)

EXPRESSION_TYPE_FLOAT (8)

EXPRESSION_TYPE_TIME (37)

EXPRESSION_TYPE_DATETIME (38)

2THEME_EXPRESSION_INFO_TYPE

関連項目

ThemeInfo() 関数 （1121ページ）
ThemeItemInfo() 関数 （1122ページ）

ThemeInfo() 関数

目的
マップ内の特定の主題図レイヤに関する情報を返します。この関数は、MapInfo ProのMapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

ThemeInfo ( map_window_id, thematic_layer_id, attribute )

map_window_id は、マップ ウィンドウの識別子です。
thematic_layer_id は、マップ内の主題図レイヤを指定する SmallInt です。
attribute は、返される情報の属性を示す SmallInt コードです。以下の表を参照してくださ
い。
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戻り値
attribute パラメータに応じて異なる情報が返されます。

説明
attribute パラメータは、以下の表に示す値のいずれかです。

ThemeInfo() の戻り値IDattribute コード

SmallInt 型。次のいずれかの値で主題図の種類を表します。
THEME_TYPE_RANGES (0)

THEME_TYPE_BARS (1)

THEME_TYPE_PIES (2)

THEME_TYPE_GRADUATED (3)

THEME_TYPE_DOTDENSITY (4)

THEME_TYPE_UNIQUE (5)

THEME_TYPE_GRID (6)

1THEME_INFO_TYPE

主題図の項目数を表す整数値。2THEME_INFO_ITEM_COUNT

主題図の作成に使用されるテーブルの別名を表す文字列。3THEME_INFO_TABLE_ALIAS

主題図で使用される演算式やフィールドの数を表す整数値。4THEME_INFO_EXPRESSIONS_COUNT

関連項目

ThemeItemInfo() 関数 （1122ページ）
ThemeExpressionInfo() 関数（1120ページ）

ThemeItemInfo() 関数

目的
マップ内の主題図レイヤの特定の主題図項目に関する情報を返します。この関数は、MapInfo Pro
の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。
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構文

ThemeItemInfo ( map_window_id, thematic_layer_id, theme_item_id, attribute
)

map_window_id は、マップ ウィンドウの識別子です。
thematic_layer_id は、マップ内の主題図レイヤを指定する SmallInt です。
theme_item_id は、主題図項目を指定する整数です。
attribute は、返される情報の属性を示す SmallInt コードです。以下の表を参照してくださ
い。

戻り値
attribute パラメータに応じて異なる情報が返されます。

説明
attribute パラメータは、以下の表に示す値のいずれかです。

ThemeItemInfo() の戻り値IDattribute コード

Logical型。特定の主題図項目が表示されているかどうかを示し
ます。

1THEME_ITEM_INFO_VISIBLE

String 型。主題図項目のラベルを表します。2THEME_ITEM_INFO_LABEL

関連項目

ThemeInfo() 関数 （1121ページ）
ThemeExpressionInfo() 関数（1120ページ）
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Time() 関数

目的
Time関数は現在のシステム時間を文字列形式で返します。時間は 12時間または 24時間形式で返
されます。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

StringVar = Time( format )

StringVar は、システム時間を hh:mm:ss 形式で示す文字列変数です。ここで hh は時間、mm は
分、ss は秒です。
format は、返される文字列の形式を示す整数値です。値が 24 の場合は 24 時間形式、それ以外の
場合は 12 時間形式で時間が返されます。

説明
この関数は、FormatTime$(CurTime()) の呼び出しと同等です。Time(12) の出力は
FormatTime$(CurTime(), "h:mm:ss")と同じで、Time(24) の出力は
FormatTime$(CurTime(), "H:mm:ss")と同じです。
関連項目

日付と時間に関する関数, FormatTime$() 関数, GetTime() 関数

Timer() 関数

目的
経過した秒数を返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すこと
ができます。

構文

Timer()
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戻り値
整数

説明
Timer()関数は、1970年 1月 1日深夜 0時以降の経過秒数を返します。ある操作の前後で Timer()
関数を呼び出すことによって、操作にかかった時間を秒数で測定することができます。

例

Declare Sub Ubi

Dim start, elapsed As Integer

start = Timer()
Call Ubi
elapsed = Timer() - start

elapsed には、プロシージャ Ubi を実行して取得された秒数が格納されます。

ToolHandler プロシージャ

目的
特殊なツールボタン (MapBasic ツール) と共に機能する予約済みプロシージャの名前です。

構文

Declare Sub ToolHandler
Sub ToolHandler
statement_list

End Sub

statement_list はユーザが MapBasic ツールでクリックしたときに実行する文のリストです。

説明
ToolHandler は MapBasic ツールと共に動作する特殊な MapBasic プロシージャの名前です。

1125MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



ToolHandler プロシージャを定義することにより、MapInfo Pro のメイン ボタンパッドにカスタ
ム ボタンを簡単に追加できます。ただし、ToolHandler プロシージャに関連するボタンには制限
があります。ToolHandlerのボタンにはカスタムアイコンや描画モードは使用できません。制限の
ないカスタム ボタンを作成するには、Alter ButtonPad 文および Create ButtonPad 文を使用し
てください。
ユーザが ToolHandler という名前のプロシージャを含むアプリケーションを実行すると、メイン
ボタンパッドにプラスの形のツール (MapBasic ツール) が表示されます。MapBasic ツールは、ブ
ラウザ、マップ、またはレイアウトウィンドウがアクティブなときに有効です。MapBasicツール
を選択して、ブラウザ、マップ、またはレイアウト ウィンドウをクリックすると、ToolHandler
プロシージャが自動的に呼び出されます。
ToolHandlerプロシージャでは、ユーザがクリックした場所を特定するためにCommandInfo()関
数を使用できます。ユーザがブラウザ内をクリックした場合、CommandInfo() 関数はユーザがク
リックした場所の行と列を返します。ユーザがマップ内をクリックした場合、CommandInfo() 関
数はユーザがクリックした場所のマップ座標を返します。これらの座標はMapBasicの現在の座標
系に基づきます (「Set CoordSys 文」を参照してください)。
ユーザがレイアウト ウィンドウ内をクリックした場合、CommandInfo() 関数はユーザがクリック
したレイアウト座標 (ページの左上隅からの距離など) を返します。これらの座標は MapBasic の
現在の用紙単位に基づきます (「Set Paper Units 文」を参照してください)。
CommandInfo() 関数を呼び出すことにより、ユーザがクリックするときに Shift キーまたは Ctrl
キーを押したかどうかを検出できます。これにより、イベントをクリックした場合とShiftを押し
ながらクリックした場合とで異なる動作をするアプリケーションを作成することが可能になりま
す。
MapBasic ツールをアクティブ ツールにするには、次の文を発行します。

Run Menu Command M_TOOLS_MAPBASIC

ToolHandler プロシージャを有効にするには、ユーザがアプリケーションを実行する必要があり
ます。アプリケーションに ToolHandler などの特殊なプロシージャ名が含まれている場合、Main
プロシージャで実行する文がなくなると、アプリケーションは "非アクティブな"状態になります。
Mainプロシージャは明示的なものであることも暗黙的なものであることもあります。ToolHandler
プロシージャが動作していないが、メモリの中に残っているとき、アプリケーションは "非アク
ティブ"であると言います。ユーザがMapBasicツールを選択してクリックすると、プロシージャ
がクリックイベントに反応できるように、ToolHandlerプロシージャが自動的に呼び出されます。
アプリケーションのプロシージャがEndProgram文を実行すると、そのアプリケーションはメモ
リから完全に消去されます。すなわち、End Program 文を実行したプログラムは非アクティブな
状態を脱し、完全に終了されることになります。ToolHandler プロシージャは、不要になった時
点で、End Program 文を使用して終了させることができます。ただし、ToolHandler プロシー
ジャが必要な間に End Program 文を発行しないよう注意してください。
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状況によっては、ToolHandlerプロシージャはユーザがクリックした座標位置を判別する前にSet
CoordSys文を発行しなければならないこともあります。ユーザがブラウザ内をクリックしたため
に ToolHandler プロシージャが呼び出された場合は、Set CoordSys 文は必要ありません。ユー
ザがレイアウトウィンドウ内をクリックした場合、ToolHandlerプロシージャは、ユーザがクリッ
クしたレイアウトウィンドウ内の位置を判別する前にSet CoordSys Layout文を発行しなければ
ならない場合があります。ユーザがマップ ウィンドウ内をクリックした際にアプリケーションの
現在の座標系がマップの座標系と一致しない場合 (アプリケーションが Set CoordSys文を発行し
たため)、ToolHandler プロシージャは、ユーザがマップ内のどこをクリックしたかを判別する前
に Set CoordSys 文を発行しなければならないこともあります。

例
次のプログラムでは、ユーザがMapBasicツールを選択してマップ、ブラウザ、またはレイアウト
ウィンドウをクリックした際に呼び出される ToolHandler プロシージャを設定します。この例で
は、ToolHandler はユーザがクリックした場所を表示するだけです。

Include "mapbasic.def"
Declare Sub ToolHandler
Note "Ready to test the MapBasic tool."

Sub ToolHandler
Note "x:" + Round(CommandInfo(CMD_INFO_X), 0.1) + Chr$(10) +
" y:" + Round(CommandInfo(CMD_INFO_Y), 0.1)

End Sub

関連項目

CommandInfo() 関数

TriggerControl() 関数

目的
ユーザが選択した最後のダイアログコントロールの IDを返します。この関数は、MapInfo Proの
MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

TriggerControl()
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戻り値
整数

説明
Dialog 文のハンドラ プロシージャ内で、TriggerControl()関数はユーザが最後に操作したコント
ロールのコントロール ID を返します。
ダイアログ ボックスの各コントロールに専用のハンドラ プロシージャが割り当てられている場合
もあれば、1つのプロシージャが複数のコントロールのハンドラとして動作する場合もあります。
複数のコントロールを処理するプロシージャでは、ユーザがどのコントロールをクリックしたかを
調べるために TriggerControl()関数を使用できます。

エラー コード
ERR_INVALID_TRIG_CONTROL (843) エラーは、アクティブなダイアログ ボックスが存在しな
い状態で TriggerControl()関数が呼び出されると生成されます。
関連項目

Alter Control 文、Dialog 文、Dialog Preserve 文、Dialog Remove 文、ReadControlValue() 関
数

TrueFileName$() 関数

目的
部分的なファイル指定に基づいて、完全なファイル指定を返します。この関数は、MapInfoProの
MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

TrueFileName$( file_spec )

file_spec は部分的なファイル指定を表す文字列 ("C:PARCELS.TAB" など) です。
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説明
この関数は部分的なファイル指定に基づいて、完全なファイル指定 (完全なドライブ名とディレク
トリ名を含む) を返します。
場合によっては部分的なファイル指定を処理する必要があることもあります。たとえば、DOS シ
ステム上では、次のファイル指定は部分的なファイル指定です (これにはドライブ名 C: が含まれ
ていますが、現在のディレクトリの名前は省略されています)。

"C:parcels.tab"

C: ドライブの現在のディレクトリが "\mapinfo\data"の場合は、次の関数

TrueFileName$("C:parcels.tab")

を呼び出すと、以下の文字列が返されます。

"C:\mapinfo\data\parcels.tab"

ハード ドライブ名やファイル パスを入力するようにユーザに要求するアプリケーションでは、
TrueFileName$() を使用して、ユーザの入力したパスを完全パスに拡張するとよいでしょう。
TrueFileName$() 関数は、指定されたファイルが実際に存在するかどうかはチェックしません。
部分的なドライブ名とディレクトリ パスを拡張するだけです。ファイルが存在するかどうかを確
認するには、FileExists() 関数を使用してください。
関連項目

ProgramDirectory$() 関数

Type 文

目的
後で Dim 文および Global 文で使用するためのカスタム変数タイプを定義します。

構文

Type type_name Align[n]
element_name As var_type
[ ... ]
End Type
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type_name はデータ タイプに定義する名前です。
Align[n]は、ターゲットDLLの構造体パッキングのアラインメントをオプションで指定します。有
効な値は、[1|2|4|8|16] です。
element_name はタイプの各要素に定義する名前です。
var_type はその要素のデータ タイプです。

制限事項
Type文は、プログラムファイル内において "グローバル"レベル (たとえば、サブプロシージャの
外)で記述する必要があります。MapBasicウィンドウからType文を発行することはできません。
Type変数をプロシージャや関数に値で渡すことはできません。Put文を使用してファイルにType
変数を書き込むことはできません。

説明
Type 文は、既存のデータ タイプの要素から成る新しいデータ タイプを作成します。
variable_name.element_nameという構造の式を使用して、カスタムタイプの各要素に割り当てる
ことができます。Type文には、他のカスタムタイプの要素と配列要素を含めることができます。
カスタム Type の変数の配列を宣言することも可能です。var_name = var_name という形の代
入文によって、Type 変数のすべての要素を他の Type 変数にコピーすることはできません。
DLLにはユーザ定義の変数タイプをパラメータとして渡すことができます。オプションのキーワー
ドである Align[n] を Type 文に追加して、ターゲットの DLL の構造体パッキングのアラインメン
トを指定できます。このキーワードは、MSVC の /Zp[n] という構造体メンバのアラインメント用
のコンパイラオプションや、構造体を定義するためのMicrosoft固有の align(#)修飾子に似ていま
す。このオプションは、x64における、特に文字列関連の複数の構造体アラインメントの問題を解
決するために導入されました。
Type 文がオプションの Align[n] キーワードとともに定義されている場合、MapInfo Pro は、ター
ゲット DLL のパッキング仕様に合わせるために、メンバを n バイト境界に合わせて配置します。
Align[n]が指定されていない場合、MapInfo Proは、Visual Studioのデフォルト パッキングに対応
するデフォルトの構造体アラインメントを適用します。64ビットプラットフォームの場合は 8バ
イト、32 ビット プラットフォームの場合は 4 バイトになります。カスタム DLL を 1 バイト アラ
インメント (/Zp1) でビルドする必要はありません。この変更により、ユーザ固有の構造体パッキ
ングに対応しつつ、x64 プラットフォーム上でビルドされた DLL や、デフォルトの Windows API
呼び出しがより適切にサポートされます。
構造体のアラインメントの問題は、壊れた structデータ メンバを DLL呼び出しで受け渡しする場
合に発生します。MapInfo Proでは現在、Visual Studioのデフォルト設定に一致するデフォルトの
アラインメント値を想定するため、MapBasicプログラムにカスタムDLLを正しく統合するには、
次のいずれかの作業を行うことをお勧めします。
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• MapBasic struct 宣言を変更して、アラインメント値を DLL (例: Align1) と一致させる。
• デフォルトの struct メンバのアラインメント (/Zp) を使用して DLL をリビルドする。

例

Type Person Align8
fullname As String
age As Integer
dateofbirth As Date
End Type

Dim sales_mgr, sales_people(10) As Person

sales_mgr.fullname = "Otto Carto"
sales_people(1).fullname = "Melinda Robertson"

関連項目

Dim 文、Global 文、ReDim 文

UBound() 関数

目的
配列の現在のサイズを返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出
すことができます。

構文

UBound( array )

array は配列変数の名前です。

戻り値
整数

説明
UBound() 関数は、配列変数の現在のサイズ (または "上限") を示す整数値を返します。
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すべての配列変数にはゼロ以上の初期サイズがあります。この初期サイズは変数の Dim 文または
Global文で指定されます。ただし、配列のサイズはReDim文で再設定できます。UBound()関数
は、配列の現在のサイズ (配列に格納可能な要素の数を示す整数値)を返します。MapBasicの配列
では、最大 32,767 個の要素を格納することができます。

例

Dim matrix(10) As Float
Dim depth As Integer

depth = UBound(matrix)
' depth now has a value of 10

ReDim matrix(20)
depth = UBound(matrix)
' depth now has a value of 20

関連項目

Dim 文、Global 文、ReDim 文

UCase$() 関数

目的
文字列を大文字に変換して返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼
び出すことができます。

構文

UCase$( string_expr )

string_expr は文字列式です。

戻り値
String

説明
UCase$() 関数は文字列式 string_expr を大文字に変換して返します。
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小文字から大文字への変換は英文字 (A ～ Z) のみに影響します。数字と記号は影響されません。
したがって、UCase$("A#12a") という関数呼び出しでは、文字列値 "A#12A" が返されます。

例

Dim regular, upper_case As String

regular = "Los Angeles"
upper_case = UCase$(regular)
' upper_case now contains the value "LOS ANGELES"

関連項目

LCase$() 関数、Proper$() 関数

UnDim 文

目的
変数の定義を解除します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

UnDim variable_name

variable_nameは、MapBasicウィンドウまたはワークスペースを通じて宣言された変数の名前で
す。

制限事項
UnDim 文は、コンパイル済みの MapBasic プログラムの中では使用できません。この文は、ワー
クスペースの中で使用するか、MapBasic ウィンドウを通じて入力してください。

説明
Dim文を使って変数を作成した後で、UnDim文を使ってその変数の定義を破棄することができま
す。たとえば、MapBasic ウィンドウの中に Dim 文を入力して変数 X を宣言したとします。

Dim X As Integer
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この X を浮動小数として再定義するとしましょう。このとき、次の文を使用して X を再定義でき
ます。

UnDim X
Dim X As Float

関連項目

Dim 文、ReDim 文

UndoInfo() 関数

目的
UndoInfo() 関数は、元に戻すスタック機能をサポートするウィンドウに関する情報を返します。
現在、これをサポートするのはレイアウト デザイン ウィンドウだけです。スタック内の項目数
や、[元に戻す] または [やり直し] 操作で実行されるコマンド名などの情報が返されます。 この文
は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

UndoInfo ( window_id attribute )

window_id は、レイアウト デザイン ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。
attributeは、戻される情報の種類を指定する整数コードです。値の一覧については、下表を参照し
てください。

Return

以下の表を参照してください。

説明
UndoInfo() 関数は、元に戻すスタック機能をサポートするウィンドウに関する情報を返します。
現在、これをサポートするのはレイアウト デザイン ウィンドウだけです。スタック内の項目数
や、[元に戻す] 操作で実行されるコマンド名などの情報が返されます。元に戻すスタックは、[元
に戻す] または [やり直し] を適用する 1 つ以上の操作を記録するメカニズムです。
UndoInfo() 関数は、元に戻すスタック機能をサポートするウィンドウに関する情報を返します。
現在、この機能をサポートするのはレイアウト デザイン ウィンドウだけです。
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window_idパラメータで、情報を取得するウィンドウを指定します。ウィンドウ識別子を取得する
には、ウィンドウを開いた直後に FrontWindow() 関数を呼び出すか、またはウィンドウ作成後の
任意の時点で WindowID() 関数を呼び出します。
指定したウィンドウについて、UndoInfo() は複数の属性を返します。attribute パラメータは、下
表のコードのいずれかでなければなりません。これらのコードはmapbasic.defで定義されてい
ます。

UndoInfo() の戻り値IDattribute コード

整数値。元に戻すスタックに含まれる項目数を返しま
す。

1UNDO_INFO_COUNT

文字列値: [元に戻す] 操作で実行される操作の名前を
返します。

2UNDO_INFO_UNDO_ACTION_NAME

文字列値: [やり直し] 操作で実行される操作の名前を
返します。

3UNDO_INFO_REDO_ACTION_NAME

論理値: [元に戻す]操作が適用可能であれば trueを返
します。

4UNDO_INFO_CAN_UNDO

論理値: [やり直し]操作が適用可能であれば trueを返
します。

5UNDO_INFO_CAN_REDO

論理値: 元に戻すスタック機能が有効である (実行さ
れた操作が元に戻すスタックに記録されている)場合
に true を返します。

6UNDO_INFO_ENABLED

整数値。元に戻すスタックにおける現在位置を返しま
す。元に戻す操作をまだ実行してない場合、この値は
UNDO_INFO_COUNTと同じです。

7UNDO_INFO_CURRENT_POS

関連項目

Set Undo 文FrontWindow() 関数WindowID() 関数
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UnitAbbr$() 関数

目的
MapInfo Proの標準単位の名前を短縮して返します。この関数は、MapInfo ProのMapBasicウィ
ンドウから呼び出すことができます。

構文

UnitAbbr$( unit_name )

unit_name は、MapInfo Pro の標準単位名を表す文字列 ("km" など) です。

戻り値
String。短縮した単位名を表します ("km" など)。

説明
この unit_nameパラメータは、MapInfo Proの標準英語単位名 (たとえば、キロメートルは "km"、
平方キロメートルは "sq km") のいずれかでなければなりません。
UnitAbbr$() 関数は短縮した単位名を返します。実際に返される文字列は、使用する MapInfo Pro
が英語版であるか各国語版であるかによって異なります。たとえば、ドイツ語版のMapInfoProで
あれば、次の関数呼び出しにより "sq km" がドイツ語表記で返されます。

UnitAbbr$("sq km")

UnitAbbr$() 関数には、距離、面積、用紙、時間などの単位を使用できます。MapInfo Pro の標準
距離単位名 ("km"など)の一覧については、「Set Distance Units 文」を参照してください。面積
単位名 ("sq km" など) の一覧については 「Set Area Units 文」を参照してください。用紙単位名
(たとえば、ページ レイアウト中ではインチを "in" と表すなど) の一覧については、「Set Paper
Units 文」を参照してください。時間単位名には、秒 ("sec")、分 ("min")、時間 ("hr") などがあり
ます。
この unit_nameパラメータは "degree"であることもありますが、その場合、UnitAbbr$()は "deg"
を返します。
関連項目

Set Area Units 文、Set Distance Units 文、Set Paper Units 文、UnitName$() 関数
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UnitName$() 関数

目的
MapInfo Pro の標準単位名をフルネームで表す文字列を返します。 この関数は、MapInfo Pro の
MapBasic ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

UnitName$( unit_name )

unit_name は、MapInfo Pro の標準単位名を表す文字列 ("km" など) です。

戻り値
String。正式な単位名 ("kilometers" など) を表します。

説明
この unit_nameパラメータは、MapInfo Proの標準英語単位名 (たとえば、キロメートルは "km"、
平方キロメートルは "sq km") のいずれかでなければなりません。
UnitName$() 関数は正式な単位名を表す文字列を返します。実際に返される文字列は、使用する
MapInfo Proが英語版であるか各国語版であるかによって異なります。たとえば、フランス語版の
MapInfo Proであれば、次の関数呼び出しにより "square kilometers"がフランス語表記で返されま
す。

UnitName$("sq km")

UnitName$()関数には、距離、面積、用紙、時間などの単位を使用できます。MapInfoProの標準
距離単位名 ("km"など)の一覧については、「Set Distance Units 文」を参照してください。面積
単位名 ("sq km" など) の一覧については 「Set Area Units 文」を参照してください。用紙単位名
(たとえば、ページ レイアウト中ではインチを "in" と表すなど) の一覧については、「Set Paper
Units 文」を参照してください。時間単位名には、秒 ("sec")、分 ("min")、時間 ("hr") などがあり
ます。
この unit_name パラメータは "degree" であることもありますが、その場合、UnitName$() は
"degrees" を返します。
関連項目
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Set Area Units 文、Set Distance Units 文、Set Paper Units 文、UnitAbbr$() 関数

Unlink 文

目的
Server Link Table文でリモートデータベースからダウンロードされリンクされたテーブルのリン
クを解除します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Unlink TableName

TableName は、開いている MapInfo リンク テーブルの名前です。

説明
テーブルのリンク解除を行うと、リモート データベースへのリンクが削除されます。この文は、
未保存の編集内容が存在する場合には無効となります (つまり、ユーザはまずコミットまたはロー
ルバックを行う必要があります)。テーブルのリンクに関連するメタデータはすべて削除されます。
これで、編集できなかったフィールドも編集が可能な状態になります。この操作の結果、通常の
MapInfo 基本テーブルが得られます。

例

Unlink "City_1k"

関連項目

Commit Table 文、Server Link Table 文

Update 文

目的
テーブルの 1 つ以上の行を変更します。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発
行できます。
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構文

Update table Set column = expr [ , column = expr, ...]
[ Where [ RowID = id ] | expr ]
[ DropIndex ( Auto | On | Off ) ]

table は、開いているテーブルの名前です。
column フィールドの名前です。
expr は、AND または OR のキーワードで区切られた 1 つ以上の式です。
id はテーブル内の行の番号です。

説明
Update 文は、テーブルの 1 つ以上のフィールドを変更します。デフォルトでは、Update 文は指
定したテーブルのすべての行に影響を及ぼします。ただし、Where RowID句が指定されている場
合は、特定の1行だけが更新されます。その行にどのような変更を加えるかは、Set句で指定しま
す。
行に対応するマップ オブジェクトを更新するには、Set 句でフィールド名 Obj を指定します。下
記の例を参照してください。

注 : Update文 (またはテーブルを変更する他の文)を実行した後は、フィールドを参照する
式 (tablename.columnname など) を使用してテーブル値を取得できます。ただし、式を参
照する前に、Fetch文を実行してテーブル行を指定する必要があります。詳細については、
『MapBasic ユーザーズ ガイド』の「テーブル操作」を参照してください。

DropIndex 句を On に指定すると、トランザクション インデックスは操作の実行中は更新が中断
され、操作の完了後に再作成されます。これでパフォーマンスが顕著に向上することがあります
が、常に向上するわけではありません。パフォーマンスを最大にするには、この句をAutoに設定
することを推奨します。この設定にすると、MapInfo Proがインデックスの更新中断と再作成を行
うかどうかを決定します。操作によって1000行またはそれを超える大きさのテーブルが削除また
は更新される場合、または行の総数の 0.1 %を超える割合で行が更新される場合、MapInfo Proは
インデックスの更新を中断し、後で再作成します。DropIndex 句を Off に設定すると、操作はト
ランザクション インデックスの更新中断と再作成を行わずに実行されます。
Update 文では、Where 句で式を指定することもできます。文の Where 句に式が含まれている場
合は、その式に一致する行のみが更新されます。

Update PopAreas Set Area_sqm = Area(obj, "sq_m") Where Area_sqm = 0
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RowId を WHERE 句の式として使用する場合は、次のようにします。

"4 > RowId OR 2 < RowId" instead of "RowId > 4 OR RowId < 2"

例
次の例では、従業員データのテーブルがあり、その各レコードに従業員の部門と給与が記録されて
いるとします。マーケティング部門の従業員で現在の給与が $20,000未満の者全員を対象に、7%
の昇給を行うとします。この例では、Select文を用いて該当する従業員を選択し、Update文を用
いて給与フィールドを適切に変更します。

Select * From employees
Where department ="marketing" And salary < 20000
Update Selection
Set salary = salary * 1.07

WhereRowID句を使用して、Setの処理をテーブルの特定の 1行にのみ適用するようにMapBasic
に指示することができます。次の例では、従業員テーブルの 10番目のレコードの給与フィールド
を更新します。

Update employees
Set salary = salary * 1.07
Where Rowid = 10

Whereexpression句を使用すると、Setの処理をテーブルの選択行にのみ適用するようにMapBasic
に指示できます。次の例では、従業員テーブルで経験年数が 5 年を超える従業員の給与フィール
ドを更新します。

Update employees
Set salary = salary * 1.07
Where EmpExp > 5

次の例では、ポイントオブジェクトを生成し、テーブルの最初の行にオブジェクトを格納します。

Update sites
Set Obj = CreatePoint(x, y)
Where Rowid = 1

関連項目

Insert 文、Fetch 文
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Update Window 文

目的
ウィンドウのあらゆる未処理の変更内容をMapInfo Proで処理します。この文は、MapInfo Proの
MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

Update Window window_id

window_id は整数のウィンドウ識別子です。

説明
Update Window文を使用すると、まだ反映されていないウィンドウ表示に対する変更をMapInfo
Pro に強制的に処理させることができます。
状況によってはMapBasicアプリケーションの実行するウィンドウ操作が即座に表示されないこと
もあります。たとえば、マップウィンドウを変更した直後にアプリケーションでDialog文を発行
した場合、ユーザがそのダイアログ ボックスを閉じるまではマップ ウィンドウに対する変更が反
映されない可能性があります。未反映の表示変更を MapInfo Pro に処理させるには、Update
Window 文を使用します。
関連項目

Set Event Processing 文

URL 句

目的
ライブラリサービス URLを指定します。この句は、MapInfo ProのMapBasicウィンドウから使
用できます。
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構文

URL url

url は有効なライブラリ サービス URL です。

説明
URL 句では、使用するライブラリ サービスのデフォルト URL を指定します。この句では、入力
が有効なライブラリ サービス URL かどうかがチェックされ、有効でなければエラー メッセージ
が表示されます。
デフォルトのライブラリ サービス URL は空の文字列 “” に設定されます。これはライブラリ サー
ビスが現在設定されていないことを示します。有効なURLに設定された後は、ライブラリサービ
ス URL を空の文字列にリセットすることができます。

例

Include "MAPBASIC.DEF"
Set LibraryServiceInfo URL

http://localhost:8080/LibraryService/LibraryService

関連項目

Set LibraryServiceInfo 文、LibraryServiceInfo( ) 関数

USNGToPoint() 関数

目的
USNG (United States National Grid) 座標の文字列式を、現在の MapBasic 座標系のポイント オブ
ジェクトに変換します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すことが
できます。

構文

USNGToPoint( string )

string は、USNG グリッド参照を表す文字列式です。
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戻り値
Object

説明
座標は、現在の MapBasic 座標システム (基準の指定がない場合、デフォルトは緯度/経度) で返さ
れます。出力された座標を最も正確な方法でテーブルに格納するには、USNGToPoint() を呼び出
す前に、MapBasic座標系を格納先のテーブルの座標系に合わせて設定する必要があります。こう
すれば、途中で緯度/経度座標システム (基準が省略された場合) に変換されないので、精度が大幅
に損なわれるのを防ぐことができます。

例 1

dim obj1 as Object
dim s_USNG As String
dim obj2 as Object
obj1 = CreatePoint(-74.669, 43.263)
s_USNG = PointToUSNG$(obj1)
obj2 = USNGToPoint(s_USNG)

例 2

Open Table "C:\Temp\MyTable.TAB" as USNGfile
' When using the PointToUSNG$() or USNGToPoint() functions,
' it is very important to make sure that the current MapBasic
' coordsys matches the coordsys of the table where the
' point object is being stored.
'Set the MapBasic coordsys to that of the table used
Set CoordSys Table USNGfile
'Update a Character column (for example COL2) with USNG strings from
'a table of points
Update USNGfile
Set Col2 = PointToUSNG$(obj)
'Update two float columns (Col3 & Col4) with
'CentroidX & CentroidY information
'from a character column (Col2) that contains USNG strings.
Update USNGfile
Set Col3 = CentroidX(USNGToPoint(Col2))
Update USNGtestfile ' USNGfile
Set Col4 = CentroidY(USNGToPoint(Col2))
Commit Table USNGfile
Close Table USNGfile

関連項目

PointToUSNG$(obj, datumid)

1143MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



Val() 関数

目的
文字列が示す数値を返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出す
ことができます。

構文

Val( string_expr )

string_expr は文字列式です。

戻り値
浮動小数

説明
Val() 関数は string_expr 文字列式に基づく数値を返します。Val() は、string_expr 文字列の先頭の
空白文字 (タブ、スペース、改行)を無視し、その後に続く文字を数値として解釈しようとします。
数値以外の文字が見つかると、Val() 関数はその場で文字列の処理を停止します。文字列の最初の
文字 (空白以外の文字)がピリオド、小数、マイナス記号、あるいはアンパサンド (&)でなければ、
Val() は 0 を返します(下記の例に示すように、アンパサンドは 16 進表記で使用されます)。

注 : 文字列に小数点のセパレータが含まれている場合もあります。ユーザのコンピュータ
が小数点のセパレータとして他の文字を使うように設定されているかどうかにかかわらず、
セパレータはピリオドでなければなりません。また、文字列に千単位のセパレータを含める
こともできません。数字列から千単位のセパレータを除去するには、DeformatNumber$()
関数を呼び出してください。

例

Dim f_num As Float
f_num = Val("12 thousand")
' f_num is now equal to 12

f_num = Val("12,345")
' f_num is now equal to 12
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f_num = Val(" 52 - 62 Brunswick Ave")
' f_num is now equal to 52

f_num = Val("Eighteen")
' f_num is now equal to 0 (zero)

f_num = Val("&H1A")
' f_num is now equal to 26 (which equals hexadecimal 1A)

関連項目

DeformatNumber$() 関数、Format$() 関数、Set Format 文、Str$() 関数

Weekday() 関数

目的
指定した日付値の曜日を示す整数 (1～7) を返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic
ウィンドウから呼び出すことができます。

構文

Weekday( date_expr )

date_expr は日付式です。

戻り値
1 ～ 7 (1 および 7 を含む) の 2 バイト整数値。1 は日曜日を表します。

説明
Weekday() 関数は、指定した日付の曜日要素を示す整数 (1 ～ 7) を返します。たとえば、指定し
た日付が月曜であれば、Weekday( ) 関数は 2 を返します。
Weekday() 関数は西暦 100 年 1 月 1 日以降の日付にしか対応していないことに注意してくださ
い。date_expr が西暦 100 年より前の日付であれば、Weekday() 関数は 0 を返します。
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例

If Weekday( CurDate() ) = 6 Then
'
' then the date is a Friday
'
End If

関連項目

CurDate() 関数、Day() 関数、Month() 関数、Year() 関数

WFS Refresh Table 文

目的
WFSテーブルをサーバからリフレッシュします。この文は、MapInfo ProのMapBasicウィンド
ウから発行できます。

構文

WFS Refresh Table alias
[ Using Map [ Window window_id ] ]
[ Override Coordinate Order { On | Off } ]

alias は、開いている登録済み WFS テーブルの別名です。
window_id はマップ ウィンドウの整数のウィンドウ識別子です。

説明
WFS テーブルのジオメトリが現在のマップ内にあるという行フィルタでテーブルが作成された場
合 (行フィルタ操作は ogc:BBOX、値はCURRENT_MAPPER)、そのテーブル内のデータはマップ
境界内のデータのみになります。テーブルのリフレッシュでは、省略可能な Using Mapを使用し
ない限り、古いマップ境界が使用され、実行したズームや移動は無視されます。usingmapを指定
すると、現在のマップ境界が使用され、実行したズームや移動の操作も反映されます。
ウィンドウを指定しない場合は、一番上のマップ ウィンドウの境界が使用されます。指定する場
合は、window_id で指定したマップ ウィンドウの境界が使用されます。
マップ境界を使用する行フィルタを指定することによって、サーバへ送信されるデータ量が制限さ
れ、WFS テーブルの初期表示が高速になります。
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OverrideCoordinateOrder句は、サーバから取得したテーブルの一部だけで座標順序が正しくな
い場合に適用されます。この句は座標順序の上書きを (サーバレベルではなく)テーブルレベルで
適用します。この新しい句は Using Map 句と一緒に使用できます。Web Feature Service (WFS)
テーブルに座標順序の上書きが設定されているかどうかを調べる例については、TableInfo() 関数
の例の新しい属性を参照してください。

例
次の例では、watershed という名前のローカル テーブルをリフレッシュします。

WFS Refresh Table watershed

WFSテーブルがマップ境界の行フィルタで作成されていて、マップで移動が実行されていた場合、
WFSテーブルの一部が表示されない可能性があります。このようなテーブルを更新して現在のマッ
プのすべてを表示するには、次のコードを使用します。

WFS Refresh Table watershed Using Map

関連項目

Register Table 文、TableInfo() 関数

WKTToCoordSysString$() 関数

目的
Well-Known Text (WKT) 文字列を MapBasic 座標系 (CoordSys) 句に変換します。CoordSys 句は
紙マップで使用される座標系を指定します。詳細については、「CoordSys句」を参照してくださ
い。 この文は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから発行できます。

構文

WKTToCoordSysString$( wkt_string )

wkt_string は Well-Known Text (WKT) 文字列値です。

戻り値
座標系を表す文字列式。文字列が見つからない場合は、空の文字列を返します。
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例
次の例、

print WKTToCoordSysString$("GEOGCS["+"""NAD27
Latitude/Longitude,Degrees"""+",DATUM[
"+"""North_American_Datum_1927"""+",SPHEROID[
"+"""Clarke - 1866"""+",6378206.4,294.9786982139006],
AUTHORITY["+"""EPSG"""+","+"""6267"""+"]],
PRIMEM["+"""Greenwich"+""",0],UNIT["+"""degree"""+",0.0174532925199433]]")

次の文字列を生成します。

CoordSys Earth Projection 1, 62

関連項目

CoordSys 句、CoordSysStringToWKT$() 関数、Set CoordSys 文

While...Wend 文

目的
指定された条件が TRUE と評価される限り実行し続けるループを定義します。

構文

While condition
statement_list

Wend

condition はループからいつ抜け出るかを制御する条件式です。
statement_list はループが反復されるごとに実行する文のグループです。

制限事項
MapBasic ウィンドウから While...Wend 文を発行することはできません。
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説明
While...Wend文はループを制御します。MapBasicは条件を評価し、TRUEであれば statement_list
を実行します (その後、条件の評価を繰り返します)。
条件が TRUE である限り、MapBasic は statement_list を繰り返し実行します。条件が FALSE に
なると、MapBasic は statement_list をスキップし、Wend キーワードに続く最初の文から実行を
続けます。
次の文

While condition
statement_list

Wend

は、次の文と機能的に同一です。

Do While condition
statement_list

Loop

While...Wend構文はスタイル上の理由で提供されています (たとえば、Do...Loop文の構文よりも
While...Wend の構文を好むプログラマのため)。

例

Dim psum As Float, i As Integer
Open Table "world"
Fetch First From world
i = 1
While i <= 10
psum = psum + world.population
Fetch Next From world
i = i + 1
Wend

関連項目

Do...Loop 文、For...Next 文
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WinChangedHandler プロシージャ

目的
マップが移動またはズームしたとき、あるいはマップ レイヤが追加または削除されたときに常に
自動的に呼び出される予約済みプロシージャ。

構文

Declare Sub WinChangedHandler
Sub WinChangedHandler
statement_list

End Sub

statement_list はマップが移動またはズームしたときに実行する文のリストです。

説明
WinChangedHandler は、MapBasic の特別目的のプロシージャ名です。ユーザが
WinChangedHandlerという名前のプロシージャを含むアプリケーションを実行した場合、Main
プロシージャで実行する文がなくなるとそのアプリケーションは "非アクティブ" になります。メ
モリに非アクティブなアプリケーションがある限り、マップ ウィンドウの範囲が変更されるたび
(マップがスクロールされたり、ズームされたり、サイズ変更されたりした際) に、MapBasic は
WinChangedHandler プロシージャを呼び出します。WinChangedHandler プロシージャ内で
は、CommandInfo()関数を呼び出して、影響を受けるウィンドウの整数識別子を調べることがで
きます。
複数のMapBasicアプリケーションが同時に "インアクティブ"になっていることがあります。マッ
プウィンドウが変化すると、MapBasicは自動的にすべての非アクティブなWinChangedHandler
プロシージャを次々に呼び出します。
ある種の状況では、マップの範囲に影響を与えないマップ イベントの結果として、MapBasic が
WinChangedHandlerプロシージャを呼び出すことがあります。たとえば、新しいオブジェクト
を描画すると、WinChangedHandlerプロシージャが呼び出される場合があります。非アクティ
ブなアプリケーションを停止してメモリから消去するには、End Program 文を使用します。

マップ ウィンドウの自動スクロール
MapInfoProでは、ユーザがマウスでマップウィンドウをクリックし、ウィンドウの端までドラッ
グすると、ウィンドウが自動的にスクロールされます。マップ ウィンドウが自動スクロールする
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と、ツール アクションの完了後あるいはキャンセル後に WinChangedHandlerが呼び出されま
す。
たとえば、ユーザがルーラー ツールを使用し、各区分でウィンドウを自動スクロールさせ、測定
を完了するためにダブルクリックすると (またはルーラーツールをキャンセルするためにEscキー
を押すと)、WinChangedHandlerが 1 回呼び出されます。カスタム MapBasic ツールの使用中に
ウィンドウが自動スクロールすると、ツールのハンドラ プロシージャが呼び出され、それから
WinChangedHandlerが呼び出されます。
ウィンドウが自動スクロールしても、ユーザが操作を完了せずに、あるいは Esc キーを押さずに
元の場所に戻った場合は、WinChangedHandlerは呼び出されません。
自動スクロール機能を無効にするには、Set Window 文を使用します。

例
WinChangedHandlerプロシージャの使用方法については、OverViewサンプルプログラムを参照
してください。
関連項目

CommandInfo() 関数、WinClosedHandler プロシージャ

WinClosedHandler プロシージャ

目的
マップ、ブラウザ、グラフ、レイアウト、領域編成、凡例、または MapBasic の各ウィンドウが
閉じられたときに自動的に呼び出される予約済みプロシージャ。

構文

Declare Sub WinClosedHandler
Sub WinClosedHandler
statement_list

End Sub

statement_list はウィンドウが閉じられたときに実行する文のリストです。
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説明
WinClosedHandlerプロシージャは特殊な MapBasic サブ プロシージャの名前です。ユーザが
WinClosedHandlerという名前のプロシージャを含むアプリケーションを実行した場合、Mainプ
ロシージャで実行する文がなくなるとそのアプリケーションは "非アクティブ" になります。非ア
クティブなアプリケーションがメモリにある限り、ウィンドウが閉じられるたびに、MapBasicは
WinClosedHandlerプロシージャを自動的に呼び出します。
WinClosedHandlerプロシージャ内では、次の関数

CommandInfo( CMD_INFO_WIN )

を呼び出して、閉じているウィンドウの識別子を調べることができます。
注 : アプリケーションのプロシージャが End Program 文を実行すると、そのアプリケー
ションはメモリから完全に消去されます。そのため、WinClosedHandlerプロシージャは、
不要になった時点で、End Program 文を使用して終了させることができます。ただし、
WinClosedHandlerプロシージャが必要な間にEndProgram文を発行しないよう注意して
ください。

複数のMapBasicアプリケーションが同時に "インアクティブ"になっていることがあります。ウィ
ンドウが閉じられると、MapBasic は自動的にすべての非アクティブな WinClosedHandlerプロ
シージャを次々に呼び出します。
関連項目

CommandInfo() 関数、EndHandler プロシージャ、RemoteMsgHandler プロシージャ、
SelChangedHandlerプロシージャ、ToolHandlerプロシージャ、WinChangedHandlerプロシー
ジャ

WindowID() 関数

目的
MapInfo Pro ウィンドウの ID を返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウか
ら呼び出すことができます。

構文

WindowID( window_num )

window_num は番号または数値コードです。以下の表を参照してください。
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戻り値
整数

説明
ウィンドウ ID は既存のウィンドウを個別に識別する整数値です。一部の MapBasic 文 (Set Map
文など) ではウィンドウ ID をパラメータとして扱います。
次の表に、window_num パラメータのさまざまな指定方法を示します。

結果window_num の値

ドキュメントウィンドウ (マップウィンドウ、ブラウザウィンドウな
ど) のウィンドウ ID が返されます。たとえば、1 を指定すると最初の
ドキュメント ウィンドウの整数 ID が返されます。n は開いているド
キュメントウィンドウの番号です。nを確認するには、NumWindows()
関数を呼び出します。

正の 2 バイト整数 (1, 2, ... n)

ドキュメント ウィンドウや浮動ウィンドウ (情報ウィンドウなど) の
ウィンドウ IDが返されます。mはMapInfo Proが所有するウィンドウ
の合計数です。mを確認するには、NumAllWindows()関数を呼び出し
ます。この構文を使用すると、ループ内でWindowID()を呼び出して、
開いているウィンドウの ID 番号のリストを生成できます。

負の 2 バイト整数 (-1, -2, ...-m)

直近に開かれたドキュメント ウィンドウ、カスタム凡例ウィンドウ、
あるいはボタンパッドのウィンドウ ID が返されます。開かれている
ウィンドウがない場合は 0 が返されます。

ゼロ (0)

1001～ 1013の値でウィンドウコードを指定すると、特別なウィンド
ウの IDが返されます。ウィンドウコードは MAPBASIC.DEFに定義さ
れています。たとえば、WIN_RULER というコード (値は 1007) は、
ルーラー ツールによって使用されたウィンドウを表します。

ウィンドウ コード (WIN_RULER など)

この関数は、次のウィンドウ コードを返します。[テーブル リスト] (WIN_TABLE_LIST, 2001)、
[レイヤの管理] (WIN_LAYER_CONTROL, 2002)、および [指定した位置へジャンプ]
(WIN_MOVE_MAP_TO 2003) の各ウィンドウのウィンドウ ID は無視されます。
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ウィンドウの説明IDウィンドウ タイプ

マップ ウィンドウ1WIN_MAPPER

ブラウザ ウィンドウ2WIN_BROWSER

レイアウト ウィンドウ3WIN_LAYOUT

グラフ ウィンドウ4WIN_GRAPH

ボタンパッド ウィンドウ19WIN_BUTTONPAD

ツールバー ウィンドウ25WIN_TOOLBAR

地図凡例ウィンドウ27WIN_CART_LEGEND

3D マップ ウィンドウ28WIN_3DMAP

マップ修飾ウィンドウ32WIN_ADORNMENT

凡例ウィンドウ35WIN_LEGEND_DESIGNER

レイアウト ウィンドウ36WIN_LAYOUT_DESIGNER

ヘルプ ウィンドウ1001WIN_HELP

MapBasic ウィンドウ1002WIN_MAPBASIC

メッセージ ウィンドウ (Print 文と共に使用)1003WIN_MESSAGE

ルーラー ウィンドウ (ルーラー ツールで測定した距離を表示)1007WIN_RULER

情報ウィンドウ (ユーザが情報ツールでクリックしたときにデータ
を表示)

1008WIN_INFO

主題図凡例ウィンドウ1009WIN_LEGEND

統計ウィンドウ1010WIN_STATISTICS

1154MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



ウィンドウの説明IDウィンドウ タイプ

MapInfo Pro アプリケーション ウィンドウ1011WIN_MAPINFO

ワークスペース エクスプローラ ウィンドウ2004WIN_WORKSPACE_EXPLORER

ウィンドウ リスト ウィンドウ2005WIN_WINDOW_LIST

ツール マネージャ ウィンドウ2006WIN_TOOL_MANAGER

タスク マネージャ ウィンドウ2007WIN_TASK_MANAGER

接続リスト ウィンドウ2008WIN_CONNECTION_LIST

通知は、MapInfoProまたはアドインによって、注意が必要な事項
を伝達するために使用されます。通知は、通知ウィンドウに表示
されます。

2009
年

WIN_NOTIFICATIONS

[SQL 検索] ダイアログの改良2010
年

WIN_QUERY_BUILDER

エラー コード
ERR_BAD_WINDOW_NUM (648) エラーは、window_num パラメータが無効の場合に生成されま
す。
関連項目

WindowInfo() 関数、FrontWindow() 関数、NumWindows() 関数

WindowInfo() 関数

目的
ウィンドウに関する情報を返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼
び出すことができます。
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構文

WindowInfo( window_spec, attribute )

window_spec は検索対象のウィンドウを示す番号またはコードです。
attribute はウィンドウに関するどの情報を返すかを示す整数コードです。

戻り値
attribute パラメータに応じて異なる情報が返されます。

説明
WindowInfo()関数は既存のウィンドウに関する情報を 1 つ返します。
WindowInfo()関数にパラメータとして渡す値の多くは、MapBasic の標準定義ファイルである
MAPBASIC.DEF に定義されています。したがって、WindowInfo()を呼び出す場合は、プログラ
ムに "MAPBASIC.DEF"を記述する必要があります。
次の表に、window_spec パラメータのさまざまな指定方法を示します。

説明window_spec の値

検索対象のウィンドウを指定するには、WindowID() 関数または
FrontWindow()関数を呼び出すことによって得られる整数のウィンド
ウ ID を使用します。

整数のウィンドウ ID

この関数はドキュメント ウィンドウ (マップ ウィンドウ、ブラウザ
ウィンドウなど) を検索します。たとえば、最初のドキュメント ウィ
ンドウにある情報を取得するには 1 を指定してください。n は開いて
いるドキュメント ウィンドウの番号です。n を確認するには、
NumWindows() 関数を呼び出します。

正の 2 バイト整数 (1, 2, ... n)

この関数はドキュメント ウィンドウや浮動ウィンドウ (情報ウィンド
ウなど)を検索します。mはMapInfo Proが所有するウィンドウの合計
数です。mを確認するには、NumAllWindows()関数を呼び出します。
この構文を使用すると、ループ内で WindowInfo()を呼び出して、開
いているすべてのウィンドウを検索することができます。

負の 2 バイト整数 (-1, -2, ...-m)

この関数は直近に開かれたウィンドウを検索します。開かれているウィ
ンドウがない場合は、エラーが発生します。

ゼロ (0)
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説明window_spec の値

1001～ 1013の値でウィンドウコードを指定すると、この関数は特別
なシステム ウィンドウを検索します。ウィンドウ コードは
MAPBASIC.DEF に定義されています。たとえば、MAPBASIC.DEF に
定義されているWIN_RULERコード (値は 1007)は、ルーラーツール
により使用されたウィンドウを表します。

ウィンドウ コード (WIN_RULER など)

attributeパラメータで関数により返されるウィンドウ属性を指定します。attributeパラメータは、
下表のコードのいずれかでなければなりません。

WindowInfo( attribute ) の戻り値IDattribute コード

文字列値: ウィンドウの名前。1WIN_INFO_NAME

2バイト整数値: WIN_LAYOUT (3)などのウィンドウタイプ。以下
の表を参照してください。

3WIN_INFO_TYPE

浮動値:ウィンドウ幅 (用紙単位)。MapInfo Pro 64ビット版の場合
は、WIN_INFO_CLIENTWIDTH属性を使用します。用紙単位の詳
細については、「Set Paper Units 文」を参照してください。

4WIN_INFO_WIDTH

浮動値:ウィンドウの高さ (用紙単位)。MapInfo Pro 64ビット版の
場合は、WIN_INFO_CLIENTHEIGHT属性を使用します。

5WIN_INFO_HEIGHT

浮動値:MapInfoProのワークエリアの左端からの距離 (用紙単位)。
このウィンドウがレイアウト ウィンドウ内のフレームに埋め込ま
れる場合、これはレイアウト ウィンドウの左端からの距離になり
ます。MapInfo Pro 64 ビット版の場合は、主画面の左端に相対的
な浮動ウィンドウの最新の左端の位置を返します。

6WIN_INFO_X

浮動値:MapInfoProのワークエリアの上端からの距離 (用紙単位)。
このウィンドウがレイアウト ウィンドウ内のフレームに埋め込ま
れる場合、これはレイアウト ウィンドウの上端からの距離になり
ます。MapInfo Pro 64 ビット版の場合は、主画面の上端に相対的
な浮動ウィンドウの最新の上端の位置を返します。

7WIN_INFO_Y

論理値：そのウィンドウがアクティブウィンドウであればTRUE。8WIN_INFO_TOPMOST

1157MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



WindowInfo( attribute ) の戻り値IDattribute コード

2 バイト整数値: 次の 3 つの状態は、MapInfoPro 64 ビット版の浮
動状態を表します。

• WIN_STATE_NORMAL: 通常サイズの場合
• WIN_STATE_MINIMIZED (1): 最小化されている場合
• WIN_STATE_MAXIMIZED (2): 最大化されている場合

以下は、WindowInfo によって返される新しい状態です。

• WIN_STATE_DOCKED (3): ドッキングしている場合
• WIN_STATE_TABBED (4): タブ形式の場合
• WIN_STATE_AUTOHIDDEN (5): 自動非表示の場合
• WIN_STATE_HIDDEN (6): 非表示の場合

9WIN_INFO_STATE

文字列値: マップ ウィンドウの場合、ウィンドウの "CosmeticN"
テーブルの名前。従来のレイアウト ウィンドウの場合、ウィンド
ウの "LayoutN" テーブルの名前。新しいレイアウト ウィンドウの
場合は空の文字列を返します。ブラウザまたはグラフ ウィンドウ
の場合は、ウィンドウに表示されているテーブルの名前。

10WIN_INFO_TABLE

WIN_INFO_TABLE (10) と同じ値でオーバーロードされます。
整数値: WindowID がマップ修飾の場合、マップ修飾の作成に使用
されたマップ ウィンドウの整数の WindowID を返します。

10WIN_INFO_ADORNMENTS_MAP

WIN_INFO_TABLE (10) と同じ値でオーバーロードされます。
整数値: WindowIDがCreate Legend文を使用して作成された凡例
の場合、凡例を所有するマップまたはグラフ ウィンドウの整数の
ウィンドウ IDを返します。標準の凡例ウィンドウを検索した場合
は 0 を返します。

10WIN_INFO_LEGENDS_MAP

論理値：ウィンドウが開いていればTRUE(情報ウィンドウのよう
な特別なウィンドウで使用されます)。

11WIN_INFO_OPEN

IntPtr*値。Windowsでは、この値は検索対象ウィンドウのWindows
HWND を表します。

12WIN_INFO_WND

ウィンドウ ID を表す整数値。WindowID() 関数によって返される
値と同一です。これは window_specとして 0を渡す場合に便利で
す。

13WIN_INFO_WINDOWID
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WindowInfo( attribute ) の戻り値IDattribute コード

文字列値：ワークスペースの保存操作 (このマップの設定をワーク
スペースに記録するために行う)を表すMapBasic文の文字列。結
果に Open Table 文が含まれるなどの点で、
WIN_INFO_CLONEWINDOW (15) とは異なります。

14WIN_INFO_WORKSPACE

文字列値: ウィンドウを複製するために Run Command 文にて使
用可能な MapBasic 文の文字列。

15WIN_INFO_CLONEWINDOW

論理値: Set Window 文によりウィンドウのシステム メニューの
Close コマンドが無効になっている場合、FALSE。

16WIN_INFO_SYSMENUCLOSE

論理値： 自動スクロール機能がこのウィンドウに対してオンであ
り、ユーザがマップまたは凡例ウィンドウの端までドラッグする
ことでウィンドウをスクロールできる場合は、TRUE。自動スク
ロールのオンとオフを切り替えるには、SetWindow文を使用しま
す。

17WIN_INFO_AUTOSCROLL

論理値: Smart Pan がオンに設定されている場合は TRUE。18WIN_INFO_SMARTPAN

論理値を返します。スナップモードがオンであればTRUE、スナッ
プ モードがオフであれば FALSE。

19WIN_INFO_SNAPMODE

スナップ許容値を示す2バイト整数値 (ピクセル単位)を返します。20WIN_INFO_SNAPTHRESHOLD

プリンタ IDを含む文字列を返します (\\DISCOVERY\HP4_DEVEL
など)。

21WIN_INFO_PRINTER_NAME

WIN_PRINTER_PORTRAIT (1) または
WIN_PRINTER_LANDSCAPE (2) を返します。

22WIN_INFO_PRINTER_ORIENT

印刷部数を示す整数を返します。23WIN_INFO_PRINTER_COPIES

整数値。戻り値の意味については、PAPERSIZE.DEF ファイル
(\MapInfo\MapBasic ディレクトリ) を参照してください。

24WIN_INFO_PRINTER_PAPERSIZE

浮動値: 現在の単位でのプリンタ左余白の値。25WIN_INFO_PRINTER_LEFTMARGIN

浮動値: 現在の単位でのプリンタ右余白の値。26WIN_INFO_PRINTER_RIGHTMARGIN
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WindowInfo( attribute ) の戻り値IDattribute コード

浮動値: 現在の単位でのプリンタ上余白の値。27WIN_INFO_PRINTER_TOPMARGIN

浮動値: 現在の単位でのプリンタ下余白の値。28WIN_INFO_PRINTER_BOTTOMMARGIN

文字列値： プリンタ出力に黒い境界線を付ける場合は ON、付け
ない場合は OFF です。

29WIN_INFO_PRINTER_BORDER (29)

文字列値: ラスタ イメージとグリッド イメージを 24 ビット True
Color で印刷する場合、ON です。この設定はイメージが 24 ビッ
トであり、プリンタが 256 色を超える色をサポートしている場合
のみ使用できます。24ビット TrueColorで印刷しない場合はOFF
です。

30WIN_INFO_PRINTER_TRUECOLOR

文字列値： 24 ビット イメージを 256 色に変換するときに使用す
るディザリング方法を返します。戻り値は HALFTONE と
ERRORDIFFUSIONのいずれかです。このオプションはラスタイ
メージまたはグリッド イメージを出力するときに使用します。
WIN_INFO_PRINTER_TRUECOLOR (30)が無効な場合、またはプ
リンタの色が 256 色以下の場合は、ディザリングが行われます。

31WIN_INFO_PRINTER_DITHER

文字列値：戻り値は DEVICE、EMF、PRINTOSBMのいずれかで
す。

32WIN_INFO_PRINTER_METHOD

文字列値： 戻り値は DEVICE と INTERNAL のいずれかです。33WIN_INFO_PRINTER_TRANSPRASTER

文字列値： 戻り値は DEVICE と INTERNAL のいずれかです。34WIN_INFO_PRINTER_TRANSPVECTOR

文字列値： 戻り値は ON と OFF のいずれかです。35WIN_INFO_EXPORT_BORDER

文字列値： 戻り値は ON と OFF のいずれかです。36WIN_INFO_EXPORT_TRUECOLOR

文字列値：戻り値は HALFTONEと ERRORDIFFUSIONのいずれ
かです。

37WIN_INFO_EXPORT_DITHER

文字列値： 戻り値は DEVICE と ROP のいずれかです。38WIN_INFO_EXPORT_TRANSPRASTER

文字列値： 戻り値は DEVICE と INTERNAL のいずれかです。39WIN_INFO_EXPORT_TRANSPVECTOR

1160MapBasic 2019 リファレンス

A to Z MapBasic 言語リファレンス



WindowInfo( attribute ) の戻り値IDattribute コード

論理値: ウィンドウがプリンタ出力上で縮小/拡大される場合は
TRUE、縮小/拡大されない場合は FALSE。

40WIN_INFO_PRINTER_SCALE_PATTERNS

文字列値:エクスポートにアンチエイリアシングフィルタを使用す
る場合は ON、それ以外の場合は OFF です。

41WIN_INFO_EXPORT_ANTIALIASING

アンチエイリアシングのしきい値を指定する 0 ～ 255 の整数値。42WIN_INFO_EXPORT_THRESHOLD

0 ～ 100 の整数値。43WIN_INFO_EXPORT_MASKSIZE

次のいずれかのアンチエイリアシング フィルタを返す整数値。
• FILTER_VERTICALLY_AND_HORIZONTALLY (0)
• FILTER_ALL_DIRECTIONS_1 (1)
• FILTER_ALL_DIRECTIONS_2 (2)
• FILTER_DIAGONALLY (3)
• FILTER_HORIZONTALLY (4)
• FILTER_VERTICALLY (5)

44WIN_INFO_EXPORT_FILTER

論理値:拡張レンダリングがこのウィンドウに対してオンの場合は
TRUE。拡張レンダリングをオンまたはオフにするには、Set
Window 文を使用します。

45WIN_INFO_ENHANCED_RENDERING

文字列値: ウィンドウの現在のテキスト平滑化モードを表す文字
列。平滑化モードを変更するには、SetWindow文を使用します。

46WIN_INFO_SMOOTH_TEXT

文字列値: ウィンドウの現在のイメージ平滑化モードを表す文字
列。平滑化モードを変更するには、SetWindow文を使用します。

47WIN_INFO_SMOOTH_IMAGE

文字列値: ウィンドウの現在のベクトル平滑化モードを表す文字
列。平滑化モードを変更するには、SetWindow文を使用します。

48WIN_INFO_SMOOTH_VECTOR

整数値:レイアウトに埋め込まれているウィンドウの親レイアウト
ウィンドウのウィンドウ ID を返します。それ以外の場合は、0 を
返します。

49WIN_INFO_PARENT_LAYOUT

整数値: クライアント ウィンドウの幅を返します。50WIN_INFO_CLIENTWIDTH

整数値: クライアント ウィンドウの高さを返します。51WIN_INFO_CLIENTHEIGHT
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WindowInfo( attribute ) の戻り値IDattribute コード

整数値: プリンタの解像度を返します。52WIN_INFO_PRINTER_RESOLUTION

論理値: TRUE は、ウィンドウが一番上にあることを表します。53WIN_INFO_TOPMOSTWHENFLOATING

* IntPtr は、ポインタまたはハンドルを表すプラットフォーム固有のタイプです。MapInfo Pro の
32ビット版と 64ビット版の両方で使用できるアプリケーションを作成できます。MapInfo Proの
64 ビット版では、このタイプを LargeInt のように扱い、MapInfo Pro の 32 ビット版では Integer
のように扱います。
attribute として WIN_INFO_TYPEを指定した場合、WindowInfo()は以下のいずれかの値を返し
ます。[テーブル リスト] (WIN_TABLE_LIST, 2001)、[レイヤの管理] (WIN_LAYER_CONTROL,
2002)、および [指定した位置へジャンプ] (WIN_MOVE_MAP_TO 2003) の各ウィンドウのウィン
ドウ ID は無視されます。

ウィンドウの説明IDウィンドウ タイプ

マップ ウィンドウ1WIN_MAPPER

ブラウザ ウィンドウ2WIN_BROWSER

レイアウト ウィンドウ3WIN_LAYOUT

グラフ ウィンドウ4WIN_GRAPH

ボタンパッド ウィンドウ19WIN_BUTTONPAD

ツールバー ウィンドウ25WIN_TOOLBAR

地図凡例ウィンドウ27WIN_CART_LEGEND

3D マップ ウィンドウ28WIN_3DMAP

マップ修飾ウィンドウ32WIN_ADORNMENT

凡例ウィンドウ35WIN_LEGEND_DESIGNER
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ウィンドウの説明IDウィンドウ タイプ

レイアウト ウィンドウ36WIN_LAYOUT_DESIGNER

カスタム ウィンドウ タイプ (例: MapInfo Marketplace - WPF ウィ
ンドウ)

37WIN_CUSTOM

ヘルプ ウィンドウ1001WIN_HELP

MapBasic ウィンドウ1002WIN_MAPBASIC

メッセージ ウィンドウ (Print 文と共に使用)1003WIN_MESSAGE

ルーラー ウィンドウ (ルーラー ツールで測定した距離を表示)1007WIN_RULER

情報ウィンドウ (ユーザが情報ツールでクリックしたときにデータ
を表示)

1008WIN_INFO

主題図凡例ウィンドウ1009WIN_LEGEND

統計ウィンドウ1010WIN_STATISTICS

MapInfo Pro アプリケーション ウィンドウ1011WIN_MAPINFO

ワークスペース エクスプローラ ウィンドウ2004WIN_WORKSPACE_EXPLORER

ウィンドウ リスト ウィンドウ2005WIN_WINDOW_LIST

ツール マネージャ ウィンドウ2006WIN_TOOL_MANAGER

タスク マネージャ ウィンドウ2007WIN_TASK_MANAGER

接続リスト ウィンドウ2008WIN_CONNECTION_LIST

通知は、MapInfoProまたはアドインによって、注意が必要な事項
を伝達するために使用されます。通知は、通知ウィンドウに表示
されます。

2009
年

WIN_NOTIFICATIONS

[SQL 検索] ダイアログの改良2010
年

WIN_QUERY_BUILDER
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各マップウィンドウはマップの "システムレイヤ"を表す特別な一時テーブルを持っています。こ
れらのテーブル (名前は "Cosmetic1"、"Cosmetic2"など)は MapInfo Proユーザには表示されませ
ん。システム テーブルの名前を取得するには、WIN_INFO_TABLE (10) を指定します。同様に、
WIN_INFO_TABLE (10) 属性で WindowInfo()を呼び出すことにより、レイアウト ウィンドウの
一時テーブルの名前 (例: "Layout1") を取得できます。

レイアウト デザイン ウィンドウの拡張レンダリングおよび曲線化オプション
拡張レンダリングおよび曲線化オプションを返す属性もレイアウト デザイン ウィンドウに適用で
きます。任意のレイアウト デザイン ウィンドウに拡張レンダリング設定を行うには、
WindowInfo(win, attr) を使用します。

• WIN_INFO_ENHANCED_RENDERINGは、拡張レンダリングがオンの場合に True を、オフの
場合に False を返します。

• WIN_INFO_SMOOTH_IMAGEは、None、Low、または High を返します。
• WIN_INFO_SMOOTH_VECTOR は、None または Antialias を返します。
• WIN_INFO_SMOOTH_TEXTは常に Antialias を返します。
新しいレイアウト ウィンドウの動作

新しいレイアウト ウィンドウを作成する場合、デフォルトの拡張レンダリング設定は以下のよう
になります。
• 拡張レンダリング: True
• イメージの曲線化: High
• ベクトルの曲線化: Antialias
• テキストの曲線化: 常に Antialias

Set Window 文を使用してこれらの設定を変更できます。新しいレイアウト ウィンドウを作成す
る場合、デフォルトの拡張レンダリング設定はユーザのスタイルの設定と同じになります (ただ
し、テキストの曲線化は、スタイルの設定にかかわらず常に Antialias になります)。

注 : マップおよび凡例の曲線化レンダリングのためのMapBasicによる制御は、同じ拡張さ
れた Set Window 文を使用して行います。window_id は、レイアウト デザインのマップ フ
レーム、またはスタンドアロンのマップ ウィンドウに適用されます。そのため、Set

Designer Legend Antialias On | Off は非推奨です。

エラー コード
ERR_BAD_WINDOW (590) エラーは、window_id パラメータが無効の場合に生成されます。
ERR_FCN_ARG_RANGE (644) エラーは、引数が正しい範囲の値でない場合に生成されます。
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例
次の例では、統計ウィンドウを開きます (ウィンドウが開かれていない場合)。

If Not WindowInfo(WIN_STATISTICS,WIN_INFO_OPEN)
Then Open Window WIN_STATISTICS
End If

関連項目

WindowID() 関数、Browse 文、Map 文

WinFocusChangedHandler プロシージャ

目的
ウィンドウ フォーカスが変わると自動的に呼び出される予約済みプロシージャ。

構文

Declare Sub WinFocusChangedHandler
Sub WinFocusChangedHandler
statement_list

End Sub

説明
MapBasic アプリケーションに WinFocusChangedHandlerプロシージャという名前のサブ プロ
シージャが含まれる場合には、ウィンドウ フォーカスが変わるたびに MapInfo Pro はこのサブ プ
ロシージャを自動的に呼び出します。この動作は、すべてのMapInfo Proウィンドウタイプ (マッ
プ、ブラウザ、グラフ、レイアウト、領域編成、凡例、MapBasicウィンドウ) に適用されます。
WinFocusChangedHandlerプロシージャ内で CommandInfo(CMD_INFO_WIN)を呼び出すこと
により、現在のウィンドウの ID 整数値を取得できます。
WinFocusChangedHandlerプロシージャではNote文を使用しないでください。また、どのウィ
ンドウも開いたり閉じたりしないでください。これらの制約はSelChangedHandlerプロシージャ
などの他のハンドラの場合と同じです。
WinFocusChangedHandlerプロシージャは、システムの処理速度の低下を防ぐためにできるだけ
短くしてください。
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例
次の例では、アクティブなウィンドウがマップ ウィンドウであるかどうかに応じて、メニュー項
目を有効または無効にします。

Include "mapbasic.def"
Include "menu.def"
Declare Sub Main
Declare sub WinFocusChangedHandler
Sub Main
' At this point, we could create a custom menu item
' which should only be enabled if the current window
' is a Map window...
End Sub

Sub WinFocusChangedHandler
Dim i_win_type As SmallInt

i_win_type=WindowInfo(CommandInfo(CMD_INFO_WIN),WIN_INFO_TYPE)

If i_win_type = WIN_MAPPER Then
' here, we could enable a map-related menu item
Else
' here, we could disable a map-related menu item
End If
End Sub

関連項目

WinChangedHandler プロシージャ

Write # 文

目的
開いているファイルにデータを書き込みます。

構文

Write # file_num [ , expr ... ]

file_num は開いているファイルの番号です。
expr は、ファイルに書き込むデータを表す式です。
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説明
Write #文は開いているファイルにデータを書き込みます。ファイルは変更 (OutputまたはAppend)
が可能なシーケンシャル モードで開かれている必要があります。
file_num パラメータには、Open File 文の As 句で指定した番号と同じ番号を指定します。
複数の式がコンマで区切られてリスト形式で指定されている場合、項目を区切るコンマがファイル
に自動的に挿入されます。式が何も指定されていない場合、ファイルには空白行が書き込まれま
す。
Write #文により、文字列式は自動的に引用符で囲まれてファイルに書き込まれます。テキストを
引用符で囲まずにファイルに書き込むには、Print # 文を使用してください。
Write # 文で生成されたファイルを読むには、Input # 文を使用してください。
関連項目

Input # 文、Open File 文、Print # 文

Year() 関数

目的
日付値の年要素を返します。 この関数は、MapInfo Pro の MapBasic ウィンドウから呼び出すこ
とができます。

構文

Year( date_expr )

date_expr は日付式です。

戻り値
SmallInt

説明
Set Date Window() 文をオフに設定すると、システム時計に設定された日付が使用されます。
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例
次の例は、Year()関数を使用して特定の日付値から年の要素のみを抽出する方法を示しています。

Dim sampleDate as Date
Set Date Window Off
sampleDate=StringToDate("10/1/98")
Print Year(sampleDate)
' 2098 (or 1998 if the computer's system date is set in the 1900's)
' because with date windowing off MapInfo uses the current century
Set Date Window 50
' now assume that two-digit dates fall in the period 1950-2049
print Year(sampleDate)
' still 2098, because date variable has already been assigned!
sampleDate=StringToDate("10/1/98")
' re-assign variable now that the date window has changed
print Year(sampleDate) ' 1998
Undim sampleDate

Year() 関数の引数には、日付変数の代わりに文字列を指定することもできます。その場合は、日
付フォーマットへの暗黙的な変換が行われます。その具体的な例を次に示します。

Set Date Window Off
Print Year("10/1/99") ' prints 2099
Set Date Window 50
Print Year("10/1/99") ' prints 1999

Year()関数は SQL Select文の中でも使用できます。次の Select文では Ordersテーブルから特定
の行だけが選択されます。この例では Orders テーブルが OrderDate という Date フィールドを持
つと仮定します。この Select文のWhere句で、MapInfo Proに 2013年の 12月の注文だけを選択
するよう指示しています。

Open Table "orders"
Select * From orders
Where Month(orderdate) = 12 And Year(orderdate) = 2013

関連項目

CurDate() 関数、Day() 関数、DateWindow() 関数、Minute() 関数、Month() 関数、Second() 関
数、Weekday() 関数
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A - HTTP ライブラリおよ
び FTP ライブラリ
この付録では、MapBasic プログラマが Web ベース テクノロジを使用で
きるようにする HTTP ライブラリと FTP ライブラリについて詳しく説明
します。

注 : これはライブラリなので、この付録に示されている関数および
プロシージャはMapInfo ProのMapBasicウィンドウで実行できま
せん。
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HTTP および FTP ライブラリについて
これらのライブラリを使用すると、FTP 接続を設定して MapBasic プログラムを使用したファイ
ルの検索および送受信を実行できるほか、RSS フィードやその他の Web ベースの場所情報 (たと
えば天気に関する情報、トラフィック フィード、車両の位置など) にアクセスできます。 このラ
イブラリでは、共通の DEF ファイルである HTTPLib.DEF、HTTPType.DEF、および
HTTPUtil.DEF を使用しています。これらのファイルは、<MapBasic インストール ディレク
トリ>\Samples\MapBasic\INCに格納されています。これらのファイルをヘッダファイルとし
てプログラムにインクルードしてください。この付録で説明するすべての機能は、MapInfoProと
一緒にインストールされる GmlXlat.dll に依存しています。
これらのライブラリの使用法を示すサンプル アプリケーションが用意されています。 個別のサン
プルについては、<MapBasic インストール ディレクトリ>\Samples\MapBasic\HTTPLibお
よび <MapBasic インストール ディレクトリ>\Samples\MapBasic\FTPLibを参照してくだ
さい。
この付録に示されているすべての関数およびプロシージャは、MicrosoftMFCクラスの対応するメ
ソッドのラッパーです。 ラッピングされたクラスには、CInternetSession、
CHttpConnection、CFtpConnection、CHttpFile、およびCFtpFileFindがあります。関
連するクラスの使い方については、MFC クラスに関する MSDN リファレンス
(http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bk77x1wx(en-US,vs.80).aspx)を参照してください。

MICloseContent() プロシージャ

目的
CString ハンドルを閉じて破棄し、メモリを解放します。

構文

MICloseContent( ByVal hContent As CString )

hContent は、破棄する対象の CString オブジェクト ハンドルです。

1171MapBasic 2019 リファレンス

HTTP ライブラリおよび FTP ライブラリ

http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bk77x1wx(en-US,vs.80).aspx


説明
MICloseContent() プロシージャを使用すると、MIGetContent() 関数呼び出しによって取得した
CString オブジェクト ハンドルが不必要になったときにハンドルを閉じて解放できます。

関連項目
MIGetContent() 関数

MICloseFtpConnection() プロシージャ

目的
CFtpConnection ハンドルを閉じて破棄し、メモリを解放します。

構文

MICloseFtpConnection( ByVal hConnection As CFtpConnection )

hConnection は、破棄する対象の CFtpConnection オブジェクト ハンドルです。

説明
MICloseFtpConnection()プロシージャを使用すると、MIGetFtpConnection() 関数呼び出しに
よって取得した CFtpConnection ハンドルが不必要になったときにハンドルを閉じて解放できま
す。

関連項目
MIGetFtpConnection() 関数
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MICloseFtpFileFind() プロシージャ

目的
CFtpFileFind ハンドルを閉じて破棄し、メモリを解放します。

構文

MICloseFtpFileFind( ByVal hFTPFind As CFtpFileFind )

hFTPFind は、破棄する対象の CFtpFileFind オブジェクト ハンドルです。

説明
MICloseFtpFileFind()プロシージャを使用すると、MIGetFtpFileFind() 関数呼び出しによって取
得した CFtpFileFind ハンドルが不必要になったときにハンドルを閉じて解放できます。

関連項目
MIGetFtpFileFind() 関数

MICloseHttpConnection() プロシージャ

目的
CHttpConnection ハンドルを閉じて破棄し、メモリを解放します。

構文

MICloseHttpConnection( ByVal hConnection As CHttpConnection )

hConnection は、破棄する対象の CHttpConnection オブジェクト ハンドルです。
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説明
MICloseHttpConnection()プロシージャを使用すると、MIGetHttpConnection() 関数呼び出しに
よって取得した CHttpConnection ハンドルが不必要になったときにハンドルを閉じて解放できま
す。

関連項目
MIGetHttpConnection() 関数

MICloseHttpFile() プロシージャ

目的
CHttpFile ハンドルを閉じて破棄し、メモリを解放します。

構文

MICloseHttpFile( ByVal hFile As CHttpFile )

hFile は、破棄する対象の CHttpFile オブジェクト ハンドルです。

説明
MICloseHttpFile()プロシージャを使用すると、MIOpenRequest()関数またはMIOpenRequestFull()
関数呼び出しによって取得したCHttpFileオブジェクトハンドルが不必要になったときにハンドル
を閉じて解放できます。

関連項目
MIOpenRequest() 関数、MIOpenRequestFull() 関数
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MICloseSession() プロシージャ

目的
CInternetSession ハンドルを閉じて破棄し、メモリを解放します。

構文

MICloseSession( ByVal hSession As CInternetSession )

hSession は、破棄する対象の CInternetSession オブジェクト ハンドルです。

説明
MICloseSession()プロシージャを使用すると、MICreateSession() 関数または
MICreateSessionFull()関数呼び出しによって取得したCInternetSessionハンドルが不必要になっ
たときにハンドルを閉じて解放できます。

関連項目
MICreateSession() 関数、MICreateSessionFull() 関数

MICreateSession() 関数

目的
CInternetSession オブジェクトを作成し、オブジェクトのハンドルを返します。

構文

MICreateSession( ByVal strAgent As String ) As CInternetSession
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strAgent、インターネット関数を呼び出しているアプリケーションまたはエンティティの名前 (た
とえば、"MapInfoPro")を識別する文字列です。文字列が空の場合は、アプリケーション名が使用
されます。

戻り値
CInternetSessionオブジェクトのハンドル。呼び出しが失敗した場合はNullが返されます。エラー
の原因を調べるには、MIGetErrorMessage() 関数を呼び出します。

説明
MICreateSession() は、アプリケーションから呼び出される最初のインターネット関数です。
CInternetSession を使用すると、単独または複数の同時インターネット セッションを作成および
初期化し、必要に応じてプロキシ サーバへの接続を記述できます。サービス (たとえば、HTTP、
FTP) に固有のアクションをサーバ上のファイルに対して実行する場合は、対象のサーバとの適切
な接続を確立する必要があります。特定のサービスとの特定の接続を直接開くには、
MIGetHttpConnection() 関数や MIGetFtpConnection() 関数などの適切な関数を使用します。詳
細については、Microsoft MSDN ライブラリを参照してください。
ハンドルが不必要になったとき、呼び出し元はMICloseSession()プロシージャを呼び出してハン
ドルを破棄する必要があります。

関連項目
MICloseSession() プロシージャ

MICreateSessionFull() 関数

目的
CInternetSession オブジェクトを作成し、オブジェクトのハンドルを返します。

構文

MICreateSessionFull( ByVal strAgent As String, ByVal dwContext As Integer,

ByVal dwAccessType As Integer, ByVal strProxyName As String,
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ByVal strProxyBypass As String, ByVal dwFlags As Integer
As CInternetSession

strAgent、インターネット関数を呼び出しているアプリケーションまたはエンティティの名前 (た
とえば、"MapInfoPro")を識別する文字列です。文字列が空の場合は、アプリケーション名が使用
されます。
dwContext は、操作のコンテキスト識別子です。
dwAccessTypeは、必要なアクセスの方法です。次の表に有効な値を示します。いずれかの値を指
定できます。

定義dwAccessType 値

レジストリ内の構成済みの設定を使用して接続します。こ
のアクセス方法はデフォルトとして設定されています。TIS
プロキシを介して接続するには、dwAccessType をこの値
に設定します。次に、レジストリを適切に設定します。

INTERNET_OPEN_TYPE_PRECONFIG

インターネットに直接接続します。INTERNET_OPEN_TYPE_DIRECT

CERN プロキシを介して接続します。INTERNET_OPEN_TYPE_PROXY

strProxyNameは、dwAccessTypeを INTERNET_OPEN_TYPE_PROXYに設定した場合に推奨さ
れる CERN プロキシの名前です。デフォルトは空の文字列です。
strProxyBypassは、オプションのサーバアドレスのリストを含む文字列です。プロキシアクセス
を使用する場合、これらのアドレスはバイパスされます。空の文字列を指定した場合、バイパス
リストはレジストリから読み出されます。このパラメータは、dwAccessType を
INTERNET_OPEN_TYPE_PROXYに設定した場合にのみ有意です。
dwFlags は、各種のキャッシング オプションを指定します。デフォルトは 0 です。次の値を指定
できます。

定義dwFlag 値

ローカルにまたはゲートウェイ サーバにデータをキャッ
シュしません。

INTERNET_FLAG_DONT_CACHE
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定義dwFlag 値

ダウンロード操作は持続的キャッシュを使用してのみ実行
されます。キャッシュ内にアイテムが存在しない場合、適
切なエラー コードが返されます。

INTERNET_FLAG_OFFLINE

戻り値
CInternetSessionオブジェクトのハンドル。呼び出しが失敗した場合はNullが返されます。エラー
の原因を調べるには、MIGetErrorMessage() 関数を呼び出します。

説明
MICreateSessionFull()は、アプリケーションから呼び出される最初のインターネット関数です。
CInternetSession を使用すると、単独または複数の同時インターネット セッションを作成および
初期化し、必要に応じてプロキシ サーバへの接続を記述できます。サービス (たとえば、HTTP、
FTP) に固有のアクションをサーバ上のファイルに対して実行する場合は、対象のサーバとの適切
な接続を確立する必要があります。特定のサービスとの特定の接続を直接開くには、
MIGetHttpConnection() 関数や MIGetFtpConnection() 関数などの適切な関数を使用します。詳
細については、Microsoft MSDN ライブラリを参照してください。
ハンドルが不必要になったとき、呼び出し元はMICloseSession()プロシージャを呼び出してハン
ドルを破棄する必要があります。

関連項目
MICreateSession() 関数, MICloseSession() プロシージャ

MIErrorDlg() 関数

目的
エラー メッセージ ダイアログ ボックスを表示します。
適切なダイアログ ボックスが存在する場合、MIErrorDlg に渡されるエラーに対してダイアログ
ボックスを表示します。またこの関数は、隠れたエラーを検出するために指定されたCHttpFileの
ヘッダを調べ、必要に応じてダイアログ ボックスを表示します。
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構文

MIErrorDlg( ByVal hFile As CHttpFile, ByVal dwError As Integer) As Integer

hFile は、CHttpFile ハンドルです。
dwError はエラー コードで、エラー メッセージを取得するために使用されます。

戻り値
次のいずれかの値を返します。それ以外の場合は、エラー値を返します。

説明エラー コード

関数は正常に完了しました。認証の場合、このコードは、
ユーザが [キャンセル]ボタンをクリックしたことを示しま
す。

ERROR_SUCCESS

関数はユーザによってキャンセルされました。ERROR_CANCELLED

関数は、要求を再試行する必要があります。認証の場合、
このコードは、ユーザが [OK] ボタンをクリックしたこと
を示します。

ERROR_INTERNET_FORCE_RETRY

説明
この関数を使用すると、適切なダイアログ ボックスが存在する場合にダイアログ ボックスの形式
でエラー メッセージを取得できます。またこの関数は、隠れたエラーを検出するためにヘッダを
調べ、必要に応じてダイアログボックスを表示します。詳細については、Microsoft MSDNライブ
ラリを参照してください。使用できるエラー コードを次に示します。

説明エラー コード

セキュリティで保護されているサイトとの間のゼロ交差を
ユーザに通知します。

ERROR_INTERNET_HTTP_TO_HTTPS_ON_REDIR

ユーザの名前とパスワードを要求するダイアログボックス
を表示します。

ERROR_INTERNET_INCORRECT_PASSWORD
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説明エラー コード

この SSL (Secure Socket Layer) サイトに対する証明書を
生成した認証局を関数が識別しないことをユーザに通知し
ます。

ERROR_INTERNET_INVALID_CA

セキュリティで保護されていない接続を介してサーバに
データを転送することに関する警告を表示します。

ERROR_INTERNET_POST_IS_NON_SECURE

SSL証明書の共通名 (ホスト名フィールド)が無効であるこ
とを示します。[SSL 共通名が無効]である旨のダイアログ
ボックスを使用して、無効な証明書をユーザに対して表示
します。サーバ要求に対してユーザが証明書を選択できる
ようにします。

ERROR_INTERNET_SEC_CERT_CN_INVALID

SSL証明書の有効期限が切れていることをユーザに通知し
ます。

ERROR_INTERNET_SEC_CERT_DATE_INVALID

詳細については、Microsoft MSDN ライブラリを参照してください。

関連項目
MIOpenRequest() 関数、MISendRequest() 関数

MIFindFtpFile() 関数

目的
指定された CFtpFileFind ハンドルを使用して、FTP ファイルを検索します。

構文

MIFindFtpFile( ByVal hFTPFind As CFtpFileFind, ByVal strName As String
)
As SmallInt

hFTPFind は、CFtpFileFind ハンドルです。
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strDirNameは、検索するファイルの名前を含む文字列です。空の場合、ワイルドカード検索 (*)が
実行されます。

戻り値
成功した場合は 0 以外の値。それ以外の場合は 0。エラーの原因を調べるには、
MIGetErrorMessage() 関数を呼び出します。

説明
MIFindFtpFile()を呼び出して最初の FTP ファイルを取得した後、MIFindNextFtpFile() 関数を呼
び出して後続の FTP ファイルを取得できます。

関連項目
MIGetFtpFileFind() 関数、MIFindNextFtpFile() 関数、MIGetFtpFileName() プロシージャ、
MIIsFtpDirectory() 関数、MIIsFtpDots() 関数

MIFindNextFtpFile() 関数

目的
指定された CFtpFileFindハンドルを使用して、MIFindFtpFile()関数呼び出しで開始されたファイ
ル検索を続行します。

構文

MIFindNextFtpFile( ByVal hFTPFind As CFtpFileFind ) As SmallInt

hFTPFind は、CFtpFileFind ハンドルです。

戻り値
対象のファイルが複数存在する場合は 0 以外の値。検出されたファイルがディレクトリ内で最後
のファイルである場合やエラーが発生した場合は 0。
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説明
属性関数 (MIGetFtpFileName()プロシージャ、MIIsFtpDirectory()関数、MIIsFtpDots()関数など)
を呼び出す前に、MIfindNextFtpFile()を少なくとも 1 回は呼び出す必要があります。

関連項目
MIGetFtpFileFind() 関数、MIFindFtpFile() 関数、MIGetFtpFileName() プロシージャ、
MIIsFtpDirectory() 関数、MIIsFtpDots() 関数

MIGetContent() 関数

目的
ファイルの内容を取得します。

構文

MIGetContent( ByVal hFile As CHttpFile ) As CString

hFile は、CHttpFile ハンドルです。

戻り値
ファイルの内容を含む CString オブジェクトのハンドル。呼び出しが失敗した場合は Null が返さ
れます。エラーの原因を調べるには、MIGetErrorMessage() 関数を呼び出します。

説明
MIGetContent()は、ファイルの内容を取得してCStringオブジェクトに格納します。この関数は、
MIGetContentToFile() 関数の代わりに使用できます。MIGetContentToFile と MIGetContent は相
互に排他的です。つまり、CHttpFile オブジェクトの有効期間中はどちらか一方しか使用できませ
ん。
ハンドルが不必要になったとき、呼び出し元はMICloseContent()プロシージャを呼び出してハン
ドルを破棄する必要があります。
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関連項目
MIOpenRequest() 関数、MISendRequest() 関数、MICloseContent() プロシージャ、
MIGetContentToFile() 関数

MIGetContentBuffer() 関数

目的
指定されたサイズの文字列の形式で内容を取得します。

構文

MIGetContentBuffer( ByVal hContent As CString, pBuffer As String,
ByVal nLen As Integer As SmallInt

hContent は、CString ハンドルです。
pBuffer は、ファイルの内容を受け取る文字列の参照です。
nLen は、pBuffer のサイズです (文字数またはバイト数)。

戻り値
成功した場合は 0 以外の値。それ以外の場合は 0。エラーの原因を調べるには、
MIGetErrorMessage() 関数を呼び出します。

説明
MIGetContentBuffer()を使用すると、指定されたサイズの文字列の形式でファイルの内容を取得
できます。この関数を呼び出す前に、pBuffer のメモリを割り当てておく必要があります。

関連項目
MIGetContent() 関数、MIGetContentLen() 関数、MIGetContentString() 関数
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MIGetContentLen() 関数

目的
内容の長さを取得します。

構文

MIGetContentLen( ByVal hContent As CString ) As Integer

hContent は、CString ハンドルです。

戻り値
内容の長さ (文字数またはバイト数)。0は、呼び出しが失敗したこと、または内容が空であること
を示します。エラーの原因を調べるには、MIGetErrorMessage() 関数を呼び出します。

説明
MIGetContentLen()を使用すると、ファイルの内容の長さ (文字数またはバイト数) を取得できま
す。

関連項目
MIGetErrorMessage() 関数

MIGetContentString() 関数

目的
文字列の形式で内容を取得します。
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構文

MIGetContentString( ByVal hContent As CString ) As String

hContent は、CString ハンドルです。

戻り値
ファイルの内容を含む文字列。空の文字列が返された場合にエラーの原因を調べるには、
MIGetErrorMessage() 関数を呼び出します。

説明
この関数を使用すると、ファイルの内容を文字列の形式で取得できます。

関連項目
MIGetContent() 関数、MIGetContentLen() 関数

MIGetContentToFile() 関数

目的
内容を指定されたファイルに保存します。

構文

MIGetContentToFile( ByVal hFile As CHttpFile,
ByVal strFileName As String As SmallInt

hFile は、CHttpFile ハンドルです。
strFileName は、hFile の内容を受け取るローカル ファイルの名前を識別する文字列です。

戻り値
成功した場合は 0 以外の値。それ以外の場合は 0。エラーの原因を調べるには、
MIGetErrorMessage() 関数を呼び出します。
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説明
この関数を使用すると、CHttpFile の内容をローカル ファイルに保存できます。この関数は、
MIGetContent の代わりに使用できます。この関数は、指定されたファイル名で新しいファイルを
作成します。指定された名前のファイルが既に存在する場合、ファイルは長さ 0 に切り捨てられ
ます。MIGetContentToFile と MIGetContent は相互に排他的です。つまり、CHttpFile オブジェク
トの有効期間中はどちらか一方しか使用できません。

関連項目
MIOpenRequest() 関数、MISendRequest() 関数、MIGetContent() 関数

MIGetContentType() 関数

目的
ファイルの内容形式を取得します。

構文

MIGetContentType( ByVal hFile As CHttpFile, pBuffer As String,
pBufferLength As Integer As SmallInt

hFile は、CHttpFile ハンドルです。
pBuffer は、ファイルの内容形式を受け取る文字列の参照です。
pBufferLength は、入力された pBuffer の長さ (文字数またはバイト数) を含む整数の参照です。こ
の関数が成功すると (文字列がpBufferに書き込まれると)、文字列の長さ (文字数)から終端のNULL
文字に相当する 1 を引いた長さが格納されます。

戻り値
成功した場合は 0 以外の値。それ以外の場合は 0。エラーの原因を調べるには、
MIGetErrorMessage() 関数を呼び出します。
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説明
MIGetContentType()を使用すると、ファイルの内容形式を文字列の形式で取得できます。たとえ
ば、 pBuffer には、"image/jpeg" や "text/html" などの値が書き込まれます。

関連項目
MIQueryInfo() 関数

MIGetCurrentFtpDirectory() 関数

目的
指定された CFtpConnection ハンドルを持つ FTP サーバ上の現在のディレクトリの名前を得しま
す。

構文

MIGetCurrentFtpDirectory( Byval hConnection As CFtpConnection,
pDirName As String, pLen As Integer As SmallInt

hConnection は、CFtpConnection ハンドルです。
pDirName は、ディレクトリの名前を受け取る文字列の参照です。
pLen は、pDirName によって参照されるバッファのサイズを入力として含み、pDirName に格納
される文字数を出力として含む整数の参照です。

戻り値
成功した場合は 0 以外の値。それ以外の場合は 0。エラーの原因を調べるには、
MIGetErrorMessage() 関数を呼び出します。

説明
パラメータ pDirName には、完全修飾名ファイルか、現在のディレクトリを基準として部分修飾
されたファイル名を指定できます。どちらの名前でも、バックスラッシュ (\) または前方スラッ
シュ (/) をディレクトリ区切り文字として使用できます。MIGetCurrentFtpDirectory()は、ディ
レクトリ名の区切り文字を使用する前に適切な文字に変換します。
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関連項目
MIGetFtpConnection() 関数、MISetCurrentFtpDirectory() 関数

MIGetErrorCode() 関数

目的
このライブラリ内の関数に対する呼び出しの結果として最後に設定されたエラーを取得します。

構文

MIGetErrorCode() As Integer

戻り値
最後に設定されたエラーのエラー コード。

説明
MIGetErrorCode()は、関数の戻り値がエラーを示し、そのエラーコードを調べたい場合に呼び出
します。エラーメッセージを文字列として取得するには、MIGetErrorMessage()関数を呼び出し
ます。
取得されるエラー値は、HTTP および FTP API において他の関数の呼び出し中に特定のエラーが
発生したときだけ設定されます。この関数は、正しい値をMISendRequest()関数に渡すことがで
きるように、MISendSimpleRequest() 関数または MIErrorDlg() 関数の呼び出しの結果としてど
のエラーが発生したのかを調べるのに便利です。

関連項目
MIGetErrorMessage()関数、MISendRequest()関数、MISendSimpleRequest()関数、MIErrorDlg()
関数
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MIGetErrorMessage() 関数

目的
最後のエラー メッセージを取得します。

構文

MIGetErrorMessage() As String

戻り値
エラー メッセージを含む文字列。

説明
関数の戻り値がエラーを示し、その原因を調べたい場合は、MIGetErrorMessage() を即座に呼び
出して関連するデータを取得する必要があります。返されるエラーの多くは、システムによって設
定されたエラーです。

MIGetFileURL() 関数

目的
HTTP ファイルの名前を URL として取得します。

構文

MIGetFileURL( ByVal hFile As CHttpFile, pURL As String,
ByVal lURLLen As Integer ) As SmallInt

hFile は、CHttpFile ハンドルです。
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pURL は、HTTP ファイルの名前を URL として受け取る文字列の参照です。
pURLLen は、pURL のサイズです (文字数またはバイト数)。

戻り値
成功した場合は 0 以外の値。それ以外の場合は 0。エラーの原因を調べるには、
MIGetErrorMessage() 関数を呼び出します。

説明
MIGetFileURL() を使用すると、HTTP ファイルの名前を URL として取得できます。

関連項目
MISendRequest() 関数、MIOpenRequest() 関数

MIGetFtpConnection() 関数

目的
FTP 接続を確立し、CFtpConnection オブジェクトのハンドルを取得します。

構文

MIGetFtpConnection( ByVal hSession As CInternetSession,
ByVal strServer As String, ByVal strUserName As String,
ByVal strPassword As String, ByVal nPort As INTERNET_PORT )
As CFtpConnection

hSession は、CinternetSession ハンドルです。
strServer は、FTP サーバ名を含む文字列です。
strUserName は、ログインするユーザの名前を指定する文字列です。
strPassword は、ログインに使用するパスワードを指定する文字列です。
nPort は、サーバ側で使用する TCP/IP ポートを識別する数値です。

1190MapBasic 2019 リファレンス

HTTP ライブラリおよび FTP ライブラリ



戻り値
CFtpConnectionオブジェクトのハンドル。呼び出しが失敗した場合はNullが返されます。エラー
の原因を調べるには、MIGetErrorMessage() 関数を呼び出します。

説明
MIGetFtpConnection()は、FTP サーバに接続し、CFtpConnection オブジェクトのハンドルを作
成して返します。サーバ上で特定の操作を行ったりしません。たとえばファイルの取得または書き
込み操作を行うには、別個の手順としてこれらの操作を実行する必要があります。
ハンドルが不必要になったとき、呼び出し元は MICloseFtpConnection() プロシージャを呼び出
してハンドルを破棄する必要があります。

関連項目
MICloseFtpConnection() プロシージャ、MIGetHttpConnection() 関数、MICreateSession() 関
数、MICreateSessionFull() 関数、MIParseURL() 関数

MIGetFtpFile() 関数

目的
指定された CFtpConnection ハンドルを持つ FTP サーバからファイルを取得してローカルマシン
に格納します。

構文

MIGetFtpFile( ByVal hConnection As CFtpConnection,
ByVal strRemoteFile As String, ByVal strLocalFile As String,
ByVal bFailIfExists As SmallInt, ByVal dwAttributes As Integer,
ByVal dwFlags As Integer ) As SmallInt

hConnection は、CFtpConnection ハンドルです。
strRemoteFile は、FTP サーバから取得するファイルの名前を含む文字列です。
strLocalFile は、ローカル システム上に作成するファイルの名前を含む文字列です。
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bFailIfExistsは、ファイル名が既存のファイルによって既に使用されているかどうかを示します。
ローカル ファイル名が既に存在し、このパラメータが TRUE の場合、MIGetFtpFile()は失敗しま
す。それ以外の場合、MIGetFtpFile()は既存のファイルを消去します。
dwAttributes は、ファイルの属性を示します。次に示す FILE_ATTRIBUTE_* フラグの任意の組み
合わせを指定できます。

定義dwAttirbute 値

ファイルはアーカイブ ファイルです。アプリケーション
は、この属性を使用して、ファイルをバックアップまたは
削除の対象としてマークします。

FILE_ATTRIBUTE_ARCHIVE

ファイルまたはディレクトリは圧縮されます。ファイルの
場合、圧縮とは、ファイル内のすべてのデータが圧縮され
ることを意味します。ディレクトリの場合、圧縮は、新し
く作成されたファイルおよびサブディレクトリに対するデ
フォルト設定です。

FILE_ATTRIBUTE_COMPRESSED

ファイルはディレクトリです。FILE_ATTRIBUTE_DIRECTORY

ファイルに他の属性が設定されていません。この属性は、
単独で使用した場合のみ有効です。他のファイル属性は、
FILE_ATTRIBUTE_NORMALをオーバーライドします。

FILE_ATTRIBUTE_NORMAL

ファイルは非表示属性を持ちます。ファイルは、通常の
ディレクトリ リストにはリストされません。

FILE_ATTRIBUTE_HIDDEN

ファイルは読み取り専用です。アプリケーションはファイ
ルを読み込むことができますが、書き込みや削除操作を行
うことはできません。

FILE_ATTRIBUTE_READONLY

ファイルは、オペレーティングシステムの一部であるか、
オペレーティングシステムによって排他的に使用されてい
ます。

FILE_ATTRIBUTE_SYSTEM

ファイルは、一時ストレージとして使用されています。ア
プリケーションがファイルに書き込みを行うのは、必要な
場合に限られます。ファイルはすぐに削除されるので、
ファイルのデータのほとんどはメモリ上に保持され、メ
ディアにフラッシュされません。

FILE_ATTRIBUTE_TEMPORARY
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dwFlagsは、転送が発生する条件を指定します。このパラメータには、次のいずれかの値を指定で
きます。

定義dwFlags 値

FTPの ASCII (タイプ A)転送方式を使用してファイルを転
送します。制御情報およびフォーマッティング情報は、対
応するローカルな情報に変換されます。

FTP_TRANSFER_TYPE_ASCII

FTP のイメージ (タイプ I) 転送方式を使用してファイルを
転送します。ファイルは、変更されることなくそのまま転
送されます。これは、フォルトの転送方式です。

FTP_TRANSFER_TYPE_BINARY

デフォルトで FTP_TRANSFER_TYPE_BINARY が使用さ
れます。

FTP_TRANSFER_TYPE_UNKNOWN

戻り値
成功した場合は 0 以外の値。それ以外の場合は 0。エラーの原因を調べるには、
MIGetErrorMessage() 関数を呼び出します。

説明
strRemoteFile と strLocalFile には、現在のディレクトリを基準とする部分的に修飾されたファイ
ル名または完全修飾名を指定できます。どちらの名前でも、バックスラッシュ (\) または前方ス
ラッシュ (/) をディレクトリ区切り文字として使用できます。

関連項目
MIGetFtpConnection() 関数、MIPutFtpFile() 関数

MIGetFtpFileFind() 関数

目的
CFtpFileFind オブジェクトのハンドルを取得します。
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構文

MIGetFtpFileFind( ByVal hConnection As CFtpConnection ) As CFtpFileFind

hConnection は、CFtpConnection ハンドルです。

戻り値
CFtpFileFind オブジェクトのハンドル。呼び出しが失敗した場合は Null が返されます。エラーの
原因を調べるには、MIGetErrorMessage() 関数を呼び出します。

説明
CFtpFileFind クラスは、FTP サーバのインターネット ファイル検索に有用です。
ハンドルが不必要になったとき、呼び出し元は MICloseFtpFileFind() プロシージャを呼び出して
ハンドルを破棄する必要があります。

関連項目
MIGetFtpConnection() 関数、MICloseFtpFileFind() プロシージャ

MIGetFtpFileName() プロシージャ

目的
指定された CFtpFileFind ハンドルを持つ、検出されたファイルの名前を取得します。

構文

MIGetFtpFileName( ByVal hFTPFind As CFtpFileFind, pFileName As String,

ByVal bufferlen As Integer )

hFTPFind は、CFtpFileFind ハンドルです。
pFileName は、検出されたファイルの名前を受け取る文字列の参照です。
bufferlen は、pFileName によって参照されるバッファのサイズです。
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説明
MIGetFtpFileName()を呼び出す前に、少なくとも 1回はMIFindNextFtpFile()関数を呼び出す必
要があります。

関連項目
MIGetFtpFileFind() 関数、MIFindNextFtpFile() 関数、MIFindFtpFile() 関数

MIGetHttpConnection() 関数

目的
HTTP 接続を確立し、CHttpConnection オブジェクトのハンドルを取得します。

構文

MIGetHttpConnection( ByVal hSession As CInternetSession,
ByVal strServer As String, ByVal nPort As INTERNET_PORT
As CHttpConnection

hSession は、CinternetSession ハンドルです。
strServer は、HTTP サーバ名を含む文字列です。
nPort は、サーバ側で使用する TCP/IP ポートを識別する数値です。

戻り値
CHttpConnectionオブジェクトのハンドル。呼び出しが失敗した場合はNullが返されます。エラー
の原因を調べるには、MIGetErrorMessage() 関数を呼び出します。

説明
MIGetHttpConnection()は、HTTPサーバに接続し、CHttpConnectionオブジェクトのハンドルを
作成して返します。サーバ上で特定の操作を行ったりしません。たとえば HTTP ヘッダを検索す
るには、別個の手順としてこの操作を実行する必要があります。
ハンドルが不必要になったとき、呼び出し元は MICloseHttpConnection() プロシージャを呼び出
してハンドルを破棄する必要があります。
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関連項目
MICloseHttpConnection() プロシージャ、MIGetFtpConnection() 関数、MICreateSession() 関
数、MICreateSessionFull() 関数、MIParseURL() 関数

MIIsFtpDirectory() 関数

目的
検出されたファイルが指定された CFtpFileFind ハンドルを持つディレクトリであるかどうかを判
定します。

構文

MIIsFtpDirectory( ByVal hFTPFind As CFtpFileFind ) As SmallInt

hFTPFind は、CFtpFileFind ハンドルです。

戻り値
検出されたファイルがディレクトリである場合は 0 以外の値。それ以外の場合は 0。

説明
MIIsFtpDirectory()を呼び出す前に、少なくとも 1回はMIFindNextFtpFile()関数を呼び出す必要
があります。

関連項目
MIGetFtpFileFind()関数、MIFindNextFtpFile()関数、MIFindFtpFile()関数、MIGetFtpFileName()
プロシージャ
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MIIsFtpDots() 関数

目的
指定された CFtpFileFind ハンドルを持つファイルに対して繰り返し処理を行って、現在のディレ
クトリおよび親ディレクトリ マーカをテストします。

構文

MIIsFtpDots( ByVal hFTPFind As CFtpFileFind ) As SmallInt

hFTPFind は、CFtpFileFind ハンドルです。

戻り値
検出されたファイルの名前が、実際はディレクトリを示す "." または ".." の場合は 0 以外の値。
それ以外の場合は 0。

説明
MIIsFtpDots()を呼び出す前に、少なくとも 1回は MIFindNextFtpFile() 関数を呼び出す必要があ
ります。

関連項目
MIGetFtpFileFind()関数、MIFindNextFtpFile()関数、MIFindFtpFile()関数、MIGetFtpFileName()
プロシージャ

MIOpenRequest() 関数

目的
HTTP 接続を開きます。
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構文

MIOpenRequest( ByVal hConnection As CHttpConnection,
ByVal nVerb As Integer, ByVal strObjectName As String
) As CHttpFile

hConnection は、CHttpConnection ハンドルです。
nVerb は、HTTP 要求の種類に関連付けられている番号です。値は次のいずれかです。

HTTP_VERB_POST
HTTP_VERB_GET
HTTP_VERB_HEAD
HTTP_VERB_PUT
HTTP_VERB_LINK
HTTP_VERB_DELETE
HTTP_VERB_UNLINK

strObjectName は、指定された動詞のターゲット オブジェクトを含む文字列です。通常は、ファ
イル名、実行形式のモジュール、または検索指定子です。

戻り値
要求されたCHttpFileオブジェクトのハンドル。呼び出しが失敗した場合はNullが返されます。エ
ラーの原因を調べるには、MIGetErrorMessage() 関数を呼び出します。

説明
この関数は、HTTP接続を開き、HTTPサーバ上のファイルの要求と読み込みを行うサービスを提
供する CHttpFile オブジェクトのハンドルを返します。インターネット セッションで HTTP サー
バからデータを読み込む場合は、CHttpFile オブジェクトのハンドルを取得する必要があります。
ハンドルが不必要になったとき、呼び出し元はMICloseHttpFile()プロシージャを呼び出してハン
ドルを破棄する必要があります。

関連項目
MIOpenRequestFull() 関数、MIParseURL() 関数
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MIOpenRequestFull() 関数

目的
HTTP 接続を開きます。

構文

MIOpenRequestFull( ByVal hConnection As CHttpConnection,
ByVal nVerb As Integer, ByVal strObjectName As String,
ByVal strReferer As String, ByVal dwContext As Integer,
ByVal strVersion As String, ByVal dwFlags As Integer )
As CHttpFile

hConnection は、CHttpConnection ハンドルです。
nVerb は、HTTP 要求の種類に関連付けられている番号です。値は次のいずれかです。
• HTTP_VERB_POST
• HTTP_VERB_GET
• HTTP_VERB_HEAD
• HTTP_VERB_PUT
• HTTP_VERB_LINK
• HTTP_VERB_DELETE
• HTTP_VERB_UNLINK

strObjectName は、指定された動詞のターゲット オブジェクトを含む文字列です。通常は、ファ
イル名、実行形式のモジュール、または検索指定子です。
strReferer は、要求 (strObjectName) 内の URL が取得されたドキュメントのアドレス (URL) を指
定する文字列です。文字列が空の場合、HTTP ヘッダは指定されません。
dwContextは、MIOpenRequestFull()操作のコンテキスト識別子です。詳細については、Microsoft
MSDN ライブラリを参照してください。
strVersionは、HTTPバージョンを定義する文字列です。文字列が空の場合は、"HTTP/1.0"が使用
されます。
dwFlags は、次の INTERNET_ FLAG_* フラグの任意の組み合わせです。
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定義dwFlag 値

要求されたファイル、オブジェクト、またはディレクトリ
のリストをキャッシュではなく始点サーバから強制的にダ
ウンロードします。

INTERNET_FLAG_RELOAD

返されたエントリをキャッシュに追加しません。INTERNET_ FLAG_DONT_CACHE

返されたエンティティを持続的エンティティとしてキャッ
シュに追加します。これにより、標準的なキャッシュ ク
リーンアップ、整合性チェック、またはガベージ コレク
ションを行ってもこのアイテムはキャッシュから削除され
ません。

INTERNET_FLAG_MAKE_PERSISTENT

セキュリティで保護されたトランザクションセマンティク
スを使用します。これにより、SSL/PCTが使用されます。
HTTP 要求でのみ有意です。

INTERNET_ FLAG_SECURE

HTTPに対してのみ使用され、MISendRequest()関数でリ
ダイレクトを自動的に処理しないことを指定します。

INTERNET_ FLAG_NO_AUTO_REDIRECT

戻り値
要求されたCHttpFileオブジェクトのハンドル。呼び出しが失敗した場合はNullが返されます。エ
ラーの原因を調べるには、MIGetErrorMessage() 関数を呼び出します。

説明
この関数は、HTTP接続を開き、HTTPサーバ上のファイルの要求と読み込みを行うサービスを提
供する CHttpFile オブジェクトのハンドルを返します。インターネット セッションで HTTP サー
バからデータを読み込む場合は、CHttpFile オブジェクトのハンドルを取得する必要があります。
この関数は、許容される型を示す追加のパラメータを持つ MFC 関数の OpenRequest をラップし
ます。このバージョンでは、このパラメータはラッパー関数により常に NULL に設定されます。
ハンドルが不必要になったとき、呼び出し元はMICloseHttpFile()プロシージャを呼び出してハン
ドルを破棄する必要があります。

関連項目
MIGetHttpConnection() 関数、MIOpenRequest() 関数、MIParseURL() 関数
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MIParseURL() 関数

目的
URL 文字列を解析し、サービスの種類とそのコンポーネントを返します。

構文

MIParseURL( ByVal strURL As String, pServiceType As Integer,
pServer As String, ByVal nServerLen As Integer,
pObject As String, ByVal nObjectLen As Integer,
pPort As INTERNET_PORT )
As SmallInt

strURL は、解析する対象の URL を含む文字列です。
pServiceTypeは、インターネット サービスの種類を受け取る整数の参照です。次のいずれかの値
を指定できます。
• INTERNET_SERVICE_FTP
• INTERNET_SERVICE_GOPHER
• INTERNET_SERVICE_HTTP
• AFX_INET_SERVICE_UNK
• AFX_INET_SERVICE_FILE
• AFX_INET_SERVICE_MAILTO
• AFX_INET_SERVICE_MID
• AFX_INET_SERVICE_CID
• AFX_INET_SERVICE_NEWS
• AFX_INET_SERVICE_NNTP
• AFX_INET_SERVICE_PROSPERO
• AFX_INET_SERVICE_TELNET
• AFX_INET_SERVICE_WAIS
• AFX_INET_SERVICE_AFS
• AFX_INET_SERVICE_HTTPS

strsServer は、サービスの種類に続く URL の最初のセグメントを指定する文字列の参照です。
nServerLen は、strsServer によって参照されるバッファのサイズです。
pObject は、URL が参照しているオブジェクトの参照です (空であってもかまいません)。
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nObjectLen は、pObject によって参照されるバッファのサイズです。
pPort は、URL のサーバまたはオブジェクト部分 (これらが存在する場合) から判定されたポート
番号を含む整数の参照です。ポート番号は、サーバ側で使用するTCP/IPポートを識別するために
使用されます。

戻り値
URLが正常に解析された場合は 0以外の値。URLが空の場合または既知のインターネットサービ
スの種類が含まれていない場合は 0。エラーの原因を調べるには、MIGetErrorMessage() 関数を
呼び出します。

説明
MIParseURL() は、URL 文字列を解析し、サービスの種類とそのコンポーネントを返します。た
とえば、"ftp://ftp.mysite.org/" という URL を解析した場合、次のようにコンポーネント
が返されます。

pServer == "ftp.mysite.org"
pObject == "/"
nPort == #port
pServiceType == INTERNET_SERVICE_FTP

MIPutFtpFile() 関数

目的
指定された CFtpConnection ハンドルを持つ FTP サーバにファイルを格納します。

構文

MIPutFtpFile( ByVal hConnection As CFtpConnection,
ByVal strLocalFile As String, ByVal strRemoteFile As String,
ByVal dwFlags As Integer )
As SmallInt

hConnection は、CFtpConnection ハンドルです。
strLocalFile は、ローカル システムから送信するファイルの名前を含む文字列です。
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strRemoteFile は、FTP サーバ上に作成するファイルの名前を含む文字列です。
dwFlagsは、転送が発生する条件を指定します。このパラメータには、次のいずれかの値を指定で
きます。

定義dwFlag 値

FTP の ASCII (タイプ A) 転送方式を使用してファイルを転送します。
制御情報およびフォーマッティング情報は、対応するローカルな情報
に変換されます。

FTP_TRANSFER_TYPE_ASCII

FTPのイメージ (タイプ I)転送方式を使用してファイルを転送します。
ファイルは、変更されることなくそのまま転送されます。これは、フォ
ルトの転送方式です。

FTP_TRANSFER_TYPE_BINARY

戻り値
成功した場合は 0 以外の値。それ以外の場合は 0。エラーの原因を調べるには、
MIGetErrorMessage() 関数を呼び出します。

説明
strRemoteFile と strLocalFile には、現在のディレクトリを基準とする部分的に修飾されたファイ
ル名または完全修飾名を指定できます。どちらの名前でも、バックスラッシュ (\) または前方ス
ラッシュ (/) をディレクトリ区切り文字として使用できます。

関連項目
MIGetFtpConnection() 関数、MIGetFtpFile() 関数

MIQueryInfo() 関数

目的
HTTP 要求の応答または要求ヘッダを返します。
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構文

MIQueryInfo( ByVal hFile As CHttpFile, ByVal dwInfoLevel As Integer,
pBuffer As String, pBufferLength As Integer ) As SmallInt

hFile は、CHttpFile ハンドルです。
dwInfoLevelは、検索する属性の組み合わせで、要求された情報の種類を指定する修飾子フラグで
す。修飾子フラグの一覧については、Microsoft MSDN ライブラリを参照してください。
pBuffer は、情報を受け取る文字列の参照です。HTTP_QUERY_CUSTOM 属性の場合、pBuffer
は、どのヘッダ名を検索するかを示す入力でもあります。
pBufferLength は、入力された pBuffer の長さ (文字数またはバイト数) を含む整数の参照です。こ
の関数が成功すると (文字列がpBufferに書き込まれると)、文字列の長さ (文字数)から終端のNULL
文字に相当する 1 を引いた長さが格納されます。

戻り値
成功した場合は 0 以外の値。それ以外の場合は 0。エラーの原因を調べるには、
MIGetErrorMessage() 関数を呼び出します。

説明
この関数を使用すると、HTTP要求から応答または要求ヘッダを取得できます。属性値の詳細につ
いては、Microsoft MSDN ライブラリの Query Info フラグに関する記事
(https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa385351(v=vs.85).aspx)を参照
してください。

関連項目
MIOpenRequest() 関数、MISendRequest() 関数

MIQueryInfoStatusCode() 関数

目的
HTTP 要求に関連付けられているステータス コードを取得します。
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構文

MIQueryInfoStatusCode( ByVal hFile As CHttpFile, pStatusCode As Integer

s SmallInt

hFile は、CHttpFile ハンドルです。
pStatusCodeは、ステータス コードを受け取る整数の参照です。ステータス コードは、要求され
たイベントの成功または失敗を表します。HTTP ステータス コードは、要求の成功または失敗を
表すグループに分類されます。次の表に、ステータスコードのグループと、一般的なHTTPステー
タス コードを示します。

表 6 : HTTP ステータス コード グループ

意味グループ

成功200 ～ 299

情報300 ～ 399

要求エラー400 ～ 499

サーバ エラー500 ～ 599

表 7 : 一般的な HTTP ステータス コード

意味ステータス コード

URL 検出。続いて転送が発生します。200

理解不能な要求。400

要求された URL が見つかりません。404

サーバは要求された方法をサポートしていません。405

未知のサーバ エラー。500
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意味ステータス コード

サーバ容量に達しました。503

戻り値
成功した場合は 0 以外の値。それ以外の場合は 0。エラーの原因を調べるには、
MIGetErrorMessage() 関数を呼び出します。

説明
この関数を使用すると、HTTP 要求に関連付けられているステータス コードを取得できます。詳
細については、Microsoft MSDN ライブラリを参照してください。

関連項目
MIOpenRequest() 関数、MISendRequest() 関数

MISaveContent() 関数

目的
内容を指定されたファイルに保存します。

構文

MISaveContent( ByVal hContent As CString, ByVal strFileName As String
As SmallInt

hContent は、CString ハンドルです。
strFileName は、内容を受け取るファイルの名前を識別する文字列です。

戻り値
成功した場合は 0 以外の値。それ以外の場合は 0。エラーの原因を調べるには、
MIGetErrorMessage() 関数を呼び出します。
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説明
この関数を使用すると、内容をファイルに保存できます。この関数は、指定されたファイル名で新
しいファイルを作成します。指定された名前のファイルが既に存在する場合、ファイルは長さ 0
に切り捨てられます。

関連項目
MIGetContent() 関数

MISendRequest() 関数

目的
要求を HTTP サーバに送信します。

構文

MISendRequest( ByVal hFile As CHttpFile, ByVal strHeaders As String,
ByVal dwHeadersLen As Integer, ByVal strOptional As String,
ByVal dwOptionalLen As Integer, ByVal bAuthenticate As SmallInt
As SmallInt

hFile は、CHttpFile ハンドルです。
strHeaders は、送信するヘッダの名前を含む文字列です。
dwHeadersLen は、strHeaders によって識別されるヘッダの長さです。
strOptional は、要求ヘッダに続けて送信する任意のオプション データです。通常は、POST およ
びPUT操作に使用します。送信するオプションデータがない場合は、空のままでかまいません。
dwOptionalLen は、strOptional の長さです。
bAuthenticate は、認証を行うかどうかを指定します。

戻り値
成功した場合は 0 以外の値。それ以外の場合は 0。エラーの原因を調べるには、
MIGetErrorMessage() 関数を呼び出します。
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説明
この関数は、要求を HTTP サーバに送信します。

関連項目
MIOpenRequest() 関数、MIOpenRequestFull() 関数

MISendSimpleRequest() 関数

目的
要求を HTTP サーバに送信します。

構文

MISendSimpleRequest( ByVal hFile As CHttpFile,
ByVal bAuthenticate As SmallInt ) As SmallInt

hFile は、CHttpFile ハンドルです。
bAuthenticate は、認証を行うかどうかを指定します。

戻り値
成功した場合は 0 以外の値。それ以外の場合は 0。エラーの原因を調べるには、
MIGetErrorMessage() 関数を呼び出します。

説明
この関数は、要求を HTTP サーバに送信します。

関連項目
MIOpenRequest() 関数、MIOpenRequestFull() 関数、MISendRequest() 関数
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MISetCurrentFtpDirectory() 関数

目的
指定された CFtpConnection ハンドルを持つ FTP サーバ上の別のディレクトリに移動します。

構文

MISetCurrentFtpDirectory( Byval hConnection As CFtpConnection,
Byval strDirName As String ) As SmallInt

hConnection は、CFtpConnection ハンドルです。
strDirName は、ディレクトリの名前を含む文字列です。

戻り値
成功した場合は 0 以外の値。それ以外の場合は 0。エラーの原因を調べるには、
MIGetErrorMessage() 関数を呼び出します。

説明
pDirNameパラメータには、現在のディレクトリを基準として部分修飾されたファイル名か、完全
修飾名ファイルを指定できます。どちらの名前でも、バックスラッシュ (\)または前方スラッシュ
(/) をディレクトリ区切り文字として使用できます。
MISetCurrentFtpDirectory()は、ディレクトリ名の区切り文字を使用する前に適切な文字に変換
します。

関連項目
MIGetFtpConnection() 関数、MIGetCurrentFtpDirectory() 関数
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MISetSessionTimeout() 関数

目的
インターネット セッションのタイムアウト オプションを設定します。

構文

MISetSessionTimeout( ByVal hSession As CInternetSession,
ByVal Connect As Integer, ByVal Send As Integer,
ByVal Receive As Integer ) As SmallInt

hSession は、CInternetSession オブジェクト ハンドルです。
Connect は、インターネット接続要求に使用するタイムアウト値 (ミリ秒単位) を含む整数です。
Send は、要求の送信に使用するタイムアウト値 (ミリ秒単位) を含む整数です。
Receive は、要求の受信に使用するタイムアウト値 (ミリ秒単位) を含む整数です。

戻り値
成功した場合は 0 以外の値。それ以外の場合は 0。エラーの原因を調べるには、
MIGetErrorMessage() 関数を呼び出します。

説明
この関数を使用すると、インターネット セッションのタイムアウト値を設定できます。各設定
(Connect、Send、Receive) のデフォルト値は 0 です。詳細については、Microsoft MSDN ライブ
ラリを参照してください。

関連項目
MICreateSession() 関数、MICreateSessionFull() 関数
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B - XML ライブラリ
この付録では、MapBasic プログラマが XML ドキュメントおよびその他
の Web ベースのテクノロジを作成および解析できるようにする XML ド
キュメント ライブラリについて詳しく説明します。

注 : これはライブラリなので、この付録に示されている関数および
プロシージャはMapInfo ProのMapBasicウィンドウで実行できま
せん。

このセクションの構成

このセクションの構成
XML ライブラリについて.....................................................................1213
MIXmlAttributeListDestroy() プロシージャ...........................................1213
MIXmlDocumentCreate() 関数.............................................................1214
MIXmlDocumentDestroy() プロシージャ.............................................1214
MIXmlDocumentGetNamespaces() 関数.............................................1215
MIXmlDocumentGetRootNode() 関数..................................................1216
MIXmlDocumentLoad() 関数................................................................1217
MIXmlDocumentLoadXML() 関数.........................................................1218
MIXmlDocumentLoadXMLString() 関数...............................................1219
MIXmlDocumentSetProperty() 関数.....................................................1220
MIXmlGetAttributeList() 関数................................................................1221
MIXmlGetChildList() 関数.....................................................................1222
MIXmlGetNextAttribute() 関数..............................................................1223
MIXmlGetNextNode() 関数...................................................................1224
MIXmlNodeDestroy() プロシージャ.....................................................1225
MIXmlNodeGetAttributeValue() 関数....................................................1225
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MIXmlSCGetLength() 関数..................................................................................................................1232
MIXmlSCGetNamespace() 関数..........................................................................................................1233
MIXmlSelectNodes() 関数....................................................................................................................1234
MIXmlSelectSingleNode() 関数...........................................................................................................1235
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XML ライブラリについて
このライブラリでは、共通の DEFファイルである XMLLib.DEFおよび XMLTypes.DEFを使用し
ています。これらのファイルは、<MapBasicインストールディレクトリ>\Samples\MapBasic\INC
に格納されています。これらのファイルをヘッダ ファイルとしてプログラムにインクルードして
ください。この付録で説明するすべての機能は、MapInfo Pro と一緒にインストールされる
GmlXlat.dll に依存しています。
この付録に示されているすべての関数およびプロシージャは、Microsoft XMLインターフェイスお
よびクラスの対応するメソッドのラッパーです。ラッピングされたクラスには、IXMLDOMNode、
IXMLDOMNodeList、IXMLDOMNamedNodeMap、IXMLDOMSchemaCollection2、および
IXMLDOMDocument2 があります。関連するクラスとインターフェイスの詳しい使い方について
は、MSDN リファレンス『XML DOM Objects-Interfaces』を参照してください。

MIXmlAttributeListDestroy() プロシージャ

目的
MIXmlNamedNodeMap オブジェクトを破棄し、メモリを解放します。

構文

MIXmlNodeListDestroy( ByVal hXMLNodeList As MIXmlNodeList )

hXMLAttributeListは、破棄する対象の MIXmlNamedNodeMap オブジェクト ハンドルです。

説明
MIXmlGetAttributeList() 関数呼び出しによって取得した MIXmlNamedNodeMap ハンドルが不必
要になったとき、呼び出し元はこの関数を呼び出してハンドルを解放する必要があります。

関連項目
MIXmlGetAttributeList() 関数
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MIXmlDocumentCreate() 関数

目的
MIXmlDocument オブジェクトを作成し、オブジェクトのハンドルを取得します。

構文

MIXmlDocumentCreate() As MIXmlDocument

戻り値
MIXmlDocumentオブジェクトのハンドル。呼び出しが失敗した場合はNullが返されます。エラー
の原因を調べるには、MIGetErrorMessage() 関数を呼び出します。

説明
MIXmlDocumentCreate()は、MIXmlDocument オブジェクトのハンドルを作成および取得しま
す。XML ソースの最上位レベルを表します。
ハンドルが不必要になったとき、呼び出し元はMIXmlDocumentDestroy()プロシージャを呼び出
してハンドルを破棄する必要があります。

関連項目
MIXmlDocumentDestroy() プロシージャ

MIXmlDocumentDestroy() プロシージャ

目的
MIXmlDocument を破棄し、メモリを解放します。
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構文

MIXmlDocumentDestroy( ByVal hXMLDocument As MIXmlDocument )

hXMLDocument は、破棄する対象の MIXmlDocument オブジェクト ハンドルです。

説明
MIXmlDocumentCreate() 関数呼び出しによって取得した MIXmlDocument ハンドルが不必要に
なったとき、呼び出し元はこの関数を呼び出してハンドルを解放する必要があります。

関連項目
MIXmlDocumentCreate() 関数

MIXmlDocumentGetNamespaces() 関数

目的
MIXMLSchemaCollection オブジェクトを作成し、オブジェクトのハンドルを取得します。

構文

MIXmlDocumentGetNamespaces( ByVal hXMLDocument As MIXmlDocument )
As MIXMLSchemaCollection

hXMLDocument は、MIXmlDocument オブジェクト ハンドルです。

戻り値
成功した場合は MIXMLSchemaCollection オブジェクトのハンドル。それ以外の場合は NULL。

説明
このメソッドは、MIXMLSchemaCollection オブジェクトを作成します。
ハンドルが不必要になったとき、呼び出し元は MIXmlSCDestroy() プロシージャを呼び出してハ
ンドルを破棄する必要があります。
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関連項目
MIXmlDocumentCreate( ) 関数、MIXmlSCDestroy プロシージャ

MIXmlDocumentGetRootNode() 関数

目的
ドキュメントのルート要素を取得します。

構文

MIXmlDocumentGetRootNode( ByVal hXMLDocument As MIXmlDocument )
As MIXmlNode

hXMLDocument は、MIXmlDocument オブジェクト ハンドルです。

戻り値
成功した場合はドキュメントのルート要素を表すMIXmlNodeオブジェクトのハンドル。それ以外
の場合は NULL。

説明
MIXmlDocumentGetRootNode()は、XMLドキュメント ツリーのルートを表す MIXmlNodeオブ
ジェクトのハンドルを取得します。ルートが存在しない場合は NULL を返します。
ハンドルが不必要になったとき、呼び出し元は MIXmlNodeDestroy() プロシージャを呼び出して
ハンドルを破棄する必要があります。

関連項目
MIXmlDocumentCreate() 関数、MIXmlNodeDestroy() プロシージャ
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MIXmlDocumentLoad() 関数

目的
指定された場所から XML ドキュメントを読み込みます。

構文

MIXmlDocumentLoad( ByVal hXMLDocument As MIXmlDocument,
ByVal strPath As String, pbParsingError As SmallInt,
ByVal bValidate As SmallInt, ByVal bResolveExternals As SmallInt )
As SmallInt

hXMLDocument は、MIXmlDocument オブジェクト ハンドルです。
strPath は、XML ファイルの場所が指定されたパス/URL を含む文字列です。
pbParsingError は 2 バイト整数の参照で、読み込みが成功した場合は TRUE を示し、失敗した場
合は FALSE を示します。
bValidate は、パーサーでこのドキュメントを検証する必要があるかどうかを示す 2 バイト整数で
す。TRUE (1)の場合、解析中に検証が行われます。FALSE (0)の場合、検証は整形式の XMLに対
してのみ行われます。
bResolveExternalsは、外部定義、解決可能な名前空間、文書型定義 (DTD)の外部サブセット、お
よび外部エンティティ参照を、検証とは無関係に解析時に解決するかどうかを示す 2 バイト整数
です。bResolveExternals パラメータが TRUE (1) の場合、外部定義は解析時に解決されます。こ
れにより、デフォルトの属性およびデータ タイプがスキーマの要素に定義され、ファイル組み込
みメカニズムとして DTD を使用できるようになります。この設定は、bValidate プロパティの値
によって示される検証を実行するかどうかの設定とは無関係です。検証中に外部定義を解決できな
い場合、検証エラーが発生します。bResolveExternalsの値が FALSE (0)の場合、外部定義の解決
は行われず、検証は実行されません。

戻り値
成功した場合は 0 以外の値。それ以外の場合は 0。エラーの原因を調べるには、
MIGetErrorMessage() 関数を呼び出します。
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説明
URL を解決できない場合や URL にアクセスできない場合、または XML ドキュメントが参照され
ていない場合、このメソッドは FALSE を返します。既存のドキュメントに対して
MIXmlDocumentLoad()を呼び出すと、そのドキュメントの内容が即座に破棄されます。リソー
スから XMLドキュメントを読み込む場合、非同期に読み込みを行う必要があります。そうでない
と読み込みは失敗します。

関連項目
MIXmlDocumentCreate() 関数、MIXmlDocumentLoadXML() 関数、
MIXmlDocumentLoadXMLString() 関数

MIXmlDocumentLoadXML() 関数

目的
指定された文字列を使用して XML ドキュメントを読み込みます。

構文

MIXmlDocumentLoadXML( ByVal hXMLDocument As MIXmlDocument,
ByVal hContent As CString, pbParsingError As SmallInt,
ByVal bValidate As SmallInt, ByVal bResolveExternals As SmallInt )
As SmallInt

hXMLDocument は、MIXmlDocument オブジェクト ハンドルです。
hContentは、このXMLドキュメントオブジェクトに読み込むXML文字列を含む文字列のCString
ハンドルです。この文字列は、XML ドキュメント全体または整形式のフラグメントを含むことが
できます。
pbParsingError は 2 バイト整数の参照で、読み込みが成功した場合は TRUE (0 以外) を示し、失
敗した場合は FALSE (0) を示します。
bValidate は、パーサーでこのドキュメントを検証する必要があるかどうかを示す 2 バイト整数で
す。TRUE (1)の場合、解析中に検証が行われます。FALSE (0)の場合、検証は整形式の XMLに対
してのみ行われます。
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bResolveExternalsは、外部定義、解決可能な名前空間、文書型定義 (DTD)の外部サブセット、お
よび外部エンティティ参照を、検証とは無関係に解析時に解決するかどうかを示す 2 バイト整数
です。bResolveExternals パラメータが TRUE (1) の場合、外部定義は解析時に解決されます。こ
れにより、デフォルトの属性およびデータ タイプがスキーマの要素に定義され、ファイル組み込
みメカニズムとして DTD を使用できるようになります。この設定は、bValidate プロパティの値
によって示される検証を実行するかどうかの設定とは無関係です。検証中に外部定義を解決できな
い場合、検証エラーが発生します。bResolveExternalsの値が FALSE (0)の場合、外部定義の解決
は行われず、検証は実行されません。

戻り値
成功した場合は 0 以外の値。それ以外の場合は 0。エラーの原因を調べるには、
MIGetErrorMessage() 関数を呼び出します。

説明
既存のドキュメントに対して MIXmlDocumentLoadXML()を呼び出すと、そのドキュメントの内
容が即座に破棄されます。UTF-16 または UCS-2 エンコーディングに対してのみ有効です。

関連項目
MIXmlDocumentCreate()関数、MIXmlDocumentLoad()関数、MIXmlDocumentLoadXMLString()
関数

MIXmlDocumentLoadXMLString() 関数

目的
指定された文字列を使用して XML ドキュメントを読み込みます。

構文

MIXmlDocumentLoadXMLString( ByVal hXMLDocument As MIXmlDocument,
ByVal strXML As String, pbParsingError As SmallInt,
ByVal bValidate As SmallInt, ByVal bResolveExternals As SmallInt )
As SmallInt

hXMLDocument は、MIXmlDocument オブジェクト ハンドルです。
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strXMLは、この XMLドキュメントオブジェクトに読み込む XML文字列を含む文字列です。この
文字列は、XML ドキュメント全体または整形式のフラグメントを含むことができます。
pbParsingError は 2 バイト整数の参照で、読み込みが成功した場合は TRUE (0 以外) を示し、失
敗した場合は FALSE (0) を示します。
bValidate は、パーサーでこのドキュメントを検証する必要があるかどうかを示す 2 バイト整数で
す。TRUE (1)の場合、解析中に検証が行われます。FALSE (0)の場合、検証は整形式の XMLに対
してのみ行われます。
bResolveExternalsは、外部定義、解決可能な名前空間、文書型定義 (DTD)の外部サブセット、お
よび外部エンティティ参照を、検証とは無関係に解析時に解決するかどうかを示す 2 バイト整数
です。bResolveExternals パラメータが TRUE (1) の場合、外部定義は解析時に解決されます。こ
れにより、デフォルトの属性およびデータ タイプがスキーマの要素に定義され、ファイル組み込
みメカニズムとして DTD を使用できるようになります。この設定は、bValidate プロパティの値
によって示される検証を実行するかどうかの設定とは無関係です。検証中に外部定義を解決できな
い場合、検証エラーが発生します。bResolveExternalsの値が FALSE (0)の場合、外部定義の解決
は行われず、検証は実行されません。

戻り値
成功した場合は 0 以外の値。それ以外の場合は 0。エラーの原因を調べるには、
MIGetErrorMessage() 関数を呼び出します。

説明
既存のドキュメントに対して MIXmlDocumentLoadXMLString()を呼び出すと、そのドキュメン
トの内容が即座に破棄されます。UTF-16またはUCS-2エンコーディングに対してのみ有効です。

関連項目
MIXmlDocumentCreate() 関数、MIXmlDocumentLoad() 関数、MIXmlDocumentLoadXML() 関
数

MIXmlDocumentSetProperty() 関数

目的
MIXmlDocument オブジェクトのプロパティを設定します。
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構文

MIXmlDocumentSetProperty( ByVal hXMLDocument As MIXmlDocument,
ByVal strPropertyName As String, ByVal strPropertyValue As String )
As SmallInt

hXMLDocument は、MIXmlDocument オブジェクト ハンドルです。
strPropertyNameは、設定するプロパティの名前を含む文字列です。このメソッドを使用して設定
できるプロパティについては、Microsoft MSDN ライブラリを参照してください。
strPropertyValueは、指定されたプロパティの値を含む文字列です。このメソッドを使用して設定
できるプロパティ値については、Microsoft MSDN ライブラリを参照してください。

戻り値
成功した場合は 0 以外の値。それ以外の場合は 0。

説明
このメソッドは、MIXmlDocumentオブジェクトのプロパティを設定します。このメソッドを使用
して設定できるプロパティに関してはいくつかの制限があります。詳細については、Microsoft
MSDN ライブラリを参照してください。

関連項目
MIXmlDocumentCreate() 関数、MIXmlDocumentLoad() 関数

MIXmlGetAttributeList() 関数

目的
指定されたノードを持つ MIXmlNamedNodeMap オブジェクトを取得します。

構文

MIXmlGetAttributeList( ByVal hXMLNode As MIXmlNode ) As MIXmlNamedNodeMap

hXMLNode は、MIXmlNode オブジェクト ハンドルです。
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戻り値
属性を返すことができるノードを含むMIXmlNamedNodeMapオブジェクトのハンドル。それ以外
の種類のノードに対しては NULL を返します。

説明
MIXmlGetAttributeList()は、MIXmlNamedNodeMap オブジェクトを作成し、このオブジェクト
のハンドルを返します。このオブジェクトは、属性を返すことができるノード (Element、Entity、
およびNotationノード)だけを格納します。それ以外の種類のノードに対してはNULLが返されま
す。有効なノードの種類に対しては、MIXmlNamedNodeMapオブジェクトのハンドルが常に返さ
れます。要素に属性がない場合は、リスト長が 0 に設定されます。有効なノードの種類について
は、Microsoft MSDN ライブラリを参照してください。
返されたハンドルが不必要になったとき、呼び出し元は MIXmlAttributeListDestroy() プロシー
ジャを呼び出してハンドルを破棄する必要があります。

関連項目
MIXmlDocumentGetRootNode( ) 関数、MIXmlAttributeListDestroy プロシージャ

MIXmlGetChildList() 関数

目的
指定されたノード インスタンスの子ノードを含む MIXmlNodeList オブジェクトを取得します。

構文

MIXmlGetChildList( ByVal hXMLNode As MIXmlNode) As MIXmlNodeList

hXMLNode は、MIXmlNode オブジェクト ハンドルです。

戻り値
成功した場合は指定されたノード インスタンスの子ノードを含む MIXmlNodeListオブジェクトの
ハンドル。それ以外の場合は NULL。
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説明
MIXmlGetChildList()を使用すると、指定されたノードの子のリストを取得できます。ノードに子
がない場合でも MIXmlNodeList オブジェクトが返されます。その場合、リストの長さは 0 に設定
されます。この値は、ノードの種類の値によって異なります。詳細については、Microsoft MSDN
ライブラリを参照してください。
ハンドルが不必要になったとき、呼び出し元は MIXmlNodeListDestroy() プロシージャを呼び出
してハンドルを破棄する必要があります。

関連項目
MIXmlNodeListDestroy() プロシージャ、MIXmlSelectNodes() 関数

MIXmlGetNextAttribute() 関数

目的
コレクション内の次のノードを返します。

構文

MIXmlGetNextAttribute( ByVal hXMLAttributeList As MIXmlNamedNodeMap )
As MIXmlNode

hXMLAttributeListは、MIXmlNamedNodeMap オブジェクト ハンドルです。

戻り値
成功した場合はコレクション内の次のノードを参照するMIXmlNodeオブジェクトのハンドル。次
のノードがない場合は NULL を返します。

説明
反復子は、リスト内の最初のノードの前を初めに指し示します。このため、MIXmlGetNextAttribute()
関数の最初の呼び出しでは、リスト内の最初のノードが返されます。この関数は、現在のノードが
最後のノードの場合またはリストに項目がない場合に NULL を返します。
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返されたハンドルが不必要になったとき、呼び出し元は MIXmlNodeDestroy() プロシージャを呼
び出してハンドルを破棄する必要があります。

関連項目
MIXmlGetAttributeList() 関数、MIXmlNodeDestroy() プロシージャ

MIXmlGetNextNode() 関数

目的
コレクション内の次のノードを返します。

構文

MIXmlGetNextNode( ByVal hXMLNodeList As MIXmlNodeList ) As MIXmlNode

hXMLNodeList は、MIXmlNodeList オブジェクト ハンドルです。

戻り値
成功した場合は hXMLNodeListで表されるコレクション内の次のノードを参照するMIXmlNodeオ
ブジェクトのハンドル。次のノードがない場合は NULL を返します。

説明
反復子は、リスト内の最初のノードの前を初めに指し示します。このため、MIXmlGetNextNode()
関数の最初の呼び出しでは、リスト内の最初のノードが返されます。この関数は、現在のノードが
最後のノードの場合またはリストに項目がない場合に NULL を返します。
返されたハンドルが不必要になったとき、呼び出し元は MIXmlNodeDestroy() プロシージャを呼
び出してハンドルを破棄する必要があります。

関連項目
MIXmlNodeDestroy() プロシージャ、MIXmlSelectNodes() 関数、MIXmlGetChildList() 関数
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MIXmlNodeDestroy() プロシージャ

目的
MIXmlNode オブジェクトを破棄し、メモリを解放します。

構文

MIXmlNodeDestroy( ByVal hXMLNode As MIXmlNode )

hXMLNode は、破棄する対象の MIXmlNode オブジェクト ハンドルです。

説明
たとえば MIXmlDocumentGetRootNode() 関数呼び出しによって取得した MIXmlNode オブジェ
クト ハンドルが不必要になったとき、呼び出し元はこの関数を呼び出してオブジェクト ハンドル
を解放する必要があります。

関連項目
MIXmlDocumentDestroy() プロシージャ

MIXmlNodeGetAttributeValue() 関数

目的
指定された名前に関連付けられているテキストを取得します。

構文

MIXmlNodeGetAttributeValue( ByVal hXMLNode As MIXmlNode,
ByVal strAttributeName As String, pValue As String,
ByVal nLen As Integer ) As SmallInt
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hXMLNode は、MIXmlNode オブジェクト ハンドルです。
strAttributeName は、属性の名前を指定する文字列です。
pValue は、指定された属性のノード値を受け取る文字列の参照です。
nLen は、pValue によって参照されるバッファのサイズです。

戻り値
成功した場合は 0 以外の値。それ以外の場合は 0。

説明
MIXmlNodeGetAttributeValue() は、指定されたノード hXMLNode を持つ有効な
MIXmlNamedNodeMapオブジェクトがあるかどうかを最初に調べます。MIXmlGetAttributeList()
関数の説明にあるように、このオブジェクトは、属性を返すことができるノード (Element、Entity、
および Notation ノード) だけを格納します。有効な MIXmlNamedNodeMap オブジェクトが存在
し、指定された名前がオブジェクト内で見つかった場合、そのノード値が pValue に格納されま
す。

関連項目
MIXmlGetAttributeList() 関数、MIXmlNodeGetValue() 関数

MIXmlNodeGetFirstChild() 関数

目的
指定されたノード インスタンスの最初の子を取得します。

構文

MIXmlNodeGetFirstChild( ByVal hXMLNode As MIXmlNode ) As MIXmlNode

hXMLNode は、MIXmlNode オブジェクト ハンドルです。
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戻り値
成功した場合は指定されたノード インスタンス hXMLNode の最初の子である MIXmlNode オブ
ジェクトのハンドル。それ以外の場合は NULL。

説明
MIXmlNodeGetFirstChild()は、指定されたノードインスタンスの最初の子であるMIXmlNodeオ
ブジェクトのハンドルを取得します。子が存在しない場合は NULL を返します。
ハンドルが不必要になったとき、呼び出し元は MIXmlNodeDestroy() プロシージャを呼び出して
ハンドルを破棄する必要があります。

関連項目
MIXmlNodeDestroy() プロシージャ、MIXmlNodeGetParent() 関数

MIXmlNodeGetName() 関数

目的
指定されたノード インスタンスのノード名を取得します。

構文

MIXmlNodeGetName( ByVal hXMLNode As MIXmlNode, pName As String,
ByVal nLen As Integer ) As SmallInt

hXMLNode は、MIXmlNode オブジェクト ハンドルです。
pNameは、ノード名を受け取る文字列の参照です。この値は、ノードの種類によって異なります。
nLen は、pName によって参照されるバッファのサイズです。

戻り値
成功した場合は 0 以外の値。それ以外の場合は 0。
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説明
この関数を使用すると、指定されたノードを持つノードの名前を取得できます。ノード名は、要
素、属性、またはエンティティ参照の修飾名です。ノード名の値は、ノードの種類によって異なり
ます。

関連項目
MIXmlDocumentGetRootNode()関数、MIXmlNodeGetText()関数、MIXmlNodeGetValue()関数

MIXmlNodeGetParent() 関数

目的
指定されたノード インスタンスの親を取得します。

構文

MIXmlNodeGetParent( ByVal hXMLNode As MIXmlNode ) As MIXmlNode

hXMLNode は、MIXmlNode オブジェクト ハンドルです。

戻り値
成功した場合は指定されたノード インスタンス hXMLNodeの親である MIXmlNodeオブジェクト
のハンドル。それ以外の場合は NULL。

説明
MIXmlNodegetParent()は、指定されたノードインスタンスの親であるMIXmlNodeオブジェクト
のハンドルを取得します。親が存在しない場合は NULL を返します。
ハンドルが不必要になったとき、呼び出し元は MIXmlNodeDestroy() プロシージャを呼び出して
ハンドルを破棄する必要があります。

関連項目
MIXmlNodeDestroy() プロシージャ
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MIXmlNodeGetText() 関数

目的
指定されたノードのテキストの内容、またはノードとその下位項目を表す連結テキストを取得しま
す。

構文

MIXmlNodeGetText( ByVal hXMLNode As MIXmlNode, pText As String,
ByVal nLen As Integer ) As SmallInt

hXMLNode は、MIXmlNode オブジェクト ハンドルです。
pTextは、指定されたノードとその下位項目のテキストの内容を受け取る文字列の参照です。この
値は、ノードの種類によって異なります。
nLen は、pText によって参照されるバッファのサイズです。

戻り値
成功した場合は 0 以外の値。それ以外の場合は 0。

説明
MIXmlNodegettext()を使用すると、指定されたノードインスタンスを持つノードのテキストを取
得できます。この値は、ノードの種類によって異なります。XML ドキュメント内でのより細かな
テキスト操作の詳細については、Microsoft MSDN ライブラリを参照してください。

関連項目
MIXmlDocumentGetRootNode()関数、MIXmlNodeGetName()関数、MIXmlNodeGetValue()関
数
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MIXmlNodeGetValue() 関数

目的
指定されたノード インスタンスに関連付けられているテキストを取得します。

構文

MIXmlNodeGetValue( ByVal hXMLNode As MIXmlNode, pValue As String,
ByVal nLen As Integer ) As SmallInt

hXMLNode は、MIXmlNode オブジェクト ハンドルです。
pValue は、値を受け取る文字列の参照です。この値は、ノードの種類によって異なります。
nLen は、pValue によって参照されるバッファのサイズです。

戻り値
成功した場合は 0 以外の値。それ以外の場合は 0。

説明
この関数を使用すると、指定されたノード インスタンスを持つノードの値を取得できます。ノー
ドの値は、ノードの種類によって異なります。

関連項目
MIXmlDocumentGetRootNode() 関数、MIXmlNodeGetName() 関数、MIXmlNodeGetText() 関
数
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MIXmlNodeListDestroy() プロシージャ

目的
MIXmlNodeList オブジェクトを破棄し、メモリを解放します。

構文

MIXmlNodeListDestroy( ByVal hXMLNodeList As MIXmlNodeList )

hXMLNodeList は、破棄する対象の MIXmlNodeList オブジェクト ハンドルです。

説明
MIXmlNodeListDestroy()を使用すると、MIXmlSelectNodes()関数やMIXmlGetChildList()関数
などの関数を使用して取得した MIXmlNodeList ハンドルが不必要になったときに、このハンドル
を解放できます。

関連項目
MIXmlDocumentDestroy() プロシージャ、MIXmlGetChildList() 関数、MIXmlSelectNodes() 関
数

MIXmlSCDestroy() プロシージャ

目的
MIXMLSchemaCollection オブジェクトを破棄し、メモリを解放します。

構文

MIXmlSCDestroy( ByVal hXMLSchemaCollection As MIXMLSchemaCollection )

1231MapBasic 2019 リファレンス

XML ライブラリ



hXMLSchemaCollection は、破棄する対象の MIXMLSchemaCollection オブジェクト ハンドルで
す。

説明
MIXmlSCDestroy() を使用すると、MIXmlDocumentGetNamespaces() 関数, などの関数を使用
して取得したMIXMLSchemaCollectionハンドルが不必要になったときに、このハンドルを解放で
きます。

関連項目
MIXmlDocumentGetNamespaces() 関数

MIXmlSCGetLength() 関数

目的
コレクションに現在含まれている名前空間の数を取得します。

構文

MIXmlSCGetLength( ByVal hXMLSchemaCollection As MIXMLSchemaCollection )

As Integer

hXMLSchemaCollection は、MIXMLSchemaCollection オブジェクト ハンドルです。

戻り値
コレクションに現在含まれている名前空間の数。

説明
MIXmlSCGetLength()を使用すると、コレクションに現在含まれている名前空間の数を取得でき
ます。
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関連項目
MIXmlDocumentGetNamespaces() 関数、MIXmlSCGetNamespace() 関数

MIXmlSCGetNamespace() 関数

目的
指定されたインデックスの名前空間を取得します。

構文

MIXmlSCGetNamespace( ByVal hXMLSchemaCollection As MIXMLSchemaCollection,

ByVal index As Integer, pNamespace As String, ByVal nLen As Integer )
As SmallInt

hXMLSchemaCollection は、MIXMLSchemaCollection オブジェクト ハンドルです。
index は、インデックスを示す整数です (0 ～ "名前空間数 - 1")。
pNamespace は、名前空間の名前を受け取る文字列の参照です。
nLen は、pNamespace によって参照されるバッファのサイズです。

戻り値
成功した場合は 0 以外の値。それ以外の場合は 0。エラーの原因を調べるには、
MIGetErrorMessage() 関数を呼び出します。

説明
MIXmlSCGetNamespace()を使用すると、コレクションに対して反復処理を実行して内容を取得
できます。

関連項目
MIXmlDocumentGetNamespaces() 関数、MIXmlSCGetLength() 関数
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MIXmlSelectNodes() 関数

目的
指定されたパターン マッチング操作をこのノードの内容に適用し、マッチしたノードのリストを
MIXmlNodeList オブジェクトとして返します。

構文

MIXmlSelectNodes( ByVal hXMLNode As MIXmlNode, ByVal strPattern As String

) As MIXmlNodeList

hXMLNode は、MIXmlNode オブジェクト ハンドルです。
strPattern は、XPath 式を指定する文字列です。

戻り値
MIXmlNodeList オブジェクトのハンドル。これは、指定されたパターン マッチング操作を適用す
ることで選択されたノードのコレクションです。ノードが選択されなかった場合は空のコレクショ
ンが返されます。失敗した場合は NULL が返されます。

説明
MIXmlSelectNodes()を使用すると、指定されたパターン マッチング操作でマッチしたノードの
コレクションを MIXmlNodeList オブジェクトとして取得できます。MIXmlSelectNodes()は
MIXmlSelectSingleNode()関数に似ていますが、最初にマッチしたノードを返すのではなく、マッ
チしたすべてのノードのリストを返します。
ハンドルが不必要になったとき、呼び出し元は MIXmlNodeListDestroy() プロシージャを呼び出
してハンドルを破棄する必要があります。

関連項目
MIXmlNodeListDestroy()プロシージャ、MIXmlSelectSingleNode()関数、MIXmlGetChildList()
関数
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MIXmlSelectSingleNode() 関数

目的
指定されたパターン マッチング操作をこのノードの内容に適用し、最初にマッチしたノードを
MIXmlNode オブジェクトとして返します。

構文

MIXmlSelectSingleNode( ByVal hXMLNode As MIXmlNode,
ByVal strPattern As String ) As MIXmlNode

hXMLNode は、MIXmlNode オブジェクト ハンドルです。
strPattern は、XPath 式を指定する文字列です。

戻り値
MIXmlNode オブジェクトのハンドル。指定されたパターン マッチング操作で最初にマッチした
ノードを返します。式にマッチするノードが存在しない場合は NULL 値を返します。

説明
MIXmlSelectSingleNode()は、指定されたパターンマッチング操作で最初にマッチしたノードで
ある MIXmlNode オブジェクトのハンドルを取得します。子が存在しない場合は NULL を返しま
す。MIXmlSelectSingleNode()は MIXmlSelectNodes() 関数に似ていますが、マッチしたすべて
のノードのリストを返すのではなく、最初にマッチしたノードを返します。
ハンドルが不必要になったとき、呼び出し元は MIXmlNodeDestroy() プロシージャを呼び出して
ハンドルを破棄する必要があります。
関連項目

MIXmlNodeDestroy() プロシージャ、MIXmlSelectNodes() 関数
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C - 文字コード テーブル
コンピュータのキーボードのすべての文字は数値コードに対応します。た
とえば、文字 "A" は文字コード 65 に相当します。文字セットとはコン
ピュータに表示される文字のセットで、文字に対応する数値コードセット
です。
国によって異なる文字セットが使用されます。たとえば、北アメリカおよ
び西ヨーロッパ版のWindowsでは、文字コード 176は「度」を表す記号
に対応します。しかし、別の文字セットを使用するように Windows を設
定すると、文字コード 176 が別の文字を表すことがあります。国際文字
セットの使用方法については、『MapBasic ユーザーズ ガイド』の「プ
ラットフォーム指定/国際文字セット」を参照してください。
プログラムで "特殊" 文字が含まれる既存のファイルを読み込む必要があ
り、そのファイルがプログラムの実行時に使用する文字セットと異なる文
字セットで作成されている場合は、プログラムでCharSet句を使用する必
要があります。CharSet句で、ファイルの作成時にどの文字セットが使用
されたかを指定します。
関連項目

CharSet 句

このセクションの構成

このセクションの構成
文字コード テーブルの定義.................................................................1237



文字コード テーブルの定義
Windows の Latin 1 文字セットの表示可能な文字の一覧です。 コードの 32 (スペース) から 126
(ティルダ) までの文字は、他の一般的な文字セットと共通です。 特殊文字として、9 はタブ、10
はライン フィード、12 はフォーム フィード、13 は改行を表わします。
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D - 演算子の要約
演算子は特定の値からある結果を得るために使用します。 演算子は、使
用するデータのタイプおよび生じる結果のタイプによって分類することが
できます。

このセクションの構成

このセクションの構成
数値演算子............................................................................................1239
比較演算子............................................................................................1240
論理演算子............................................................................................1241
地理演算子............................................................................................1242
タイプの自動変換.................................................................................1245
ワイルドカード....................................................................................1246



数値演算子
以下の数値演算子は 2 つの数値を受け取り、数値の結果を返します。

例処理演算子

a + b加算+

a - b減算-

a * b乗算*

a / b除算/

a \ b整数除算 (余りをカット)\

a Mod b整数除算の余りMod

a ^ b累乗^

これらの演算子のうち次の 2 つは別の用途でも用います。 プラス記号を 2 つの文字列に使用する
と文字列が連結され、1 つの新しい文字列が生成されます。 単一の数値にマイナス記号を付ける
と否定演算子となり、数値の結果が生成されます。アンパサンド記号も文字列の連結を行います。
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例処理演算子

- a負の数-

a + b文字列結合+

a & b文字列結合&

比較演算子
比較演算子は、同じ一般タイプの 2つの値を比較し、TRUEまたは FALSEの論理値を返します。
数値データと非数値データ (文字列式など) を直接比較することはできませんが、整数、2 バイト
整数、浮動小数などのデータ タイプを比較することはできます。 比較演算子は条件式でしばしば
使用されます (例: If...Then)。
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例TRUE が返される条件演算子

a = ba と b が等しい=

a <> ba と b が等しくない<>

a < ba が b より小さい<

a > ba が b より大きい>

a <= ba が b より小さいか等しい<=

a >= ba が b より大きいか等しい>=

Between...And...比較演算子を利用して、日付の値がある範囲内にあるかどうかを調べることがで
きます。この演算子は包含的です (たとえば、X >= 500 And X <= 600)。文字列型や日付型だけで
なく、数値にも適用できます。また、SQLクエリのWHERE句でも使用できます。次の If...Then
文では Between...And...比較を使用しています。

If x Between 0 And 100 Then
Note "Data within range."
Else
Note "Data out of range."
End If

論理演算子
"論理演算子" は、TRUE または FALSE の論理結果を生成します。
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例TRUE が返される条件演算子

a And b両方のオペランドが TRUE であるAnd

a Or bどちらかのオペランドがTRUEであるOr

Not aオペランドが FALSE であるNot

地理演算子
地理演算子はオブジェクトに対して使用され、TRUE または FALSE の論理結果を生成します。
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例TRUE が返される条件演算子

objectA Contains
objectB

最初のオブジェクトが 2 番目のオブ
ジェクトの中心点を含む

Contains

objectA Contains Part
objectB

第 1オブジェクトが第 2オブジェクト
の一部を含む

Contains Part

objectA Contains
Entire objectB

第 1オブジェクトが第 2オブジェクト
の全体を含む

Contains Entire

objectA Within objectB最初のオブジェクトの中心点が 2番目
のオブジェクトの中にある

Within

objectA Partly Within
objectB

最初のオブジェクトの一部が 2番目の
オブジェクトの中にある

Partly Within

objectA Entirely
Within objectB

最初のオブジェクト全体が 2番目のオ
ブジェクトの中にある

Entirely Within

objectA Intersects
objectB

2 つのオブジェクトがある点で交差す
る

Intersects

優先順位

かっこは式内に別の式を含むときに使用する特別な演算子です。 かっこを使用することにより、
計算式の優先順位を変更することができます。 次の表は MapBasic で使用する演算子の優先順位
を示します。 同じ行の演算子は同等の優先順位を意味します。 優先順位の高い順に計算されま
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す。同じ優先順位の演算子の場合は左から順に計算されます (ただし、累乗は例外で右から左に計
算されます)。

MapBasic 演算子優先順位

かっこ(最も高い優先順位)

累乗

負

乗算、除算、Mod、整数除算

加算、減算

地理演算子

比較演算子、Like 演算子

Not

And

Or(最も低い優先順位)

たとえば、3 + 4 * 2 という式の結果は 11 となります (加算より先に乗算が行われます)。 式が
(3 + 4) * 2であれば、結果は 14になります (かっこがあるので加算が先に行われます)。 優先
順位について不確かな場合はかっこを使用してください。
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タイプの自動変換
いろいろなタイプのデータを含む式を作成した場合、MapInfoは意味のある結果を生成するために
タイプの自動変換を行います。 たとえば、日付から日付を減算する場合、結果は両方の日付の間
の日数を表す整数になります。
次の表に、MapBasicで自動変換されるタイプを示します。この表では、整数変数、2バイト整数
変数、または整数定数で表される整数値を「整数」と表記しています。 また、「数値」は数値式
を表しますが、これは必ずしも整数ではありません。

結果オペランドの組み合わせ演算子

Date日付 + 数値+

Date数値 + 日付

Integer整数 + 整数

Float数値 + 数値

Stringその他 + その他

Date日付 - 数値-

Integer日付 - 日付

Integer整数 - 整数

Float数値 - 数値
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結果オペランドの組み合わせ演算子

Integer整数 * 整数*

Float数値 * 数値

Float数値 / 数値/

Integer数値 \ 数値\

Integer数値 MOD 数値MOD

Float数値 ^ 数値^

ワイルドカード
LIKE 演算子では、パーセント記号 (%) と下線 (_) をワイルドカードとして使用します。

例処理ワイルドカード

select * from table where
Name Like "New Yor_" into
Selection

任意の 1 文字に一致_

select * from table where
Name Like "New%" into
Selection

ゼロ個以上の文字に一致%
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E - MapBasic 定義ファイ
ル
MapBasic 開発環境には、MapBasic でのプログラミングの際に有用な定
義とデフォルト値が記述されたMapBasic定義ファイル (mapbasic.def)
があります。 MapBasic の文と関数呼び出しが正しく機能するように、
mapbasic.def の Include 文をプログラムの先頭に追加します。

Include "mapbasic.def"

mapbasic.def に定義されたコードを MapBasic ウィンドウで入力するこ
とはできません。 mapbasic.def ファイルには、TRUE、FALSE、およ
びよく使われる一般的な色 (BLACK、WHITE、RED、GREEN、BLUE、
CYAN、MAGENTA、YELLOW など) を定義する Define 文があります。
各Define文には、コードと値が設定されています。たとえば、BLACKと
いうコードの値には 0 があります。 MapBasic ウィンドウにコマンドを
入力するときには、各コードの名前ではなく、コードの実際の値を使用し
てください (BLACK ではなく、0 を使用してください)。
MapBasic開発環境の詳細については、『MapBasicユーザーズガイド』
を参照してください。

このセクションの構成

このセクションの構成
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MAPBASIC.DEF ファイル
MAPBASIC.DEF ファイルの内容を以下に示します。このファイルは、MapBasic ディレクトリに
あります。

'============================================================================
' MapInfo Pro 2019 - System defines
'----------------------------------------------------------------------------
' This file contains defines useful when programming in the MapBasic
' language. There are three versions of this file:
' MAPBASIC.DEF - MapBasic syntax
' MAPBASIC.BAS - Visual Basic syntax
' MAPBASIC.H - C/C++ syntax
'----------------------------------------------------------------------------
' The defines in this file are organized into the following sections:
' General Purpose defines:
' macros, logical constants, angle conversion, colors, string
length
' BrowserInfo() defines
' ButtonPadInfo() defines
' ColumnInfo() and column type defines
' CommandInfo() and task switch defines
' DateWindow() defines
' FileAttr() and file access mode defines
' GetFolderPath$() defines
' GetPreference() defines
' GetPreferencePath$() defines
' IntersectNodes() parameters
' LabelInfo() defines
' GroupLayerInfo() defines
' LayerListInfo() defines
' LayerInfo(), display mode, label property, layer type, hotlink
defines
' LayoutInfo(), LayoutItemInfo() and LayoutPageItemInfo() defines
' LegendInfo() and legend orientation defines
' LegendFrameInfo() and frame type defines
' LegendTextFrameInfo() defines
' LegendStyleInfo() defines
' LibraryServiceInfo() defines
' LocateFile$() defines
' Map3DInfo() defines
' MapperInfo(), display mode, calculation type, and clip type defines
' MenuItemInfoByID() and MenuItemInfoByHandler() defines
' ObjectGeography() defines
' ObjectInfo() and object type defines
' PrismMapInfo() defines
' SearchInfo() defines
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' SelectionInfo() defines
' Server statement and function defines
' SessionInfo() defines
' Set Next Document Style defines
' StringCompare() return values
' StyleAttr() defines
' SystemInfo(), platform, and version defines
' TableInfo() and table type defines
' ThemeInfo() defines
' ThemeItemInfo() defines
' ThemeExpressionInfo() defines
' RangeThemeInfo() defines
' RangeThemeItemInfo() defines
' IndividualThemeInfo() defines
' IndividualThemeItemInfo() defines
' DotDensityThemeInfo() defines
' GraduatedThemeInfo() defines
' BartChartThemeInfo() defines
' BarChartThemeItemInfo() defines
' PieChartThemeInfo() defines
' PieChartThemeItemInfo() defines
' WindowInfo(), window type and state, and print orientation defines
' Abbreviated list of error codes
' Backward Compatibility defines
'============================================================================
' MAPBASIC.DEF is converted into MAPBASIC.H by doing the following:
' - concatenate MAPBASIC.DEF and MENU.DEF into MAPBASIC.H
' - search & replace "'" at begining of a line with "//"
' - search & replace "Define" at begining of a line with "#define"
' - delete the following sections:
' * General Purpose defines:
' Macros, Logical Constants, Angle Conversions
' * Abbreviated list of error codes
' * Backward Compatibility defines
' * Menu constants whose names have changed
' * Obsolete menu items
'============================================================================
' MAPBASIC.DEF is converted into MAPBASIC.BAS by doing the following:
' - concatenate MAPBASIC.DEF and MENU.DEF into MAPBASIC.BAS
' - search & replace "Define <name>" with "Global Const <name> ="
' e.g. "<Define {[!-z]+} +{[!-z]}" with "Global Const \0 = \1" with
Brief
' - delete the following sections:
' * General Purpose defines:
' Macros, Logical Constants, Angle Conversions
' * Abbreviated list of error codes
' * Backward Compatibility defines
' * Menu constants whose names have changed
' * Obsolete menu items
'============================================================================

'============================================================================
' General Purpose defines
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'============================================================================
'----------------------------------------------------------------------------
' Macros
'----------------------------------------------------------------------------
Define CLS Print Chr$(12)

'----------------------------------------------------------------------------
' Logical constants
'----------------------------------------------------------------------------
Define TRUE 1
Define FALSE 0

'----------------------------------------------------------------------------
' Angle conversion
'----------------------------------------------------------------------------
Define DEG_2_RAD 0.01745329252
Define RAD_2_DEG 57.29577951

'----------------------------------------------------------------------------
' Time conversion
'----------------------------------------------------------------------------
Define SECONDS_PER_DAY 86400

'----------------------------------------------------------------------------
' Colors
'----------------------------------------------------------------------------
Define BLACK 0
Define WHITE 16777215
Define RED 16711680
Define GREEN 65280
Define BLUE 255
Define CYAN 65535
Define MAGENTA 16711935
Define YELLOW 16776960

'----------------------------------------------------------------------------
'Maximum length for character string
'----------------------------------------------------------------------------
Define MAX_STRING_LENGTH 32767

'============================================================================
' BrowserInfo() defines
'============================================================================
Define BROWSER_INFO_NROWS 1
Define BROWSER_INFO_NCOLS 2
Define BROWSER_INFO_CURRENT_ROW 3
Define BROWSER_INFO_CURRENT_COLUMN 4
Define BROWSER_INFO_CURRENT_CELL_VALUE 5

'============================================================================
' ButtonPadInfo() defines
'============================================================================
Define BTNPAD_INFO_FLOATING 1
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Define BTNPAD_INFO_WIDTH 2
Define BTNPAD_INFO_NBTNS 3
Define BTNPAD_INFO_X 4
Define BTNPAD_INFO_Y 5
Define BTNPAD_INFO_WINID 6
Define BTNPAD_INFO_DOCK_POSITION 7

'============================================================================
' New as per MI Pro 10.5.
' Codes returned from ButtonPadInfo() when 'BTNPAD_INFO_DOCK_POSITION'
code
' is used to inquiry about the tool bar position
'============================================================================
Define BBTNPAD_INFO_DOCK_NONE 0
Define BTNPAD_INFO_DOCK_LEFT 1
Define BTNPAD_INFO_DOCK_TOP 2
Define BTNPAD_INFO_DOCK_RIGHT 3
Define BTNPAD_INFO_DOCK_BOTTOM 4

'============================================================================
' ColumnInfo() defines
'============================================================================
Define COL_INFO_NAME 1
Define COL_INFO_NUM 2
Define COL_INFO_TYPE 3
Define COL_INFO_WIDTH 4
Define COL_INFO_DECPLACES 5
Define COL_INFO_INDEXED 6
Define COL_INFO_EDITABLE 7

'----------------------------------------------------------------------------
' Column type defines, returned by ColumnInfo() for COL_INFO_TYPE
'----------------------------------------------------------------------------
Define COL_TYPE_CHAR 1
Define COL_TYPE_DECIMAL 2
Define COL_TYPE_INTEGER 3
Define COL_TYPE_SMALLINT 4
Define COL_TYPE_DATE 5
Define COL_TYPE_LOGICAL 6
Define COL_TYPE_GRAPHIC 7
Define COL_TYPE_FLOAT 8
Define COL_TYPE_TIME 37
Define COL_TYPE_DATETIME 38
Define COL_TYPE_LARGEINT 39

'============================================================================
' CommandInfo() defines
'============================================================================
Define CMD_INFO_X 1
Define CMD_INFO_Y 2
Define CMD_INFO_SHIFT 3
Define CMD_INFO_CTRL 4
Define CMD_INFO_X2 5
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Define CMD_INFO_Y2 6
Define CMD_INFO_TOOLBTN 7
Define CMD_INFO_MENUITEM 8
Define CMD_INFO_WIN 1
Define CMD_INFO_SELTYPE 1
Define CMD_INFO_ROWID 2
Define CMD_INFO_INTERRUPT 3
Define CMD_INFO_STATUS 1
Define CMD_INFO_MSG 1000
Define CMD_INFO_DLG_OK 1
Define CMD_INFO_DLG_DBL 1
Define CMD_INFO_FIND_RC 3
Define CMD_INFO_FIND_ROWID 4
Define CMD_INFO_XCMD 1
Define CMD_INFO_CUSTOM_OBJ 1
Define CMD_INFO_TASK_SWITCH 1
Define CMD_INFO_EDIT_TABLE 1
Define CMD_INFO_EDIT_STATUS 2
Define CMD_INFO_EDIT_ASK 1
Define CMD_INFO_EDIT_SAVE 2
Define CMD_INFO_EDIT_DISCARD 3
Define CMD_INFO_HL_WINDOW_ID 17
Define CMD_INFO_HL_TABLE_NAME 18
Define CMD_INFO_HL_ROWID 19
Define CMD_INFO_HL_LAYER_ID 20
Define CMD_INFO_HL_FILE_NAME 21

'----------------------------------------------------------------------------
' Task Switches, returned by CommandInfo() for CMD_INFO_TASK_SWITCH
'----------------------------------------------------------------------------
Define SWITCHING_OUT_OF_MAPINFO 0
Define SWITCHING_INTO_MAPINFO 1

'============================================================================
' DateWindow() defines
'============================================================================
Define DATE_WIN_SESSION 1
Define DATE_WIN_CURPROG 2

'============================================================================
' FileAttr() defines
'============================================================================
Define FILE_ATTR_MODE 1
Define FILE_ATTR_FILESIZE 2

'----------------------------------------------------------------------------
' File Access Modes, returned by FileAttr() for FILE_ATTR_MODE
'----------------------------------------------------------------------------
Define MODE_INPUT 0
Define MODE_OUTPUT 1
Define MODE_APPEND 2
Define MODE_RANDOM 3
Define MODE_BINARY 4
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'============================================================================
' GetFolderPath$() defines
'============================================================================

Define FOLDER_MI_APPDATA -1
Define FOLDER_MI_LOCAL_APPDATA -2
Define FOLDER_MI_PREFERENCE -3
Define FOLDER_MI_COMMON_APPDATA -4
Define FOLDER_APPDATA 26
Define FOLDER_LOCAL_APPDATA 28
Define FOLDER_COMMON_APPDATA 35
Define FOLDER_COMMON_DOCS 46
Define FOLDER_MYDOCS 5
Define FOLDER_MYPICS 39

'============================================================================
' GetPreferencePath$(), GetCurrentPath$(), and Set Path defines
'============================================================================

Define PREFERENCE_PATH_TABLE 0
Define PREFERENCE_PATH_WORKSPACE 1
Define PREFERENCE_PATH_MBX 2
Define PREFERENCE_PATH_IMPORT 3
Define PREFERENCE_PATH_SQLQUERY 4
Define PREFERENCE_PATH_THEMETHEMPLATE 5
Define PREFERENCE_PATH_MIQUERY 6
Define PREFERENCE_PATH_NEWGRID 7
Define PREFERENCE_PATH_CRYSTAL 8
Define PREFERENCE_PATH_GRAPHSUPPORT 9
Define PREFERENCE_PATH_REMOTETABLE 10
Define PREFERENCE_PATH_SHAPEFILE 11
Define PREFERENCE_PATH_WFSTABLE 12
Define PREFERENCE_PATH_WMSTABLE 13
Define PREFERENCE_PATH_LAYOUTIMAGES 14

'============================================================================
' IntersectNodes() defines
'============================================================================
Define INCL_CROSSINGS 1
Define INCL_COMMON 6
Define INCL_ALL 7

'============================================================================
' LabelInfo() defines
'============================================================================
Define LABEL_INFO_OBJECT 1
Define LABEL_INFO_POSITION 2
Define LABEL_INFO_ANCHORX 3
Define LABEL_INFO_ANCHORY 4
Define LABEL_INFO_OFFSET 5
Define LABEL_INFO_ROWID 6
Define LABEL_INFO_TABLE 7
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Define LABEL_INFO_EDIT 8
Define LABEL_INFO_EDIT_VISIBILITY 9
Define LABEL_INFO_EDIT_ANCHOR 10
Define LABEL_INFO_EDIT_OFFSET 11
Define LABEL_INFO_EDIT_FONT 12
Define LABEL_INFO_EDIT_PEN 13
Define LABEL_INFO_EDIT_TEXT 14
Define LABEL_INFO_EDIT_TEXTARROW 15
Define LABEL_INFO_EDIT_ANGLE 16
Define LABEL_INFO_EDIT_POSITION 17
Define LABEL_INFO_EDIT_TEXTLINE 18
Define LABEL_INFO_SELECT 19
Define LABEL_INFO_DRAWN 20
Define LABEL_INFO_ORIENTATION 21

'============================================================================
' Codes passed to the GroupLayerInfo function to get info about a group
layer.
'============================================================================
Define GROUPLAYER_INFO_NAME 1
Define GROUPLAYER_INFO_LAYERLIST_ID 2
Define GROUPLAYER_INFO_DISPLAY 3
Define GROUPLAYER_INFO_LAYERS 4
Define GROUPLAYER_INFO_ALL_LAYERS 5
Define GROUPLAYER_INFO_TOPLEVEL_LAYERS 6
Define GROUPLAYER_INFO_PARENT_GROUP_ID 7

'============================================================================
' Values returned by GroupLayerInfo() for GROUPLAYER_INFO_DISPLAY. These
' defines correspond to the MapBasic defines in MAPBASIC.DEF. If you
alter
' these you must alter MAPBASIC.DEF.
'============================================================================
Define GROUPLAYER_INFO_DISPLAY_OFF 0
Define GROUPLAYER_INFO_DISPLAY_ON 1

'****************************************************************************
' Codes passed to the LayerListInfo function to help enumerating all
layers in a Map.
'****************************************************************************
Define LAYERLIST_INFO_TYPE 1
Define LAYERLIST_INFO_NAME 2
Define LAYERLIST_INFO_LAYER_ID 3
Define LAYERLIST_INFO_GROUPLAYER_ID 4

'****************************************************************************
' Values returned by LayerListInfo() for LAYERLIST_INFO_TYPE. These
' defines correspond to the MapBasic defines in MAPBASIC.DEF. If you
alter
' these you must alter MAPBASIC.DEF.
'****************************************************************************

Define LAYERLIST_INFO_TYPE_LAYER 0
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Define LAYERLIST_INFO_TYPE_GROUP 1

'============================================================================
' LayerInfo() defines
'============================================================================
Define LAYER_INFO_NAME 1
Define LAYER_INFO_EDITABLE 2
Define LAYER_INFO_SELECTABLE 3
Define LAYER_INFO_ZOOM_LAYERED 4
Define LAYER_INFO_ZOOM_MIN 5
Define LAYER_INFO_ZOOM_MAX 6
Define LAYER_INFO_COSMETIC 7
Define LAYER_INFO_PATH 8
Define LAYER_INFO_DISPLAY 9
Define LAYER_INFO_OVR_LINE 10
Define LAYER_INFO_OVR_PEN 11
Define LAYER_INFO_OVR_BRUSH 12
Define LAYER_INFO_OVR_SYMBOL 13
Define LAYER_INFO_OVR_FONT 14
Define LAYER_INFO_LBL_EXPR 15
Define LAYER_INFO_LBL_LT 16
Define LAYER_INFO_LBL_CURFONT 17
Define LAYER_INFO_LBL_FONT 18
Define LAYER_INFO_LBL_PARALLEL 19
Define LAYER_INFO_LBL_POS 20
Define LAYER_INFO_ARROWS 21
Define LAYER_INFO_NODES 22
Define LAYER_INFO_CENTROIDS 23
Define LAYER_INFO_TYPE 24
Define LAYER_INFO_LBL_VISIBILITY 25
Define LAYER_INFO_LBL_ZOOM_MIN 26
Define LAYER_INFO_LBL_ZOOM_MAX 27
Define LAYER_INFO_LBL_AUTODISPLAY 28
Define LAYER_INFO_LBL_OVERLAP 29
Define LAYER_INFO_LBL_DUPLICATES 30
Define LAYER_INFO_LBL_OFFSET 31
Define LAYER_INFO_LBL_MAX 32
Define LAYER_INFO_LBL_PARTIALSEGS 33
Define LAYER_INFO_HOTLINK_EXPR 34
Define LAYER_INFO_HOTLINK_MODE 35
Define LAYER_INFO_HOTLINK_RELATIVE 36
Define LAYER_INFO_HOTLINK_COUNT 37
Define LAYER_INFO_LBL_ORIENTATION 38
Define LAYER_INFO_LAYER_ALPHA 39
Define LAYER_INFO_LAYER_TRANSLUCENCY 40
Define LAYER_INFO_LABEL_ALPHA 41
Define LAYER_INFO_LAYERLIST_ID 42
Define LAYER_INFO_PARENT_GROUP_ID 43
'Code 44 - 52 are for override style & label
Define LAYER_INFO_OVR_STYLE_COUNT 44
Define LAYER_INFO_OVR_LBL_COUNT 45
Define LAYER_INFO_OVR_STYLE_CURRENT 46
Define LAYER_INFO_OVR_LBL_CURRENT 47
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Define LAYER_INFO_OVR_LINE_COUNT 48
Define LAYER_INFO_OVR_PEN_COUNT 49
Define LAYER_INFO_OVR_BRUSH_COUNT 50
Define LAYER_INFO_OVR_SYMBOL_COUNT 51
Define LAYER_INFO_OVR_FONT_COUNT 52
Define LAYER_INFO_TILE_SERVER_LEVEL 53
'Advanced labelling options
Define LAYER_INFO_LBL_AUTO_POSITION 54
Define LAYER_INFO_LBL_AUTO_SIZES 55
Define LAYER_INFO_LBL_SUPPRESS_IF_NO_FIT 56
Define LAYER_INFO_LBL_AUTO_SIZE_STEP 57
Define LAYER_INFO_LBL_CURVED_BEST_POSITION 58
Define LAYER_INFO_LBL_CURVED_FALLBACK 59
Define LAYER_INFO_LBL_USE_ABBREVIATION 60
Define LAYER_INFO_ABBREVIATION_EXPR 61
Define LAYER_INFO_LBL_AUTO_CALLOUT 62
Define LAYER_INFO_LBL_ORDER 63
Define LAYER_INFO_FRIENDLYNAME 64
Define LAYER_INFO_GRIDLINE_COORDSYS 65
Define LAYER_INFO_GRIDLINE_SPACE_HORIZONTAL 66
Define LAYER_INFO_GRIDLINE_SPACE_VERTICAL 67
Define LAYER_INFO_GRIDLINE_AUTO 68
Define LAYER_INFO_GRIDLINE_MIN_HORIZONTAL 69
Define LAYER_INFO_GRIDLINE_MIN_VERTICAL 70
Define LAYER_INFO_GRIDLINE_PAPER_HORIZONTAL 71
Define LAYER_INFO_GRIDLINE_PAPER_VERTICAL 72
Define LAYER_INFO_GRIDLINE_OFFSET 73
Define LAYER_INFO_LABEL_POS_RETRY 74
Define LAYER_INFO_GRIDLINE_HORIZONTAL_LABEL_POS 75
Define LAYER_INFO_GRIDLINE_VERTICAL_LABEL_POS 76
Define LAYER_INFO_GRIDLINE_LABEL_DIRECTION 77
Define LAYER_INFO_ALIAS 78
Define LAYER_INFO_LBL_LINE_PEN 79
Define LAYER_INFO_RASTER_CONTRAST 80
Define LAYER_INFO_RASTER_BRIGHTNESS 81
Define LAYER_INFO_RASTER_ALPHA 82
Define LAYER_INFO_RASTER_GREYSCALE 83
Define LAYER_INFO_LABEL_EXPR_TABLE 84
Define LAYER_INFO_LBL_CURVED_PERCENT_OVER 85
Define LAYER_INFO_LEGEND 86

'----------------------------------------------------------------------------
' Values returned by LayerInfo() for LAYER_INFO_LABEL_ORIENTATION and
' LABEL_INFO_ORIENTATION.
'----------------------------------------------------------------------------
Define LAYER_INFO_LABEL_ORIENT_HORIZONTAL 0
Define LAYER_INFO_LABEL_ORIENT_PARALLEL 1
Define LAYER_INFO_LABEL_ORIENT_CURVED 2

'----------------------------------------------------------------------------
' Display Modes, returned by LayerInfo() for LAYER_INFO_DISPLAY
'----------------------------------------------------------------------------
Define LAYER_INFO_DISPLAY_OFF 0
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Define LAYER_INFO_DISPLAY_GRAPHIC 1
Define LAYER_INFO_DISPLAY_GLOBAL 2
Define LAYER_INFO_DISPLAY_VALUE 3

'----------------------------------------------------------------------------
' Label Linetypes, returned by LayerInfo() for LAYER_INFO_LBL_LT
'----------------------------------------------------------------------------
Define LAYER_INFO_LBL_LT_NONE 0
Define LAYER_INFO_LBL_LT_SIMPLE 1
Define LAYER_INFO_LBL_LT_ARROW 2

'----------------------------------------------------------------------------
' Label Positions, returned by LayerInfo() for LAYER_INFO_LBL_POS and
' LabelInfo() for LABEL_INFO_POSITION
'----------------------------------------------------------------------------
Define LAYER_INFO_LBL_POS_AUTO -1
Define LAYER_INFO_LBL_POS_CC 0
Define LAYER_INFO_LBL_POS_TL 1
Define LAYER_INFO_LBL_POS_TC 2
Define LAYER_INFO_LBL_POS_TR 3
Define LAYER_INFO_LBL_POS_CL 4
Define LAYER_INFO_LBL_POS_CR 5
Define LAYER_INFO_LBL_POS_BL 6
Define LAYER_INFO_LBL_POS_BC 7
Define LAYER_INFO_LBL_POS_BR 8

'----------------------------------------------------------------------------
' Layer Types, returned by LayerInfo() for LAYER_INFO_TYPE
'----------------------------------------------------------------------------
Define LAYER_INFO_TYPE_NORMAL 0
Define LAYER_INFO_TYPE_COSMETIC 1
Define LAYER_INFO_TYPE_IMAGE 2
Define LAYER_INFO_TYPE_THEMATIC 3
Define LAYER_INFO_TYPE_GRID 4
Define LAYER_INFO_TYPE_WMS 5
Define LAYER_INFO_TYPE_TILESERVER 6
Define LAYER_INFO_TYPE_GRIDLINE 7

'----------------------------------------------------------------------------
' Label visibility modes, from LayerInfo() for LAYER_INFO_LBL_VISIBILITY
'----------------------------------------------------------------------------
Define LAYER_INFO_LBL_VIS_OFF 1
Define LAYER_INFO_LBL_VIS_ZOOM 2
Define LAYER_INFO_LBL_VIS_ON 3

'----------------------------------------------------------------------------
' Values Returned by LayerInfo() for
LAYER_INFO_GRIDLINE_HORIZONTAL_LABEL_POS
' and LAYER_INFO_GRIDLINE_VERTICAL_LABEL_POS.
'----------------------------------------------------------------------------
Define GRIDLINE_HORIZONTAL_LABEL_NONE 0
Define GRIDLINE_HORIZONTAL_LABEL_LEFT 1
Define GRIDLINE_HORIZONTAL_LABEL_RIGHT 2
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Define GRIDLINE_HORIZONTAL_LABEL_BOTH 3

Define GRIDLINE_VERTICAL_LABEL_NONE 0
Define GRIDLINE_VERTICAL_LABEL_TOP 1
Define GRIDLINE_VERTICAL_LABEL_BOTTOM 2
Define GRIDLINE_VERTICAL_LABEL_BOTH 3

'----------------------------------------------------------------------------
' Values Returned by LayerInfo() for LAYER_INFO_GRIDLINE_LABEL_DIRECTION.

'----------------------------------------------------------------------------
Define GRIDLINE_LABEL_DIRECTION_PLUSMINUS 0
Define GRIDLINE_LABEL_DIRECTION_COMPASS 1

'----------------------------------------------------------------------------
' Code passed to StyleOverrideInfo function to get override style
information
'----------------------------------------------------------------------------
Define STYLE_OVR_INFO_NAME 1
Define STYLE_OVR_INFO_VISIBILITY 2
Define STYLE_OVR_INFO_ZOOM_MIN 3
Define STYLE_OVR_INFO_ZOOM_MAX 4
Define STYLE_OVR_INFO_ARROWS 5
Define STYLE_OVR_INFO_NODES 6
Define STYLE_OVR_INFO_CENTROIDS 7
Define STYLE_OVR_INFO_ALPHA 8
Define STYLE_OVR_INFO_TRANSLUCENCY 9
Define STYLE_OVR_INFO_LINE 10
Define STYLE_OVR_INFO_PEN 11
Define STYLE_OVR_INFO_BRUSH 12
Define STYLE_OVR_INFO_SYMBOL 13
Define STYLE_OVR_INFO_FONT 14
Define STYLE_OVR_INFO_SYMBOL_COUNT 15
Define STYLE_OVR_INFO_LINE_COUNT 16
Define STYLE_OVR_INFO_PEN_COUNT 17
Define STYLE_OVR_INFO_BRUSH_COUNT 18
Define STYLE_OVR_INFO_FONT_COUNT 19

'----------------------------------------------------------------------------
' Possible return value of StyleOverrideInfo for code
STYLE_OVR_INFO_VISIBILITY
'----------------------------------------------------------------------------
Define STYLE_OVR_INFO_VIS_OFF 0
Define STYLE_OVR_INFO_VIS_ON 1
Define STYLE_OVR_INFO_VIS_OFF_ZOOM 2

'----------------------------------------------------------------------------
' Code passed to LabelOverrideInfo function to get override label
information
'----------------------------------------------------------------------------
Define LBL_OVR_INFO_NAME 1
Define LBL_OVR_INFO_VISIBILITY 2
Define LBL_OVR_INFO_ZOOM_MIN 3
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Define LBL_OVR_INFO_ZOOM_MAX 4
Define LBL_OVR_INFO_EXPR 5
Define LBL_OVR_INFO_LT 6
Define LBL_OVR_INFO_FONT 7
Define LBL_OVR_INFO_PARALLEL 8
Define LBL_OVR_INFO_POS 9
Define LBL_OVR_INFO_OVERLAP 10
Define LBL_OVR_INFO_DUPLICATES 11
Define LBL_OVR_INFO_OFFSET 12
Define LBL_OVR_INFO_MAX 13
Define LBL_OVR_INFO_PARTIALSEGS 14
Define LBL_OVR_INFO_ORIENTATION 15
Define LBL_OVR_INFO_ALPHA 16
Define LBL_OVR_INFO_AUTODISPLAY 17
Define LBL_OVR_INFO_POS_RETRY 18
Define LBL_OVR_INFO_LINE_PEN 19
Define LBL_OVR_INFO_PERCENT_OVER 20
Define LBL_OVR_INFO_AUTO_POSITION 21
Define LBL_OVR_INFO_AUTO_SIZES 22
Define LBL_OVR_INFO_SUPPRESS_IF_NO_FIT 23
Define LBL_OVR_INFO_AUTO_SIZE_STEP 24
Define LBL_OVR_INFO_CURVED_BEST_POSITION 25
Define LBL_OVR_INFO_CURVED_FALLBACK 26
Define LBL_OVR_INFO_USE_ABBREVIATION 27
Define LBL_OVR_INFO_ABBREVIATION_EXPR 28
Define LBL_OVR_INFO_AUTO_CALLOUT 29
Define LBL_OVR_INFO_EXPR_EDITED 30
Define LBL_OVR_INFO_LT_EDITED 31
Define LBL_OVR_INFO_FONT_EDITED 32
Define LBL_OVR_INFO_PARALLEL_EDITED 33
Define LBL_OVR_INFO_POS_EDITED 34
Define LBL_OVR_INFO_OVERLAP_EDITED 35
Define LBL_OVR_INFO_DUPLICATES_EDITED 36
Define LBL_OVR_INFO_OFFSET_EDITED 37
Define LBL_OVR_INFO_MAX_EDITED 38
Define LBL_OVR_INFO_PARTIALSEGS_EDITED 39
Define LBL_OVR_INFO_ORIENTATION_EDITED 40
Define LBL_OVR_INFO_ALPHA_EDITED 41
Define LBL_OVR_INFO_AUTODISPLAY_EDITED 42
Define LBL_OVR_INFO_POS_RETRY_EDITED 43
Define LBL_OVR_INFO_LINE_PEN_EDITED 44
Define LBL_OVR_INFO_PERCENT_OVER_EDITED 45
Define LBL_OVR_INFO_AUTO_POSITION_EDITED 46
Define LBL_OVR_INFO_AUTO_SIZES_EDITED 47
Define LBL_OVR_INFO_SUPPR_IFNOFIT_EDITED 48
Define LBL_OVR_INFO_AUTO_SIZESTEP_EDITED 49
Define LBL_OVR_INFO_CURV_BEST_POS_EDITED 50
Define LBL_OVR_INFO_CURV_FALLBACK_EDITED 51
Define LBL_OVR_INFO_USE_ABBREV_EDITED 52
Define LBL_OVR_INFO_ABBREV_EXPR_EDITED 53
Define LBL_OVR_INFO_AUTO_CALLOUT_EDITED 54

'----------------------------------------------------------------------------
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' Possible return value of LabelOverrideInfo for code
LBL_OVR_INFO_VISIBILITY
'----------------------------------------------------------------------------
Define LBL_OVR_INFO_VIS_OFF 0
Define LBL_OVR_INFO_VIS_ON 1
Define LBL_OVR_INFO_VIS_OFF_ZOOM 2

'----------------------------------------------------------------------------
' LayerControlInfo() defines
'----------------------------------------------------------------------------
Define LC_INFO_SEL_COUNT 1

'----------------------------------------------------------------------------
' LayerControlSelectionInfo() defines
'----------------------------------------------------------------------------
Define LC_SEL_INFO_NAME 1
Define LC_SEL_INFO_TYPE 2
Define LC_SEL_INFO_MAPWIN_ID 3
Define LC_SEL_INFO_LAYER_ID 4
Define LC_SEL_INFO_OVR_ID 5
Define LC_SEL_INFO_HAS_COLOR_SAMPLE 6

'----------------------------------------------------------------------------
' Values returned by LayerControlSelectionInfo() for LC_SEL_INFO_TYPE.
'----------------------------------------------------------------------------
Define LC_SEL_INFO_TYPE_MAP 0
Define LC_SEL_INFO_TYPE_LAYER 1
Define LC_SEL_INFO_TYPE_GROUPLAYER 2
Define LC_SEL_INFO_TYPE_STYLE_OVR 3
Define LC_SEL_INFO_TYPE_LABEL_OVR 4
Define LC_SEL_INFO_TYPE_THEME_ITEM 5

'----------------------------------------------------------------------------
' HotlinkInfo()
defines'----------------------------------------------------------------------------
Define HOTLINK_INFO_EXPR 1
Define HOTLINK_INFO_MODE 2
Define HOTLINK_INFO_RELATIVE 3
Define HOTLINK_INFO_ENABLED 4
Define HOTLINK_INFO_ALIAS 5

'----------------------------------------------------------------------------
' Hotlink activation modes, from LayerInfo() for LAYER_INFO_HOTLINK_MODE
'----------------------------------------------------------------------------
Define HOTLINK_MODE_LABEL 0
Define HOTLINK_MODE_OBJ 1
Define HOTLINK_MODE_BOTH 2

'============================================================================
' LegendInfo() defines
'============================================================================
Define LEGEND_INFO_MAP_ID 1
Define LEGEND_INFO_ORIENTATION 2
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Define LEGEND_INFO_NUM_FRAMES 3
Define LEGEND_INFO_STYLE_SAMPLE_SIZE 4
Define LEGEND_INFO_LINE_SAMPLE_WIDTH 5
Define LEGEND_INFO_REGION_SAMPLE_WIDTH 6
Define LEGEND_INFO_REGION_SAMPLE_HEIGHT 7
Define LEGEND_INFO_NUM_TEXTFRAMES 8
Define LEGEND_INFO_DEFAULT_TITLE 9
Define LEGEND_INFO_DEFAULT_TITLE_FONT 10
Define LEGEND_INFO_DEFAULT_SUBTITLE 11
Define LEGEND_INFO_DEFAULT_SUBTITLE_FONT 12
Define LEGEND_INFO_DEFAULT_STYLE 13
Define LEGEND_INFO_DEFAULT_STYLE_FONT 14
Define LEGEND_INFO_DEFAULT_AUTO_FNT_SZ 15

'============================================================================
' Orientation codes, returned by LegendInfo() for LEGEND_INFO_ORIENTATION
'============================================================================
Define ORIENTATION_PORTRAIT 1
Define ORIENTATION_LANDSCAPE 2
Define ORIENTATION_CUSTOM 3

'----------------------------------------------------------------------------
' Style sample codes, from LegendInfo() for LEGEND_INFO_STYLE_SAMPLE_SIZE
'----------------------------------------------------------------------------
Define STYLE_SAMPLE_SIZE_SMALL 0
Define STYLE_SAMPLE_SIZE_LARGE 1

'============================================================================
' LegendFrameInfo() defines
'============================================================================
Define FRAME_INFO_TYPE 1
Define FRAME_INFO_MAP_LAYER_ID 2
Define FRAME_INFO_REFRESHABLE 3
Define FRAME_INFO_POS_X 4
Define FRAME_INFO_POS_Y 5
Define FRAME_INFO_WIDTH 6
Define FRAME_INFO_HEIGHT 7
Define FRAME_INFO_TITLE 8
Define FRAME_INFO_TITLE_FONT 9
Define FRAME_INFO_SUBTITLE 10
Define FRAME_INFO_SUBTITLE_FONT 11
Define FRAME_INFO_BORDER_PEN 12
Define FRAME_INFO_NUM_STYLES 13
Define FRAME_INFO_VISIBLE 14
Define FRAME_INFO_COLUMN 15
Define FRAME_INFO_LABEL 16
Define FRAME_INFO_COLUMNS 17
Define FRAME_INFO_NUM_VISIBLE_ROWS 18
Define FRAME_INFO_LINE_SAMPLE_WIDTH 19
Define FRAME_INFO_REGION_SAMPLE_WIDTH 20
Define FRAME_INFO_REGION_SAMPLE_HEIGHT 21
Define FRAME_INFO_AUTO_FONT_SIZE 22
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Define FRAME_INFO_SHOW_COUNTS 23
Define FRAME_INFO_DISPLAY_TYPE 24
Define FRAME_INFO_BAR_THICKNESS 25
Define FRAME_INFO_BAR_LENGTH 26
Define FRAME_INFO_BAR_IS_HORIZONTAL 27

'============================================================================
' LegendTextFrameInfo() defines
'============================================================================
Define TEXTFRAME_INFO_POS_X 1
Define TEXTFRAME_INFO_POS_Y 2
Define TEXTFRAME_INFO_WIDTH 3
Define TEXTFRAME_INFO_HEIGHT 4
Define TEXTFRAME_INFO_TEXT 5
Define TEXTFRAME_INFO_TEXT_FONT 6

'============================================================================
' Frame Types, returned by LegendFrameInfo() for FRAME_INFO_TYPE
'============================================================================
Define FRAME_TYPE_NONE 0
Define FRAME_TYPE_STYLE 1
Define FRAME_TYPE_THEME 2
Define FRAME_TYPE_RASTER 3

'----------------------------------------------------------------------------
' Frame display type codes, from LegendFrameInfo() for
FRAME_INFO_DISPLAY_TYPE
'----------------------------------------------------------------------------
Define FRAME_DISPLAY_TYPE_NOT_SPECIFIED 0
Define FRAME_DISPLAY_TYPE_GAP 1
Define FRAME_DISPLAY_TYPE_PALETTE 2
Define FRAME_DISPLAY_TYPE_BAR 3

'============================================================================
' Geocode Attributes, returned by GeocodeInfo()
'============================================================================
Define GEOCODE_STREET_NAME 1
Define GEOCODE_STREET_NUMBER 2
Define GEOCODE_MUNICIPALITY 3
Define GEOCODE_MUNICIPALITY2 4
Define GEOCODE_COUNTRY_SUBDIVISION 5
Define GEOCODE_COUNTRY_SUBDIVISION2 6
Define GEOCODE_POSTAL_CODE 7

Define GEOCODE_DICTIONARY 9
Define GEOCODE_BATCH_SIZE 10
Define GEOCODE_FALLBACK_GEOGRAPHIC 11
Define GEOCODE_FALLBACK_POSTAL 12
Define GEOCODE_OFFSET_CENTER 13
Define GEOCODE_OFFSET_CENTER_UNITS 14
Define GEOCODE_OFFSET_END 15
Define GEOCODE_OFFSET_END_UNITS 16
Define GEOCODE_MIXED_CASE 17
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Define GEOCODE_RESULT_MARK_MULTIPLE 18
Define GEOCODE_COUNT_GEOCODED 19
Define GEOCODE_COUNT_NOTGEOCODED 20
Define GEOCODE_UNABLE_TO_CONVERT_DATA 21
Define GEOCODE_MAX_BATCH_SIZE 22
Define GEOCODE_PASSTHROUGH 100

Define DICTIONARY_ALL 1
Define DICTIONARY_ADDRESS_ONLY 2
Define DICTIONARY_USER_ONLY 3
Define DICTIONARY_PREFER_ADDRESS 4
Define DICTIONARY_PREFER_USER 5

'============================================================================
' ISOGRAM Attributes, returned by IsogramInfo()
'============================================================================
Define ISOGRAM_BANDING 1
Define ISOGRAM_MAJOR_ROADS_ONLY 2
Define ISOGRAM_RETURN_HOLES 3
Define ISOGRAM_MAJOR_POLYGON_ONLY 4
Define ISOGRAM_MAX_OFFROAD_DIST 5
Define ISOGRAM_MAX_OFFROAD_DIST_UNITS 6
Define ISOGRAM_SIMPLIFICATION_FACTOR 7
Define ISOGRAM_DEFAULT_AMBIENT_SPEED 8
Define ISOGRAM_AMBIENT_SPEED_DIST_UNIT 9
Define ISOGRAM_AMBIENT_SPEED_TIME_UNIT 10
Define ISOGRAM_PROPAGATION_FACTOR 11
Define ISOGRAM_BATCH_SIZE 12
Define ISOGRAM_POINTS_ONLY 13
Define ISOGRAM_RECORDS_INSERTED 14
Define ISOGRAM_RECORDS_NOTINSERTED 15
Define ISOGRAM_MAX_BATCH_SIZE 16
Define ISOGRAM_MAX_BANDS 17
Define ISOGRAM_MAX_DISTANCE 18
Define ISOGRAM_MAX_DISTANCE_UNITS 19
Define ISOGRAM_MAX_TIME 20
Define ISOGRAM_MAX_TIME_UNITS 21

'============================================================================
' LegendStyleInfo() defines
'============================================================================
Define LEGEND_STYLE_INFO_TEXT 1
Define LEGEND_STYLE_INFO_FONT 2
Define LEGEND_STYLE_INFO_OBJ 3
Define LEGEND_STYLE_INFO_ROW_VISIBLE 4
Define LEGEND_STYLE_INFO_COUNT 5

'============================================================================
' LayoutInfo() defines
'============================================================================
Define LAYOUT_INFO_NUM_ITEMS 1
Define LAYOUT_INFO_WIDTH 2
Define LAYOUT_INFO_HEIGHT 3
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Define LAYOUT_INFO_LEFT_MARGIN 4
Define LAYOUT_INFO_RIGHT_MARGIN 5
Define LAYOUT_INFO_TOP_MARGIN 6
Define LAYOUT_INFO_BOTTOM_MARGIN 7
Define LAYOUT_INFO_ZOOM 8
Define LAYOUT_INFO_CENTER_X 9
Define LAYOUT_INFO_CENTER_Y 10
Define LAYOUT_INFO_NUM_PAGES 11
Define LAYOUT_INFO_CUR_PAGE 12
Define LAYOUT_INFO_GRID_VISIBILITY 13
Define LAYOUT_INFO_GRID_SNAP 14
Define LAYOUT_INFO_GRID_SIZE 15
Define LAYOUT_INFO_SMART_GUIDES 16

'============================================================================
' LayoutItemInfo() and LayoutPageItemInfo() defines
'============================================================================
Define LAYOUT_ITEM_INFO_POS_X 1
Define LAYOUT_ITEM_INFO_POS_Y 2
Define LAYOUT_ITEM_INFO_WIDTH 3
Define LAYOUT_ITEM_INFO_HEIGHT 4
Define LAYOUT_ITEM_INFO_WIN 5
Define LAYOUT_ITEM_INFO_SELECTED 6
Define LAYOUT_ITEM_INFO_ACTIVATED 7
Define LAYOUT_ITEM_INFO_EMPTY 8
Define LAYOUT_ITEM_INFO_LEGEND_FRAME_ID 9
Define LAYOUT_ITEM_INFO_LEGEND_DESIGNER_WINDOW 10
Define LAYOUT_ITEM_INFO_TYPE 11
Define LAYOUT_ITEM_INFO_IMAGE_FILE 12
Define LAYOUT_ITEM_INFO_OBJ 13
Define LAYOUT_ITEM_INFO_NAME 14
Define LAYOUT_ITEM_INFO_PEN 15
Define LAYOUT_ITEM_INFO_FILL_BRUSH 16
Define LAYOUT_ITEM_INFO_Z_ORDER 17
Define LAYOUT_ITEM_INFO_ANGLE 18
Define LAYOUT_ITEM_INFO_ADDIN_FILE_NAME 19
Define LAYOUT_ITEM_INFO_SERIALIZED_NAME 20
Define LAYOUT_ITEM_INFO_XPS_VIEW_NAME 21
Define LAYOUT_ITEM_INFO_NUM_ITEMS_ON_PAGE 22
Define LAYOUT_ITEM_INFO_FRAME_UNIQUE_ID 23
Define LAYOUT_ITEM_INFO_TEXTSTRING 24
Define LAYOUT_ITEM_INFO_SMART_TEXTSTRING 25

'============================================================================
' Item types, returned by LayoutItemInfo() and LayoutPageItemInfo() for
' LAYOUT_ITEM_INFO_TYPE
'============================================================================
Define LAYOUT_ITEM_TYPE_ANY -1
Define LAYOUT_ITEM_TYPE_EMPTY 0
Define LAYOUT_ITEM_TYPE_MAPPER 1
Define LAYOUT_ITEM_TYPE_BROWSER 2
Define LAYOUT_ITEM_TYPE_LEGEND 3
Define LAYOUT_ITEM_TYPE_TEXT 4
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Define LAYOUT_ITEM_TYPE_SHAPE 5
Define LAYOUT_ITEM_TYPE_IMAGE 6
Define LAYOUT_ITEM_TYPE_CUSTOM 7

'============================================================================
' CurContext() defines
'============================================================================
Define CONTEXT_WINDOWID 1
Define CONTEXT_PAGENUMBER 2
Define CONTEXT_FRAMENUMBER 3

'============================================================================
' LocateFile$() defines
'============================================================================

Define LOCATE_PREF_FILE 0
Define LOCATE_DEF_WOR 1
Define LOCATE_CLR_FILE 2
Define LOCATE_PEN_FILE 3
Define LOCATE_FNT_FILE 4
Define LOCATE_ABB_FILE 5
Define LOCATE_PRJ_FILE 6
Define LOCATE_MNU_FILE 7
Define LOCATE_CUSTSYMB_DIR 8
Define LOCATE_THMTMPLT_DIR 9
Define LOCATE_GRAPH_DIR 10
Define LOCATE_WMS_SERVERLIST 11
Define LOCATE_WFS_SERVERLIST 12
Define LOCATE_GEOCODE_SERVERLIST 13
Define LOCATE_ROUTING_SERVERLIST 14
Define LOCATE_LAYOUT_TEMPLATE_DIR 15

'============================================================================
' GetLicenseKind() defines
'============================================================================
Define LICENSE_KIND_NOLICENSE 0
Define LICENSE_KIND_REGULAR 1
Define LICENSE_KIND_ADVANCE 2

'============================================================================
' TableConnectionInfo() defines
'============================================================================
Define TABLE_CONNECTION_INFO_NUMBER 1

'============================================================================
' TableSchemaInfo() defines
'============================================================================
Define TABLE_SCHEMA_INFO_NAME 1

'============================================================================
' Map3DInfo() defines
'============================================================================
Define MAP3D_INFO_SCALE 1
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Define MAP3D_INFO_RESOLUTION_X 2
Define MAP3D_INFO_RESOLUTION_Y 3
Define MAP3D_INFO_BACKGROUND 4
Define MAP3D_INFO_UNITS 5
Define MAP3D_INFO_LIGHT_X 6
Define MAP3D_INFO_LIGHT_Y 7
Define MAP3D_INFO_LIGHT_Z 8
Define MAP3D_INFO_LIGHT_COLOR 9
Define MAP3D_INFO_CAMERA_X 10
Define MAP3D_INFO_CAMERA_Y 11
Define MAP3D_INFO_CAMERA_Z 12
Define MAP3D_INFO_CAMERA_FOCAL_X 13
Define MAP3D_INFO_CAMERA_FOCAL_Y 14
Define MAP3D_INFO_CAMERA_FOCAL_Z 15
Define MAP3D_INFO_CAMERA_VU_1 16
Define MAP3D_INFO_CAMERA_VU_2 17
Define MAP3D_INFO_CAMERA_VU_3 18
Define MAP3D_INFO_CAMERA_VPN_1 19
Define MAP3D_INFO_CAMERA_VPN_2 20
Define MAP3D_INFO_CAMERA_VPN_3 21
Define MAP3D_INFO_CAMERA_CLIP_NEAR 22
Define MAP3D_INFO_CAMERA_CLIP_FAR 23

'============================================================================
' MapperInfo() defines
'============================================================================
Define MAPPER_INFO_ZOOM 1
Define MAPPER_INFO_SCALE 2
Define MAPPER_INFO_CENTERX 3
Define MAPPER_INFO_CENTERY 4
Define MAPPER_INFO_MINX 5
Define MAPPER_INFO_MINY 6
Define MAPPER_INFO_MAXX 7
Define MAPPER_INFO_MAXY 8
Define MAPPER_INFO_LAYERS 9
Define MAPPER_INFO_EDIT_LAYER 10
Define MAPPER_INFO_XYUNITS 11
Define MAPPER_INFO_DISTUNITS 12
Define MAPPER_INFO_AREAUNITS 13
Define MAPPER_INFO_SCROLLBARS 14
Define MAPPER_INFO_DISPLAY 15
Define MAPPER_INFO_NUM_THEMATIC 16
Define MAPPER_INFO_COORDSYS_CLAUSE 17
Define MAPPER_INFO_COORDSYS_NAME 18
Define MAPPER_INFO_MOVE_DUPLICATE_NODES 19
Define MAPPER_INFO_DIST_CALC_TYPE 20
Define MAPPER_INFO_DISPLAY_DMS 21
Define MAPPER_INFO_COORDSYS_CLAUSE_WITH_BOUNDS 22
Define MAPPER_INFO_CLIP_TYPE 23
Define MAPPER_INFO_CLIP_REGION 24
Define MAPPER_INFO_REPROJECTION 25
Define MAPPER_INFO_RESAMPLING 26
Define MAPPER_INFO_MERGE_MAP 27
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Define MAPPER_INFO_ALL_LAYERS 28
Define MAPPER_INFO_GROUPLAYERS 29
Define MAPPER_INFO_NUM_ADORNMENTS 200
Define MAPPER_INFO_ADORNMENT 200
Define MAPPER_INFO_LABELS_SELECTABLE 30
Define MAPPER_INFO_HAS_CUSTOM_LABELS 31
Define MAPPER_INFO_CARTO_SCALE 32
Define MAPPER_INFO_CARTO_SCALE_EXPR 33

'----------------------------------------------------------------------------
' Display Modes, returned by MapperInfo() for MAPPER_INFO_DISPLAY_DMS
'----------------------------------------------------------------------------
Define MAPPER_INFO_DISPLAY_DECIMAL 0
Define MAPPER_INFO_DISPLAY_DEGMINSEC 1
Define MAPPER_INFO_DISPLAY_MGRS 2
Define MAPPER_INFO_DISPLAY_USNG_WGS84 3
Define MAPPER_INFO_DISPLAY_USNG_NAD27 4

'----------------------------------------------------------------------------
' Display Modes, returned by MapperInfo() for MAPPER_INFO_DISPLAY
'----------------------------------------------------------------------------
Define MAPPER_INFO_DISPLAY_SCALE 0
Define MAPPER_INFO_DISPLAY_ZOOM 1
Define MAPPER_INFO_DISPLAY_POSITION 2
Define MAPPER_INFO_DISPLAY_CARTOGRAPHIC_SCALE 3
'----------------------------------------------------------------------------
' Distance Calculation Types from MapperInfo() for
MAPPER_INFO_DIST_CALC_TYPE
'----------------------------------------------------------------------------
Define MAPPER_INFO_DIST_SPHERICAL 0
Define MAPPER_INFO_DIST_CARTESIAN 1

'----------------------------------------------------------------------------
' Clip Types, returned by MapperInfo() for MAPPER_INFO_CLIP_TYPE
'----------------------------------------------------------------------------
Define MAPPER_INFO_CLIP_DISPLAY_ALL 0
Define MAPPER_INFO_CLIP_DISPLAY_POLYOBJ 1
Define MAPPER_INFO_CLIP_OVERLAY 2

'============================================================================
' MenuItemInfoByID() and MenuItemInfoByHandler() defines
'============================================================================
Define MENUITEM_INFO_ENABLED 1
Define MENUITEM_INFO_CHECKED 2
Define MENUITEM_INFO_CHECKABLE 3
Define MENUITEM_INFO_SHOWHIDEABLE 4
Define MENUITEM_INFO_ACCELERATOR 5
Define MENUITEM_INFO_TEXT 6
Define MENUITEM_INFO_HELPMSG 7
Define MENUITEM_INFO_HANDLER 8
Define MENUITEM_INFO_ID 9

'============================================================================
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' ObjectGeography() defines
'============================================================================
Define OBJ_GEO_MINX 1
Define OBJ_GEO_LINEBEGX 1
Define OBJ_GEO_POINTX 1
Define OBJ_GEO_MINY 2
Define OBJ_GEO_LINEBEGY 2
Define OBJ_GEO_POINTY 2
Define OBJ_GEO_MAXX 3
Define OBJ_GEO_LINEENDX 3
Define OBJ_GEO_MAXY 4
Define OBJ_GEO_LINEENDY 4
Define OBJ_GEO_ARCBEGANGLE 5
Define OBJ_GEO_TEXTLINEX 5
Define OBJ_GEO_ROUNDRADIUS 5
Define OBJ_GEO_CENTROID 5
Define OBJ_GEO_ARCENDANGLE 6
Define OBJ_GEO_TEXTLINEY 6
Define OBJ_GEO_TEXTANGLE 7
Define OBJ_GEO_POINTZ 8
Define OBJ_GEO_POINTM 9

'============================================================================
' ObjectInfo() defines
'============================================================================
Define OBJ_INFO_TYPE 1
Define OBJ_INFO_PEN 2
Define OBJ_INFO_SYMBOL 2
Define OBJ_INFO_TEXTFONT 2
Define OBJ_INFO_BRUSH 3
Define OBJ_INFO_NPNTS 20
Define OBJ_INFO_TEXTSTRING 3
Define OBJ_INFO_SMOOTH 4
Define OBJ_INFO_FRAMEWIN 4
Define OBJ_INFO_NPOLYGONS 21
Define OBJ_INFO_TEXTSPACING 4
Define OBJ_INFO_TEXTJUSTIFY 5
Define OBJ_INFO_FRAMETITLE 6
Define OBJ_INFO_TEXTARROW 6
Define OBJ_INFO_FILLFRAME 7
Define OBJ_INFO_REGION 8
Define OBJ_INFO_PLINE 9
Define OBJ_INFO_MPOINT 10
Define OBJ_INFO_NONEMPTY 11
Define OBJ_INFO_Z_UNIT_SET 12
Define OBJ_INFO_Z_UNIT 13
Define OBJ_INFO_HAS_Z 14
Define OBJ_INFO_HAS_M 15

'----------------------------------------------------------------------------
' Object types, returned by ObjectInfo() for OBJ_INFO_TYPE
'----------------------------------------------------------------------------
Define OBJ_TYPE_ARC 1
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Define OBJ_TYPE_ELLIPSE 2
Define OBJ_TYPE_LINE 3
Define OBJ_TYPE_PLINE 4
Define OBJ_TYPE_POINT 5
Define OBJ_TYPE_FRAME 6
Define OBJ_TYPE_REGION 7
Define OBJ_TYPE_RECT 8
Define OBJ_TYPE_ROUNDRECT 9
Define OBJ_TYPE_TEXT 10
Define OBJ_TYPE_MPOINT 11
Define OBJ_TYPE_COLLECTION 12

'----------------------*
' RegionInfo() Defines
'----------------------*
Define REGION_INFO_IS_CLOCKWISE 1

'============================================================================
' PrismMapInfo() defines
'============================================================================

Define PRISMMAP_INFO_SCALE 1
Define PRISMMAP_INFO_BACKGROUND 4
Define PRISMMAP_INFO_LIGHT_X 6
Define PRISMMAP_INFO_LIGHT_Y 7
Define PRISMMAP_INFO_LIGHT_Z 8
Define PRISMMAP_INFO_LIGHT_COLOR 9
Define PRISMMAP_INFO_CAMERA_X 10
Define PRISMMAP_INFO_CAMERA_Y 11
Define PRISMMAP_INFO_CAMERA_Z 12
Define PRISMMAP_INFO_CAMERA_FOCAL_X 13
Define PRISMMAP_INFO_CAMERA_FOCAL_Y 14
Define PRISMMAP_INFO_CAMERA_FOCAL_Z 15
Define PRISMMAP_INFO_CAMERA_VU_1 16
Define PRISMMAP_INFO_CAMERA_VU_2 17
Define PRISMMAP_INFO_CAMERA_VU_3 18
Define PRISMMAP_INFO_CAMERA_VPN_1 19
Define PRISMMAP_INFO_CAMERA_VPN_2 20
Define PRISMMAP_INFO_CAMERA_VPN_3 21
Define PRISMMAP_INFO_CAMERA_CLIP_NEAR 22
Define PRISMMAP_INFO_CAMERA_CLIP_FAR 23
Define PRISMMAP_INFO_INFOTIP_EXPR 24

'============================================================================
' SearchInfo() defines
'============================================================================
Define SEARCH_INFO_TABLE 1
Define SEARCH_INFO_ROW 2

'============================================================================
' SelectionInfo() defines
'============================================================================
Define SEL_INFO_TABLENAME 1
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Define SEL_INFO_SELNAME 2
Define SEL_INFO_NROWS 3
Define SEL_INFO_ISNEW 4

'============================================================================
' Server statement and function defines
'============================================================================
'----------------------------------------------------------------------------
' Return Codes
'----------------------------------------------------------------------------
Define SRV_SUCCESS 0
Define SRV_SUCCESS_WITH_INFO 1
Define SRV_ERROR -1
Define SRV_INVALID_HANDLE -2
Define SRV_NEED_DATA 99
Define SRV_NO_MORE_DATA 100

'----------------------------------------------------------------------------
' Special values for the status associated with a fetched value
'----------------------------------------------------------------------------
Define SRV_NULL_DATA -1
Define SRV_TRUNCATED_DATA -2

'----------------------------------------------------------------------------
' Server_ColumnInfo() defines
'----------------------------------------------------------------------------
Define SRV_COL_INFO_NAME 1
Define SRV_COL_INFO_TYPE 2
Define SRV_COL_INFO_WIDTH 3
Define SRV_COL_INFO_PRECISION 4
Define SRV_COL_INFO_SCALE 5
Define SRV_COL_INFO_VALUE 6
Define SRV_COL_INFO_STATUS 7
Define SRV_COL_INFO_ALIAS 8

'----------------------------------------------------------------------------
' Column types, returned by Server_ColumnInfo() for SRV_COL_INFO_TYPE
'----------------------------------------------------------------------------
Define SRV_COL_TYPE_NONE 0
Define SRV_COL_TYPE_CHAR 1
Define SRV_COL_TYPE_DECIMAL 2
Define SRV_COL_TYPE_INTEGER 3
Define SRV_COL_TYPE_SMALLINT 4
Define SRV_COL_TYPE_DATE 5
Define SRV_COL_TYPE_LOGICAL 6
Define SRV_COL_TYPE_FLOAT 8
Define SRV_COL_TYPE_FIXED_LEN_STRING 16
Define SRV_COL_TYPE_BIN_STRING 17

'----------------------------------------------------------------------------
' Server_DriverInfo() Attr defines
'----------------------------------------------------------------------------
Define SRV_DRV_INFO_NAME 1
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Define SRV_DRV_INFO_NAME_LIST 2
Define SRV_DRV_DATA_SOURCE 3

'----------------------------------------------------------------------------
' Server_ConnectInfo() Attr defines
'----------------------------------------------------------------------------
Define SRV_CONNECT_INFO_DRIVER_NAME 1
Define SRV_CONNECT_INFO_DB_NAME 2
Define SRV_CONNECT_INFO_SQL_USER_ID 3
Define SRV_CONNECT_INFO_DS_NAME 4
Define SRV_CONNECT_INFO_QUOTE_CHAR 5
Define SRV_CONNECT_INFO_DATABASE_NAME 6
Define SRV_CONNECT_INFO_SERVER_NAME 7

'----------------------------------------------------------------------------
' Fetch Directions (used by ServerFetch function in some code libraries)
'----------------------------------------------------------------------------
Define SRV_FETCH_NEXT -1
Define SRV_FETCH_PREV -2
Define SRV_FETCH_FIRST -3
Define SRV_FETCH_LAST -4

'----------------------------------------------------------------------------
'Oracle workspace manager
'----------------------------------------------------------------------------
Define SRV_WM_HIST_NONE 0
Define SRV_WM_HIST_OVERWRITE 1
Define SRV_WM_HIST_NO_OVERWRITE 2

'============================================================================
' SessionInfo() defines
'============================================================================
Define SESSION_INFO_COORDSYS_CLAUSE 1
Define SESSION_INFO_DISTANCE_UNITS 2
Define SESSION_INFO_AREA_UNITS 3
Define SESSION_INFO_PAPER_UNITS 4
Define SESSION_INFO_DEF_NATIVE_BLKSZ 5
Define SESSION_INFO_DEF_NATIVEX_BLKSZ 6
Define SESSION_INFO_TEMP_PATH 7

'============================================================================
' Set Next Document Style defines
'============================================================================
Define WIN_STYLE_STANDARD 0
Define WIN_STYLE_CHILD 1
Define WIN_STYLE_POPUP_FULLCAPTION 2
Define WIN_STYLE_POPUP 3

'============================================================================
' StringCompare() defines
'============================================================================
Define STR_LT -1
Define STR_GT 1
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Define STR_EQ 0

'============================================================================
' StyleAttr() defines
'============================================================================
Define PEN_WIDTH 1
Define PEN_PATTERN 2
Define PEN_COLOR 4
Define PEN_INDEX 5
Define PEN_INTERLEAVED 6
Define BRUSH_PATTERN 1
Define BRUSH_FORECOLOR 2
Define BRUSH_BACKCOLOR 3
Define FONT_NAME 1
Define FONT_STYLE 2
Define FONT_POINTSIZE 3
Define FONT_FORECOLOR 4
Define FONT_BACKCOLOR 5
Define SYMBOL_CODE 1
Define SYMBOL_COLOR 2
Define SYMBOL_POINTSIZE 3
Define SYMBOL_ANGLE 4
Define SYMBOL_FONT_NAME 5
Define SYMBOL_FONT_STYLE 6
Define SYMBOL_KIND 7
Define SYMBOL_CUSTOM_NAME 8
Define SYMBOL_CUSTOM_STYLE 9

'----------------------------------------------------------------------------
' Symbol kinds returned by StyleAttr() for SYMBOL_KIND
'----------------------------------------------------------------------------
Define SYMBOL_KIND_VECTOR 1
Define SYMBOL_KIND_FONT 2
Define SYMBOL_KIND_CUSTOM 3

'============================================================================
' SystemInfo() defines
'============================================================================
Define SYS_INFO_PLATFORM 1
Define SYS_INFO_APPVERSION 2
Define SYS_INFO_MIVERSION 3
Define SYS_INFO_RUNTIME 4
Define SYS_INFO_CHARSET 5
Define SYS_INFO_COPYPROTECTED 6
Define SYS_INFO_APPLICATIONWND 7
Define SYS_INFO_DDESTATUS 8
Define SYS_INFO_MAPINFOWND 9
Define SYS_INFO_NUMBER_FORMAT 10
Define SYS_INFO_DATE_FORMAT 11
Define SYS_INFO_DIG_INSTALLED 12
Define SYS_INFO_DIG_MODE 13
Define SYS_INFO_MIPLATFORM 14
Define SYS_INFO_MDICLIENTWND 15
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Define SYS_INFO_PRODUCTLEVEL 16
Define SYS_INFO_APPIDISPATCH 17
Define SYS_INFO_MIBUILD_NUMBER 18
Define SYS_INFO_MIFULLVERSION 19
Define SYS_INFO_IMAPINFOAPPLICATION 20
Define SYS_INFO_MAPINFO_INTERFACE 21
Define SYS_INFO_UNICODE 22
Define SYS_INFO_CULTURE 23
Define SYS_INFO_LOCALE 24
Define SYS_INFO_MIRIBBONSTATE_VERSION 25
Define SYS_INFO_LICENSE_MODE 26
Define SYS_INFO_SUBSCRIPTION_PLAN 27

'----------------------------------------------------------------------------
' Platform, returned by SystemInfo() for SYS_INFO_PLATFORM
'----------------------------------------------------------------------------
Define PLATFORM_SPECIAL 0
Define PLATFORM_WIN 1
Define PLATFORM_MAC 2
Define PLATFORM_MOTIF 3
Define PLATFORM_X11 4
Define PLATFORM_XOL 5

'----------------------------------------------------------------------------
' Version, returned by SystemInfo() for SYS_INFO_MIPLATFORM
'----------------------------------------------------------------------------
Define MIPLATFORM_SPECIAL 0
Define MIPLATFORM_WIN16 1
Define MIPLATFORM_WIN32 2
Define MIPLATFORM_POWERMAC 3
Define MIPLATFORM_MAC68K 4
Define MIPLATFORM_HP 5
Define MIPLATFORM_SUN 6
Define MIPLATFORM_WIN64 7

'----------------------------------------------------------------------------
' Interface Type, returned by SystemInfo() for SYS_INFO_MAPINFO_INTERFACE
'----------------------------------------------------------------------------
Define MIINTERFACE_CLASSICMENU 0
Define MIINTERFACE_RIBBON 1

'============================================================================
' TableInfo() defines
'============================================================================
Define TAB_INFO_NAME 1
Define TAB_INFO_NUM 2
Define TAB_INFO_TYPE 3
Define TAB_INFO_NCOLS 4
Define TAB_INFO_MAPPABLE 5
Define TAB_INFO_READONLY 6
Define TAB_INFO_TEMP 7
Define TAB_INFO_NROWS 8
Define TAB_INFO_EDITED 9
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Define TAB_INFO_FASTEDIT 10
Define TAB_INFO_UNDO 11
Define TAB_INFO_MAPPABLE_TABLE 12
Define TAB_INFO_USERMAP 13
Define TAB_INFO_USERBROWSE 14
Define TAB_INFO_USERCLOSE 15
Define TAB_INFO_USEREDITABLE 16
Define TAB_INFO_USERREMOVEMAP 17
Define TAB_INFO_USERDISPLAYMAP 18
Define TAB_INFO_TABFILE 19
Define TAB_INFO_MINX 20
Define TAB_INFO_MINY 21
Define TAB_INFO_MAXX 22
Define TAB_INFO_MAXY 23
Define TAB_INFO_SEAMLESS 24
Define TAB_INFO_COORDSYS_MINX 25
Define TAB_INFO_COORDSYS_MINY 26
Define TAB_INFO_COORDSYS_MAXX 27
Define TAB_INFO_COORDSYS_MAXY 28
Define TAB_INFO_COORDSYS_CLAUSE 29
Define TAB_INFO_COORDSYS_NAME 30
Define TAB_INFO_NREFS 31
Define TAB_INFO_SUPPORT_MZ 32
Define TAB_INFO_Z_UNIT_SET 33
Define TAB_INFO_Z_UNIT 34
Define TAB_INFO_BROWSER_LIST 35
Define TAB_INFO_THEME_METADATA 36
Define TAB_INFO_COORDSYS_CLAUSE_WITHOUT_BOUNDS 37
Define TAB_INFO_DESCRIPTION 38
Define TAB_INFO_ID 39
Define TAB_INFO_PARENTID 40
Define TAB_INFO_ISMANAGED 41
Define TAB_INFO_ADSK_TEXTOBJECT 42
Define TAB_INFO_OVERRIDE_COORDINATE_ORDER 43
Define TAB_INFO_PERSIST 44
Define TAB_INFO_PREFER_HTML_FOR_INFO_TOOL 45
Define TAB_INFO_INUSE 46
Define TAB_INFO_DATA_FORMAT 47
Define TAB_INFO_CHARSET 48
Define TAB_INFO_MAP_BLOCKSIZE 49
Define TAB_INFO_READVERSION 50
Define TAB_INFO_EDITVERSION 51
Define TAB_INFO_READALLVERSION 52
Define TAB_INFO_LOCALE 53
Define TAB_INFO_CONNECTIONS_COUNT 54
Define TAB_INFO_SCHEMAS_COUNT 55
Define TAB_INFO_QUERY_STRING 56
Define TAB_INFO_ISHIDDEN 57
Define TAB_INFO_NUM_BASETABLES 58
Define TAB_INFO_BASETABLE_ALIASES 59
Define TAB_INFO_DOMINANT_OBJECT_TYPE 60

'----------------------------------------------------------------------------
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' Table type defines, returned by TableInfo() for TAB_INFO_TYPE
'----------------------------------------------------------------------------
Define TAB_TYPE_BASE 1
Define TAB_TYPE_RESULT 2
Define TAB_TYPE_VIEW 3
Define TAB_TYPE_IMAGE 4
Define TAB_TYPE_LINKED 5
Define TAB_TYPE_WMS 6
Define TAB_TYPE_WFS 7
Define TAB_TYPE_FME 8
Define TAB_TYPE_TILESERVER 9

' Codes returned by TableInfo(<table-ref>, TAB_INFO_DOMINANT_OBJECT_TYPE).
Define TAB_UNKNOWN_OBJECTS 0
Define TAB_POINT_OBJECTS 2
Define TAB_LINE_OBJECTS 3
Define TAB_AREA_OBJECTS 4
Define TAB_MISC_OBJECTS 5
Define TAB_RASTER_OBJECTS 7

'----------------------------------------------------------------------------
' Table format defines, returned by TableInfo() for TAB_INFO_DATA_FORMAT
'----------------------------------------------------------------------------
Define TAB_DATA_FORMAT_NONE 0
Define TAB_DATA_FORMAT_DBASE 1
Define TAB_DATA_FORMAT_LOTUS 2
Define TAB_DATA_FORMAT_ASCII 3
Define TAB_DATA_FORMAT_EXCEL 4
Define TAB_DATA_FORMAT_NATIVE 5
Define TAB_DATA_FORMAT_RASTER 6
Define TAB_DATA_FORMAT_DAO 8
Define TAB_DATA_FORMAT_ODBC 10
Define TAB_DATA_FORMAT_NATIVEX 14
Define TAB_DATA_FORMAT_GPKG 15
Define TAB_DATA_FORMAT_SHAPE 16

'----------------------------------------------------------------------------
' Defines used in LibraryServiceInfo function for what information to
return.
'----------------------------------------------------------------------------
Define LIBSRVC_INFO_LIBSRVCMODE 1
Define LIBSRVC_INFO_LIBVERSION 2
Define LIBSRVC_INFO_DEFURLPATH 3
Define LIBSRVC_INFO_LISTCSWURL 4

'----------------------------------------------------------------------------
' TableListInfo() defines
'----------------------------------------------------------------------------
Define TL_INFO_SEL_COUNT 1

'----------------------------------------------------------------------------
' TableListSelectionInfo() defines
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'----------------------------------------------------------------------------
Define TL_SEL_INFO_NAME 1
Define TL_SEL_INFO_ID 2

'----------------------------------------------------------------------------
' ThemeInfo() defines
'----------------------------------------------------------------------------
Define THEME_INFO_TYPE 1
Define THEME_INFO_ITEM_COUNT 2
Define THEME_INFO_TABLE_ALIAS 3
Define THEME_INFO_EXPRESSIONS_COUNT 4

'----------------------------------------------------------------------------
' Theme type defines returned by ThemeInfo() for THEME_INFO_TYPE
'----------------------------------------------------------------------------
Define THEME_TYPE_RANGES 0
Define THEME_TYPE_BARS 1
Define THEME_TYPE_PIES 2
Define THEME_TYPE_GRADUATED 3
Define THEME_TYPE_DOTDENSITY 4
Define THEME_TYPE_UNIQUE 5
Define THEME_TYPE_GRID 6

'----------------------------------------------------------------------------
' ThemeItemInfo() defines
'----------------------------------------------------------------------------
Define THEME_ITEM_INFO_VISIBLE 1
Define THEME_ITEM_INFO_LABEL 2

'----------------------------------------------------------------------------
' ThemeExpressionInfo() defines
'----------------------------------------------------------------------------
Define THEME_EXPRESSION_INFO_STRING 1
Define THEME_EXPRESSION_INFO_TYPE 2

'----------------------------------------------------------------------------
' Column type defines, returned by ThemeExpressionInfo() for
' THEME_EXPRESSION_INFO_TYPE
'----------------------------------------------------------------------------
Define EXPRESSION_TYPE_CHAR 1
Define EXPRESSION_TYPE_DECIMAL 2
Define EXPRESSION_TYPE_INTEGER 3
Define EXPRESSION_TYPE_SMALLINT 4
Define EXPRESSION_TYPE_DATE 5
Define EXPRESSION_TYPE_LOGICAL 6
Define EXPRESSION_TYPE_GRAPHIC 7
Define EXPRESSION_TYPE_FLOAT 8
Define EXPRESSION_TYPE_TIME 37
Define EXPRESSION_TYPE_DATETIME 38

'----------------------------------------------------------------------------
' RangeThemeInfo() defines
'----------------------------------------------------------------------------
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Define RANGETHEME_INFO_ITEMS_COUNT 1
Define RANGETHEME_INFO_VARY_STYLE 2
Define RANGETHEME_INFO_REPLACE_STYLE 3
Define RANGETHEME_INFO_OTHERS_LINE 4
Define RANGETHEME_INFO_OTHERS_PEN 5
Define RANGETHEME_INFO_OTHERS_BRUSH 6
Define RANGETHEME_INFO_OTHERS_SYMBOL 7
Define RANGETHEME_INFO_BASE_LINE 8
Define RANGETHEME_INFO_BASE_BRUSH 9
Define RANGETHEME_INFO_BASE_SYMBOL 10
Define RANGETHEME_INFO_METHOD 11
Define RANGETHEME_INFO_ROUNDBY 12

'----------------------------------------------------------------------------
' Range theme vary style by defines returned by RangeThemeInfo() for
' RANGETHEME_INFO_VARY_STYLE

'----------------------------------------------------------------------------
Define RANGETHEME_INFO_VARY_BY_ALL 0
Define RANGETHEME_INFO_VARY_BY_COLOR 1
Define RANGETHEME_INFO_VARY_BY_SIZE 2

'----------------------------------------------------------------------------
' RangeThemeItemInfo() defines
'----------------------------------------------------------------------------
Define RANGETHEME_ITEM_INFO_LINE 1
Define RANGETHEME_ITEM_INFO_PEN 2
Define RANGETHEME_ITEM_INFO_BRUSH 3
Define RANGETHEME_ITEM_INFO_SYMBOL 4
Define RANGETHEME_ITEM_INFO_FROM 5
Define RANGETHEME_ITEM_INFO_TO 6

'----------------------------------------------------------------------------
' IndividualThemeInfo() defines
'----------------------------------------------------------------------------
Define INDIVTHEME_INFO_ITEMS_COUNT 1
Define INDIVTHEME_INFO_VARY_STYLE 2
Define INDIVTHEME_INFO_REPLACE_STYLE 3
Define INDIVTHEME_INFO_OTHERS_LINE 4
Define INDIVTHEME_INFO_OTHERS_PEN 5
Define INDIVTHEME_INFO_OTHERS_BRUSH 6
Define INDIVTHEME_INFO_OTHERS_SYMBOL 7

'----------------------------------------------------------------------------
' Individual theme vary style by defines returned by IndividualThemeInfo()
' for INDIVTHEME_INFO_VARY_STYLE
'----------------------------------------------------------------------------
Define INDIVTHEME_INFO_VARY_BY_ALL 0
Define INDIVTHEME_INFO_VARY_BY_COLOR 1
Define INDIVTHEME_INFO_VARY_BY_SIZE 2

'----------------------------------------------------------------------------
' IndividualThemeItemInfo() defines
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'----------------------------------------------------------------------------
Define INDIVTHEME_ITEM_INFO_LINE 1
Define INDIVTHEME_ITEM_INFO_PEN 2
Define INDIVTHEME_ITEM_INFO_BRUSH 3
Define INDIVTHEME_ITEM_INFO_SYMBOL 4
Define INDIVTHEME_ITEM_INFO_VALUE 5

'----------------------------------------------------------------------------
' DotDensityThemeInfo() defines
'----------------------------------------------------------------------------
Define DOTDENSITYTHEME_INFO_CONCE 1
Define DOTDENSITYTHEME_INFO_SQUARE 2
Define DOTDENSITYTHEME_INFO_SIZE 3
Define DOTDENSITYTHEME_INFO_COLOR 4

'----------------------------------------------------------------------------
' GraduatedThemeInfo() defines
'----------------------------------------------------------------------------
Define GRADUATEDTHEME_INFO_SYMBOL 1
Define GRADUATEDTHEME_INFO_VALUE 2
Define GRADUATEDTHEME_INFO_SHOW_NEG 3
Define GRADUATEDTHEME_INFO_SHOW_NEG_SY 4
Define GRADUATEDTHEME_INFO_GRADUATION 5

'----------------------------------------------------------------------------
' Graduated theme graduation defines returned by GraduatedThemeInfo()
for
' GRADUATEDTHEME_INFO_GRADUATION
'----------------------------------------------------------------------------
Define GRADUATEDTHEME_INFO_GRAD_ROOT 0
Define GRADUATEDTHEME_INFO_GRAD_CONST 1
Define GRADUATEDTHEME_INFO_GRAD_LOG 2

'----------------------------------------------------------------------------
' BarChartThemeInfo() defines
'----------------------------------------------------------------------------
Define BARCHARTTHEME_INFO_GRADUATION 1
Define BARCHARTTHEME_INFO_ORIENTATION 2
Define BARCHARTTHEME_INFO_PEN 3
Define BARCHARTTHEME_INFO_CHART_TYPE 4
Define BARCHARTTHEME_INFO_GRAD_STACKS 5
Define BARCHARTTHEME_INFO_INDEP_SCALES 6
Define BARCHARTTHEME_INFO_HEIGHT 7
Define BARCHARTTHEME_INFO_HEIGHT_UNIT 8
Define BARCHARTTHEME_INFO_HEIGHT_VALUE 9
Define BARCHARTTHEME_INFO_WIDTH 10
Define BARCHARTTHEME_INFO_WIDTH_UNIT 11
Define BARCHARTTHEME_INFO_BRUSH 12

'----------------------------------------------------------------------------
' Bar chart theme graduation defines returned by BarChartThemeInfo() for
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' BARCHARTTHEME_INFO_GRADUATION
'----------------------------------------------------------------------------
Define BARCHARTTHEME_INFO_GRAD_ROOT 0
Define BARCHARTTHEME_INFO_GRAD_CONST 1
Define BARCHARTTHEME_INFO_GRAD_LOG 2

'----------------------------------------------------------------------------
' Bar chart theme orientation defines returned by BarChartThemeInfo()
for
' BARCHARTTHEME_INFO_ORIENTATION
'----------------------------------------------------------------------------
Define BARCHARTTHEME_INFO_ORI_CC 0
Define BARCHARTTHEME_INFO_ORI_TL 1
Define BARCHARTTHEME_INFO_ORI_TC 2
Define BARCHARTTHEME_INFO_ORI_TR 3
Define BARCHARTTHEME_INFO_ORI_CL 4
Define BARCHARTTHEME_INFO_ORI_CR 5
Define BARCHARTTHEME_INFO_ORI_BL 6
Define BARCHARTTHEME_INFO_ORI_BC 7
Define BARCHARTTHEME_INFO_ORI_BR 8

'----------------------------------------------------------------------------
' Bar chart theme chart type defines returned by BarChartThemeInfo()
for
' BARCHARTTHEME_INFO_CHART_TYPE
'----------------------------------------------------------------------------
Define BARCHARTTHEME_INFO_CHART_STA 0
Define BARCHARTTHEME_INFO_CHART_MUL 1

'----------------------------------------------------------------------------
' BarChartThemeItemInfo() defines
'----------------------------------------------------------------------------
Define BARCHARTTHEME_ITEM_INFO_BRUSH 1

'----------------------------------------------------------------------------
' PieChartThemeInfo() defines
'----------------------------------------------------------------------------
Define PIECHARTTHEME_INFO_GRADUATION 1
Define PIECHARTTHEME_INFO_ORIENTATION 2
Define PIECHARTTHEME_INFO_PEN 3
Define PIECHARTTHEME_GRADUATED 4
Define PIECHARTTHEME_HALF_PIE 5
Define PIECHARTTHEME_DIAMETER 6
Define PIECHARTTHEME_DIAMETER_UNIT 7
Define PIECHARTTHEME_DIAMETER_VALUE 8
Define PIECHARTTHEME_START_ANGLE 9
Define PIECHARTTHEME_CLOCKWISE 10

'----------------------------------------------------------------------------
' Bar chart theme graduation defines returned by PieChartThemeInfo() for
' PIECHARTTHEME_INFO_GRADUATION
'----------------------------------------------------------------------------
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Define PIECHARTTHEME_INFO_GRAD_ROOT 0
Define PIECHARTTHEME_INFO_GRAD_CONST 1
Define PIECHARTTHEME_INFO_GRAD_LOG 2

'----------------------------------------------------------------------------
' Bar chart theme orientation defines returned by PieChartThemeInfo()
for
' PIECHARTTHEME_INFO_ORIENTATION
'----------------------------------------------------------------------------
Define PIECHARTTHEME_INFO_ORI_CC 0
Define PIECHARTTHEME_INFO_ORI_TL 1
Define PIECHARTTHEME_INFO_ORI_TC 2
Define PIECHARTTHEME_INFO_ORI_TR 3
Define PIECHARTTHEME_INFO_ORI_CL 4
Define PIECHARTTHEME_INFO_ORI_CR 5
Define PIECHARTTHEME_INFO_ORI_BL 6
Define PIECHARTTHEME_INFO_ORI_BC 7
Define PIECHARTTHEME_INFO_ORI_BR 8

'----------------------------------------------------------------------------
' PieChartThemeItemInfo() defines
'----------------------------------------------------------------------------
Define PIECHARTTHEME_ITEM_INFO_BRUSH 1

'----------------------------------------------------------------------------
' RasterTableInfo() defines
'----------------------------------------------------------------------------
Define RASTER_TAB_INFO_IMAGE_NAME 1
Define RASTER_TAB_INFO_WIDTH 2
Define RASTER_TAB_INFO_HEIGHT 3
Define RASTER_TAB_INFO_IMAGE_TYPE 4
Define RASTER_TAB_INFO_BITS_PER_PIXEL 5
Define RASTER_TAB_INFO_IMAGE_CLASS 6
Define RASTER_TAB_INFO_NUM_CONTROL_POINTS 7
Define RASTER_TAB_INFO_BRIGHTNESS 8
Define RASTER_TAB_INFO_CONTRAST 9
Define RASTER_TAB_INFO_GREYSCALE 10
Define RASTER_TAB_INFO_DISPLAY_TRANSPARENT 11
Define RASTER_TAB_INFO_TRANSPARENT_COLOR 12
Define RASTER_TAB_INFO_ALPHA 13
Define RASTER_TAB_INFO_HANDLERNAME 14
Define RASTER_TAB_INFO_LEGEND 15
Define RASTER_TAB_INFO_LEGEND_XML 16
Define RASTER_TAB_INFO_HANDLERFULLPATH 17
Define RASTER_TAB_INFO_INFLECTIONS 18

'----------------------------------------------------------------------------
' Image type defines returned by RasterTableInfo() for
RASTER_TAB_INFO_IMAGE_TYPE
'----------------------------------------------------------------------------
Define IMAGE_TYPE_RASTER 0
Define IMAGE_TYPE_GRID 1
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'----------------------------------------------------------------------------
' Image class defines returned by RasterTableInfo() for
RASTER_TAB_INFO_IMAGE_CLASS
'----------------------------------------------------------------------------
Define IMAGE_CLASS_BILEVEL 0
Define IMAGE_CLASS_GREYSCALE 1
Define IMAGE_CLASS_PALETTE 2
Define IMAGE_CLASS_RGB 3

'----------------------------------------------------------------------------
' GridTableInfo() defines
'----------------------------------------------------------------------------
Define GRID_TAB_INFO_MIN_VALUE 1
Define GRID_TAB_INFO_MAX_VALUE 2
Define GRID_TAB_INFO_HAS_HILLSHADE 3

'----------------------------------------------------------------------------
' ControlPointInfo() defines
'----------------------------------------------------------------------------
Define RASTER_CONTROL_POINT_X 1
Define RASTER_CONTROL_POINT_Y 2
Define GEO_CONTROL_POINT_X 3
Define GEO_CONTROL_POINT_Y 4
Define TAB_GEO_CONTROL_POINT_X 5
Define TAB_GEO_CONTROL_POINT_Y 6

'----------------------------------------------------------------------------
' UndoInfo() defines
'----------------------------------------------------------------------------
Define UNDO_INFO_COUNT 1
Define UNDO_INFO_UNDO_ACTION_NAME 2
Define UNDO_INFO_REDO_ACTION_NAME 3
Define UNDO_INFO_CAN_UNDO 4
Define UNDO_INFO_CAN_REDO 5
Define UNDO_INFO_ENABLED 6
Define UNDO_INFO_CURRENT_POS 7

'============================================================================
' WindowInfo() defines
'============================================================================
Define WIN_INFO_NAME 1
Define WIN_INFO_TYPE 3
Define WIN_INFO_WIDTH 4
Define WIN_INFO_HEIGHT 5
Define WIN_INFO_X 6
Define WIN_INFO_Y 7
Define WIN_INFO_TOPMOST 8
Define WIN_INFO_STATE 9
Define WIN_INFO_TABLE 10
Define WIN_INFO_LEGENDS_MAP 10
Define WIN_INFO_ADORNEMNTS_MAP 10
Define WIN_INFO_ADORNMENTS_MAP 10
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Define WIN_INFO_OPEN 11
Define WIN_INFO_WND 12
Define WIN_INFO_WINDOWID 13
Define WIN_INFO_WORKSPACE 14
Define WIN_INFO_CLONEWINDOW 15
Define WIN_INFO_SYSMENUCLOSE 16
Define WIN_INFO_AUTOSCROLL 17
Define WIN_INFO_SMARTPAN 18
Define WIN_INFO_SNAPMODE 19
Define WIN_INFO_SNAPTHRESHOLD 20
Define WIN_INFO_PRINTER_NAME 21
Define WIN_INFO_PRINTER_ORIENT 22
Define WIN_INFO_PRINTER_COPIES 23
Define WIN_INFO_PRINTER_PAPERSIZE 24
Define WIN_INFO_PRINTER_LEFTMARGIN 25
Define WIN_INFO_PRINTER_RIGHTMARGIN 26
Define WIN_INFO_PRINTER_TOPMARGIN 27
Define WIN_INFO_PRINTER_BOTTOMMARGIN 28
Define WIN_INFO_PRINTER_BORDER 29
Define WIN_INFO_PRINTER_TRUECOLOR 30
Define WIN_INFO_PRINTER_DITHER 31
Define WIN_INFO_PRINTER_METHOD 32
Define WIN_INFO_PRINTER_TRANSPRASTER 33
Define WIN_INFO_PRINTER_TRANSPVECTOR 34
Define WIN_INFO_EXPORT_BORDER 35
Define WIN_INFO_EXPORT_TRUECOLOR 36
Define WIN_INFO_EXPORT_DITHER 37
Define WIN_INFO_EXPORT_TRANSPRASTER 38
Define WIN_INFO_EXPORT_TRANSPVECTOR 39
Define WIN_INFO_PRINTER_SCALE_PATTERNS 40
Define WIN_INFO_EXPORT_ANTIALIASING 41
Define WIN_INFO_EXPORT_THRESHOLD 42
Define WIN_INFO_EXPORT_MASKSIZE 43
Define WIN_INFO_EXPORT_FILTER 44
Define WIN_INFO_ENHANCED_RENDERING 45
Define WIN_INFO_SMOOTH_TEXT 46
Define WIN_INFO_SMOOTH_IMAGE 47
Define WIN_INFO_SMOOTH_VECTOR 48
Define WIN_INFO_PARENT_LAYOUT 49
Define WIN_INFO_CLIENTWIDTH 50
Define WIN_INFO_CLIENTHEIGHT 51
Define WIN_INFO_PRINTER_RESOLUTION 52
Define WIN_INFO_TOPMOSTWHENFLOATING 53

'----------------------------------------------------------------------------
' Window types, returned by WindowInfo() for WIN_INFO_TYPE
'----------------------------------------------------------------------------
Define WIN_MAPPER 1
Define WIN_BROWSER 2
Define WIN_LAYOUT 3
Define WIN_GRAPH 4
Define WIN_BUTTONPAD 19
Define WIN_TOOLBAR 25
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Define WIN_CART_LEGEND 27
Define WIN_3DMAP 28
Define WIN_ADORNMENT 32
Define WIN_LEGEND_DESIGNER 35
Define WIN_LAYOUT_DESIGNER 36
Define WIN_CUSTOM 37
Define WIN_HELP 1001
Define WIN_MAPBASIC 1002
Define WIN_MESSAGE 1003
Define WIN_RULER 1007
Define WIN_INFO 1008
Define WIN_LEGEND 1009
Define WIN_STATISTICS 1010
Define WIN_MAPINFO 1011

'----------------------------------------------------------------------------
' Version 2 window types no longer used in version 3 or later versions
'----------------------------------------------------------------------------
Define WIN_TOOLPICKER 1004
Define WIN_PENPICKER 1005
Define WIN_SYMBOLPICKER 1006

'----------------------------------------------------------------------------
' Window types which can be used in Open/Close Window statements
'----------------------------------------------------------------------------
Define WIN_TABLE_LIST 2001
Define WIN_LAYER_CONTROL 2002
Define WIN_MOVE_MAP_TO 2003
Define WIN_WORKSPACE_EXPLORER 2004
Define WIN_WINDOW_LIST 2005
Define WIN_TOOL_MANAGER 2006
Define WIN_TASK_MANAGER 2007
Define WIN_CONNECTION_LIST 2008
Define WIN_NOTIFICATIONS 2009
Define WIN_SQL 2010

'----------------------------------------------------------------------------
' Window states, returned by WindowInfo() for WIN_INFO_STATE
'----------------------------------------------------------------------------
Define WIN_STATE_NORMAL 0
Define WIN_STATE_MINIMIZED 1
Define WIN_STATE_MAXIMIZED 2
Define WIN_STATE_DOCKED 3
Define WIN_STATE_TABBED 4
Define WIN_STATE_AUTOHIDDEN 5
Define WIN_STATE_HIDDEN 6

'----------------------------------------------------------------------------
' Print orientation, returned by WindowInfo() for WIN_INFO_PRINTER_ORIENT
'----------------------------------------------------------------------------
Define WIN_PRINTER_PORTRAIT 1
Define WIN_PRINTER_LANDSCAPE 2
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'----------------------------------------------------------------------------
' Antialiasing filters, returned by WindowInfo() for
WIN_INFO_EXPORT_FILTER
'----------------------------------------------------------------------------
Define FILTER_VERTICALLY_AND_HORIZONTALLY 0
Define FILTER_ALL_DIRECTIONS_1 1
Define FILTER_ALL_DIRECTIONS_2 2
Define FILTER_DIAGONALLY 3
Define FILTER_HORIZONTALLY 4
Define FILTER_VERTICALLY 5

'----------------------------------------------------------------------------
' GetPreference() defines
'----------------------------------------------------------------------------

'----------------------------------------------------------------------------
' Preference segment defines
'----------------------------------------------------------------------------
Define PREFERENCE_SYSTEM 0
Define PREFERENCE_TABLES 1
Define PREFERENCE_BROWSER 3
Define PREFERENCE_MAPPER 4
Define PREFERENCE_INTERNATIONAL 6
Define PREFERENCE_PATHS 11
Define PREFERENCE_LEGEND 12
Define PREFERENCE_OUTPUT 13
Define PREFERENCE_PRINTER 14
Define PREFERENCE_WEBSERVICES 15
Define PREFERENCE_IMAGE_PROCESSING 16
Define PREFERENCE_LAYOUT 17
Define PREFERENCE_PDF 18
Define PREFERENCE_PERFORMANCE 19
Define PREFERENCE_MANAGED_WORKSPACE 50

'----------------------------------------------------------------------------
' System Preference defines
' Most return a SmallInt where 0 = Unchecked/Off and 1 = Checked/On,
unless otherwise indicated
'----------------------------------------------------------------------------
Define PREF_SYSTEM_COLORDEFAULT 0 ' 0 = Monitor, 1=
Black&White, 2 = Color
Define PREF_SYSTEM_AUTOSAVEWORKSPACE 3 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_SYSTEM_COPYTEXTCLIPBOARD 7 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_SYSTEM_COPYGRAPHICSCLIPBOARD 8 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_SYSTEM_PAPERUNITS 9 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_SYSTEM_UNDO_COUNT 10 ' number of Undo
objects
Define PREF_SYSTEM_SUBSTITUTETTFONT 12 ' Display
Pre-version 4 symbols
Define PREF_SYSTEM_COPY_EMF_CLIPBOARD 13 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_SYSTEM_COPY_OLEOBJECT 14 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_SYSTEM_SAVEQUERYWORKSPACE 18 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_SYSTEM_DATEWINDOW 19 ' -1 = Use Current
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Century, else Year value
Define PREF_SYSTEM_UNDO_SIZE 20 ' Integer, Memory
size in bytes for Undo
Define PREF_SYSTEM_RESOLUTION 21 ' Export resolution
in dpi
Define PREF_SYSTEM_VMOPTION 22 ' 0 = GRID, 1=
Raster, 2 = Default
Define PREF_SYSTEM_DISTANCEUNITS 23 ' Returns Distance
Unit define
Define PREF_SYSTEM_AREAUNITS 24 ' Returns Area
Units define
Define PREF_SYSTEM_COPY_OLEOBJECT_NEW 25 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_SYSTEM_COPY_ENHANCED_EMF_TYPE 26 ' 0 = EMF, 1=
EMF+, 2 = EMF+Dual
Define PREF_SYSTEM_CROSSHAIRCURSOR 28 ' 138 = Medium
crosshair, 164 = Large, 165 = Default
Define PREF_SYSTEM_COPY_WMF_CLIPBOARD 29 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_SYSTEM_TRUECOLORCURSORS 30 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_SYSTEM_WRITETOOLWINDOWSTOWORKSPACE 31 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_SYSTEM_MULTIPLETOUCH 32 ' support
touchscreen
Define PREF_SYSTEM_DEFAULTFILEFORMAT 33 ' 5 = MapInfo
Native, 14 = MapInfo Extended
Define PREF_SYSTEM_DEFAULTCHARSETFORNATIVEX 34 ' String - Default
charset used for new tables
Define PREF_SYSTEM_WRITEUNICODEDATA 35 ' Encode workspaces
and Tab files

'----------------------------------------------------------------------------
' Workspace Preference defines
'----------------------------------------------------------------------------
Define PREF_WKS_PROMPTTOSAVE 1 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_WKS_PROMPTTOSAVEOPTION 2 ' 0 = Automatic,
1 = Only when WOR is open

'----------------------------------------------------------------------------
' Table Preference defines
'----------------------------------------------------------------------------
Define PREF_TABLES_FILEOPENWHAT 0 ' Last Preferred
view
Define PREF_TABLES_OPENCHOICESCREEN 1 ' QuickStart
Define PREF_TABLES_CONNNAME 2 ' String: Default
DBMS Connection
Define PREF_TABLES_CONNDRIVER 3 ' String: DBMS
Driver
Define PREF_TABLES_CONNSTRING 4 ' String: Connection
string

'----------------------------------------------------------------------------
' Browser Preference defines
'Most return a SmallInt where 0 = Unchecked/Off and 1 = Checked/On,
unless otherwise indicated
'----------------------------------------------------------------------------
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Define PREF_BROWSER_RDTSORTORDER 0 ' Redistrict Sort
Order: 0=MRU, 1=Alpha,2=Not Ordered
Define PREF_BROWSER_ALTROWCOLORRED 1 ' RGB color Red
1-255
Define PREF_BROWSER_ALTROWCOLORGREEN 2 ' RGB color Green
1-255
Define PREF_BROWSER_ALTROWCOLORBLUE 3 ' RGB color Blue
1-255

'----------------------------------------------------------------------------
' Mapper Preference defines
'Most return a SmallInt where 0 = Unchecked/Off and 1 = Checked/On,
unless otherwise indicated
'----------------------------------------------------------------------------
Define PREF_MAPPER_PRESERVESCALEONRESIZE 0 ' 0=Fit to Map,
1=Preserve Scale
Define PREF_MAPPER_HIGHLIGHT_BRUSH 2 ' Selection Brush
clause
Define PREF_MAPPER_SNAPTONODES 3 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_MAPPER_MOVEDUPLICATENODES 4 ' 0 = None, 1=
Same Layer
Define PREF_MAPPER_PIXELTOLERANCE 5 ' SmallInt Pixel
tolerance value
Define PREF_MAPPER_TARGET_PEN 7 ' Target Pen clause
Define PREF_MAPPER_TARGET_BRUSH 8 ' Target Brush
clause
Define PREF_MAPPER_HIGHLIGHT_PEN 9 ' Selection Pen
Clause
Define PREF_MAPPER_SCROLLBARS 10 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_MAPPER_SAVECOSMETIC 11 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_MAPPER_SAVELABELS 12 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_MAPPER_SAVETHEMATIC 13 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_MAPPER_SHOWINFOTIPS 14 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_MAPPER_DISTANCETYPE 15 ' 0=Spherical,
1=Cartesian
Define PREF_MAPPER_SHOWDEGREESMINUTESSECONDS 16 ' See
MAPPER_INFO_DISPLAY_DMS return values
Define PREF_MAPPER_LASTTHEMETYPE 17 ' String: Last
Default theme type used
Define PREF_MAPPER_GRIDOUTPUTFORMATHANDLER 18 ' String: Handler
for New Grids.
Define PREF_MAPPER_CLIPREGIONTYPE 19 ' SmallInt: returns
MAPPER_INFO_CLIP_TYPE
Define PREF_MAPPER_3DHARDWARE 20 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_MAPPER_AUTORASTERZOOMLAYER 21 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_MAPPER_AUTOGRIDZOOMLAYER 22 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_MAPPER_POINT_HIGHLIGHT_BRUSH 23 ' Target Pen
Clause for MPoints
Define PREF_MAPPER_POINT_TARGET_BRUSH 24 ' Target Brush
Clause for MPoints
Define PREF_MAPPER_AUTOSCROLL 25 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_MAPPER_DEFAULTPROJECTION 26 ' String: Table
Projection Preference
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Define PREF_MAPPER_DEFAULTMBPROJECTION 27 ' String: Session
Projection Preference
Define PREF_MAPPER_DISPLAYSNAPRADIUS 28 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_MAPPER_CARTOGRAPHICSCALE 29 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_MAPPER_DISPLAYLAYERCONTROLTOOLTIPS 30 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_MAPPER_AUTONODETOLERANCE 31 ' SmallInt - auto
node tolerance value
Define PREF_MAPPER_DRAWLAYERSUNDERTHEMES 32 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_MAPPER_READDEFAULTTHEMEMETADATA 33 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_MAPPER_FINDSELECTIONAFTERPASTE 34 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_MAPPER_ZOOMONFINDSELECTION 35 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_MAPPER_ALPHAHIGHLIGHT 36 ' SmallInt: 255
=100% opaque, 0= transparent
Define PREF_MAPPER_ZOOMMOUSEWHEELONCURSOR 37 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_MAPPER_ADORNAUTOMATICSCALING 38 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_MAPPER_ADORN_BACKGROUND_BRUSH 39 ' Brush clause
for Adornment backgrounds
Define PREF_MAPPER_ADORN_BACKGROUND_PEN 40 ' Pen clause for
Adornment backgrounds

'----------------------------------------------------------------------------
' International Preference defines
'Most return a SmallInt where 0 = Unchecked/Off and 1 = Checked/On,
unless otherwise indicated
'----------------------------------------------------------------------------
Define PREF_INTERNATIONAL_ADDRMATCH 0 ' 0=House number
BEFORE Street, 1=House number AFTER street
Define PREF_INTERNATIONAL_INSET 1 ' Inset value in
Distance Units
Define PREF_INTERNATIONAL_OFFSET 2 ' Offset value in
Distance Units
Define PREF_INTERNATIONAL_DISTUNIT 3 ' Returns define
for Distance units
Define PREF_INTERNATIONAL_ENABLEDISTANCESPECIFIED 4 ' Inset address
percentage value
Define PREF_INTERNATIONAL_INSET_DIST 5 ' Inset Distance
value
Define PREF_INTERNATIONAL_INSET_DIST_DISTUNIT 6 ' Returns define
for Distance units
Define PREF_INTERNATIONAL_USER_CLEAN 7 ' Substitutions
from MAPINFOW.ABB file
Define PREF_INTERNATIONAL_CLOSE_ADDR 8 ' Use Closest
Address
Define PREF_INTERNATIONAL_ALT_BDY 9 ' Match in alternate
boundary

'----------------------------------------------------------------------------
' Path Preference defines
'Most return a string for directory paths unless otherwise indicated
'----------------------------------------------------------------------------
Define PREF_PATH_MITABLEPATH 0 ' New Tables Path
Define PREF_PATH_MIWORKSPACEPATH 1 ' New Workpsace
path
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Define PREF_PATH_MIPROGRAMPATH 2 ' MapBasic Programs
path
Define PREF_PATH_MIDATAPATHS 3 ' Alternate Search
path if PREF_PATH_USETRAVERSAL = 1
Define PREF_PATH_USETRAVERSAL 4 ' SmallInt: 0=No
alternate search path, 1=Use alternate search path
Define PREF_PATH_CUSTOMSYMBOLPATH 5 ' Path to custom
symbols folder
Define PREF_PATH_IMPORTPATH 6 ' Import files
path
Define PREF_PATH_SQLQUERYPATH 7 ' SQL Query path
Define PREF_PATH_THEMETEMPLATEPATH 8 ' Theme templates
path
Define PREF_PATH_MIQUERYPATH 9 ' Saved Queries
path
Define PREF_PATH_NEWGRIDPATH 10 ' New Grid Files
Define PREF_PATH_REMOTETABLEPATH 13 ' DBMS tables
path
Define PREF_PATH_TABLESFROMSHAPEFILES 14 ' SHP table path
Define PREF_PATH_TABLESFROMWFS 15 ' WFS table path
Define PREF_PATH_TABLESFROMWMS 16 ' WMS table path
Define PREF_PATH_LAYOUTIMAGES 17 ' Layout Image
files path

'----------------------------------------------------------------------------
' Legend Preference defines
'Most return a SmallInt where 0 = Unchecked/Off and 1 = Checked/On,
unless otherwise indicated
'----------------------------------------------------------------------------
Define PREF_LEGEND_FNTTITLE 0 ' Font Clause for
Legend title
Define PREF_LEGEND_FNTSUBTITLE 1 ' Font Clause for
Legend Subtitle
Define PREF_LEGEND_FNTSTYLE 2 ' Font Clause for
Legend categories
Define PREF_LEGEND_PENBORDER 3 ' Pen clause for
legend frames
Define PREF_LEGEND_TITLEPATTERN 4 ' Background brush
clause
Define PREF_LEGEND_SUBTITLEPATTERN 5 ' Background brush
clause
Define PREF_LEGEND_STYLEPATTERN 6 ' Background brush
clause
Define PREF_LEGEND_STYLESIZE 7 ' 0=Small, 1=Large
swatches
Define PREF_LEGEND_PROMPTSAVEWORKSPACE 8 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_LEGEND_CREATEPRE1150LEGENDS 9 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_LEGEND_PAPERUNITS 10 ' Returns
PREF_SYSTEM_PAPERUNITS
Define PREF_LEGEND_SYNCDISPLAY 11 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_LEGEND_LINEWIDTH 12 ' Sample Line
width
Define PREF_LEGEND_REGIONWIDTH 13 ' Sample region
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width
Define PREF_LEGEND_REGIONHEIGHT 14 ' Sample region
height
Define PREF_LEGEND_DISPLAYGRID 15 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_LEGEND_SNAPGRID 16 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_LEGEND_AUTOUPDATE 17 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_LEGEND_GRIDCOLORALPHA 18 ' Where 255 =100%
opaque, 0= transparent
Define PREF_LEGEND_GRIDCOLORRED 19 ' Red Color
component of RGB value
Define PREF_LEGEND_GRIDCOLORGREEN 20 ' Green
Define PREF_LEGEND_GRIDCOLORBLUE 21 ' Blue
Define PREF_LEGEND_GUIDECOLORALPHA 22 ' SmallInt: 255
=100% opaque, 0= transparent
Define PREF_LEGEND_GUIDECOLORRED 23 ' Red Color
component of RGB value
Define PREF_LEGEND_GUIDECOLORGREEN 24 ' Green
Define PREF_LEGEND_GUIDECOLORBLUE 25 ' Blue
Define PREF_LEGEND_AUTOFONTSIZESETTING 26 ' Increase sample
size with font

'----------------------------------------------------------------------------
' Output Preference defines
' Most return a SmallInt where 0 = Unchecked/Off and 1 = Checked/On,
unless otherwise indicated
'----------------------------------------------------------------------------
Define PREF_OUTPUT_USETRUECOLORDISPLAY 0 ' Raster True Color
Define PREF_OUTPUT_DITHERMETHODDISPLAY 1 ' SmallInt:
1=Halftone, 2 = Error Diffusion
Define PREF_OUTPUT_PRINTMETHOD 2 ' 0=Direct to
Device, 1=EMF method, 2=OSBM
Define PREF_OUTPUT_PRINTBORDER 3 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_OUTPUT_TRANSPWHENPRINTVECTOR 5 ' Internal print
handling for transparent vector
Define PREF_OUTPUT_USETRUECOLORPRINT 6 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_OUTPUT_DITHERMETHODPRINT 7 ' SmallInt:
1=Halftone, 2 = Error Diffusion
Define PREF_OUTPUT_EXPORTBORDER 8 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_OUTPUT_TRANSPWHENEXPORTRASTER 9 ' Internal export
handling for transparent raster
Define PREF_OUTPUT_TRANSPWHENEXPORTVECTOR 10 ' Internal export
handling for transparent vector
Define PREF_OUTPUT_USETRUECOLOREXPORT 11 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_OUTPUT_DITHERMETHODEXPORT 12 ' SmallInt:
1=Halftone, 2 = Error Diffusion
Define PREF_OUTPUT_ROPTRANSPWHENPRINTINGRASTER 13 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_OUTPUT_ROPTRANSPWHENEXPORTINGRASTER 14 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_OUTPUT_SCALEPATTERNSPRINT 15 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_OUTPUT_USEANTIALIASING 16 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_OUTPUT_ANTIALIASINGTHRESHOLD 17 ' SmallInt value
for antialias Threshold
Define PREF_OUTPUT_ANTIALIASINGMASKSIZE 18 ' SmallInt value
for antialias Mask Size
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Define PREF_OUTPUT_ANTIALIASINGFILTER 19 ' SmallInt: returns
value from WIN_INFO_EXPORT_FILTER
Define PREF_OUTPUT_DISPLAYPOLYGONMODE 20 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_OUTPUT_PRINTINGPOLYGONMODE 21 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_OUTPUT_EXPORTINGPOLYGONMODE 22 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_OUTPUT_SUBDIVIDEPRINTING 23 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_OUTPUT_CLARIFYTEXTOVERWYSIWYG 24 ' Export clarify
text
Define PREF_OUTPUT_DISPLAYPOINTSFAST 25 ' Fast Symbol
rendering

'----------------------------------------------------------------------------
' Printer Preference defines
'Most return a SmallInt where 0 = Unchecked/Off and 1 = Checked/On,
unless otherwise indicated
'----------------------------------------------------------------------------
Define PREF_PRINTER_USESPECIFICPRINTER 0 ' 0=Windows default
printer, 1 = MapInfo printer
Define PREF_PRINTER_PAPERSIZE 1 ' Returns papersize
define, e.g.: 1=Letter, 2=Legal
Define PREF_PRINTER_ORIENTATION 2 ' See
WIN_INFO_PRINTER_ORIENT
Define PREF_PRINTER_PRINTERNAME 3 ' String: Printer
name
Define PREF_PRINTER_SAVEPRINTERINTOWORKSPACE 4 ' Save printer
info in WOR
Define PREF_PRINTER_RESTOREPRINTERFROMWORKSPACE 5 ' Restore printer
info from WOR

'----------------------------------------------------------------------------
' WebServices Preference defines
'Most return a SmallInt where 0 = Unchecked/Off and 1 = Checked/On,
unless otherwise indicated
'----------------------------------------------------------------------------
Define PREF_WEBSERVICES_WFSCONNECTTIMEOUT 0 ' SmallInt: Connect
timeout in seconds
Define PREF_WEBSERVICES_WFSSENDTIMEOUT 1 ' SmallInt: Send
timeout in seconds
Define PREF_WEBSERVICES_WFSRECEIVETIMEOUT 2 ' SmallInt: Receive
timeout in seconds
Define PREF_WEBSERVICES_WMSCONNECTTIMEOUT 3 ' SmallInt: Connect
timeout in seconds
Define PREF_WEBSERVICES_WMSSENDTIMEOUT 4 ' SmallInt: Send
timeout in seconds
Define PREF_WEBSERVICES_WMSRECEIVETIMEOUT 5 ' SmallInt: Receive
timeout in seconds
Define PREF_WEBSERVICES_WMSMAXWIDTH 6 ' SmallInt: WMS
Max Width in pixels
Define PREF_WEBSERVICES_WMSMAXHEIGHT 7 ' SmallInt: WMS
Max Height in pixels
Define PREF_WEBSERVICES_ACCESSTYPE 8 ' Proxy Access
type: 0=System, 1=Use Direct, 2=Use Proxy
Define PREF_WEBSERVICES_PROXYSERVER 9 ' Proxy Server IP
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Define PREF_WEBSERVICES_PORT 10 ' Proxy Server
Port
Define PREF_WEBSERVICES_BYPASSLOCAL 11 ' Use bypass
Define PREF_WEBSERVICES_BYPASSLIST 12 ' String: bypass
list
Define PREF_WEBSERVICES_WFSREFRESHUSINGMAP 13 ' Update mapper
filters with current mapper
Define PREF_WEBSERVICES_WEBGEOCODECONNECTTIMEOUT 14 ' SmallInt: Connect
timeout in seconds
Define PREF_WEBSERVICES_WEBGEOCODESENDTIMEOUT 15 ' SmallInt: Send
timeout in seconds
Define PREF_WEBSERVICES_WEBGEOCODERECEIVETIMEOUT 16 ' SmallInt: Receive
timeout in seconds
Define PREF_WEBSERVICES_STREETOFFSET 17 ' Offset value
from road
Define PREF_WEBSERVICES_CORNEROFFSET 18 ' Offset value
from corner
Define PREF_WEBSERVICES_UNITOFFSET 19 ' Returns
PREF_SYSTEM_DISTANCEUNITS
Define PREF_WEBSERVICES_GEOCODEDICTIONARY 20 ' SmallInt: See
return values for GeocodeInfo()
Define PREF_WEBSERVICES_GEOCODEBATCHSIZE 21 ' SmallInt: Points
to batch geocode
Define PREF_WEBSERVICES_WEBROUTINGCONNECTTIMEOUT 22 ' SmallInt: Connect
timeout in seconds
Define PREF_WEBSERVICES_WEBROUTINGSENDTIMEOUT 23 ' SmallInt: Send
timeout in seconds
Define PREF_WEBSERVICES_WEBROUTINGRECEIVETIMEOUT 24 ' SmallInt: Receive
timeout in seconds
Define PREF_WEBSERVICES_DRIVEREGIONBATCHSIZE 25 ' SmallInt: Points
to batch driving regions
Define PREF_WEBSERVICES_APPLYMULTIRESULTCODE 26 ' Mark Multiple
matches when automatic mode
Define PREF_WEBSERVICES_READTIMEOUTWEBTILESERVER 27 ' Read timeout
in seconds for tile servers
Define PREF_WEBSERVICES_REQUESTTIMEOUTWEBTILESERVER 28 ' Request timeout
in seconds for tile servers
Define PREF_WEBSERVICES_LIBRARYSERVICEACCESSMODE 29 ' 0=disabled,
1=catalog access, 2=catalog and library access
Define PREF_WEBSERVICES_OPENMANAGEDTABLESEDITOR 30 ' open record
viewer/editor after saving managed tables
Define PREF_WEBSERVICES_BINGKEYFROMUSER 31 ' String: returns
custom Bing access key if used.

'----------------------------------------------------------------------------
' Image Processing Preference defines
'----------------------------------------------------------------------------
Define PREF_IMAGEPROCESSING_REPROJECTIONUSEINDEX 0 ' 0=Never, 1=Always,
2=optimized
Define PREF_IMAGEPROCESSING_RESAMPLEMETHODINDEX 1 ' 0=Cubic
Convolution, 1=Nearest Neighbor

'----------------------------------------------------------------------------
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' Layout Preference defines
'----------------------------------------------------------------------------
Define PREF_LAYOUT_PROMPTSAVEWORKSPACE 3 ' 0=OFF, 1=ON

'----------------------------------------------------------------------------
' Pdf Preference defines
'----------------------------------------------------------------------------
Define PREF_PDF_LAYEREDPDF 0 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_PDF_SAVEGEOINFO 1 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_PDF_SAVEATTRIBUTEDATA 2 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_PDF_AUTOOPENPDF 3 ' 0=OFF, 1=ON
Define PREF_PDF_POSTSCRIPTSIM 4 ' Use PDF Advanced
option: Enable Postscript Simulation
Define PREF_PDF_SAVEGEOINFOINNATIVEUNITS 5 ' Georegistration
Coordinate Units: 0=Map Units, 1=Degrees

'----------------------------------------------------------------------------
' Performance Preference defines
'----------------------------------------------------------------------------
Define PREF_PERFORMANCE_CONCURRENCYSETTING 0 '
0=None,1=Moderate,2=Intermediate,3=Aggressive,4=Full
Define PREF_PERFORMANCE_DROPINDEXSETTING 1 ' SmartIndexing:
0=Auto,1=On,2=Off

'============================================================================
' Abbreviated list of error codes
'
' The following are error codes described in the Reference manual. All
' other errors are listed in ERRORS.DOC.
'============================================================================
Define ERR_BAD_WINDOW 590
Define ERR_BAD_WINDOW_NUM 648
Define ERR_CANT_INITIATE_LINK 698
Define ERR_CMD_NOT_SUPPORTED 642
Define ERR_FCN_ARG_RANGE 644
Define ERR_FCN_INVALID_FMT 643
Define ERR_FCN_OBJ_FETCH_FAILED 650
Define ERR_FILEMGR_NOTOPEN 366
Define ERR_FP_MATH_LIB_DOMAIN 911
Define ERR_FP_MATH_LIB_RANGE 912
Define ERR_INVALID_CHANNEL 696
Define ERR_INVALID_READ_CONTROL 842
Define ERR_INVALID_TRIG_CONTROL 843
Define ERR_NO_FIELD 319
Define ERR_NO_RESPONSE_FROM_APP 697
Define ERR_PROCESS_FAILED_IN_APP 699
Define ERR_NULL_SELECTION 589
Define ERR_TABLE_NOT_FOUND 405
Define ERR_WANT_MAPPER_WIN 313
Define ERR_CANT_ACCESS_FILE 825

'============================================================================
' Backward Compatibility defines
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'
' These defines are provided so that existing MapBasic code will continue
' to compile & run correctly. Please use the new define (on the right)
' when writing new code.
'============================================================================
Define OBJ_ARC OBJ_TYPE_ARC
Define OBJ_ELLIPSE OBJ_TYPE_ELLIPSE
Define OBJ_LINE OBJ_TYPE_LINE
Define OBJ_PLINE OBJ_TYPE_PLINE
Define OBJ_POINT OBJ_TYPE_POINT
Define OBJ_FRAME OBJ_TYPE_FRAME
Define OBJ_REGION OBJ_TYPE_REGION
Define OBJ_RECT OBJ_TYPE_RECT
Define OBJ_ROUNDRECT OBJ_TYPE_ROUNDRECT
Define OBJ_TEXT OBJ_TYPE_TEXT

'----------------------------------------------------------------------------
' Codes for AdornmentInfo function to get info about an adornment win
'----------------------------------------------------------------------------
Define ADORNMENT_INFO_TYPE 1
Define ADORNMENT_INFO_MAP_WINDOWID 2
Define ADORNMENT_INFO_IS_FIXED_POS 3
Define ADORNMENT_INFO_FIXED_POS_X 4
Define ADORNMENT_INFO_FIXED_POS_Y 5
Define ADORNMENT_INFO_FIXED_POS_UNITS 6
Define ADORNMENT_INFO_DOCKED_POS 7
Define ADORNMENT_INFO_DOCKED_OFFSET_X 8
Define ADORNMENT_INFO_DOCKED_OFFSET_Y 9
Define ADORNMENT_INFO_DOCKED_UNITS 10
Define ADORNMENT_INFO_BACKGROUND_PEN 11
Define ADORNMENT_INFO_BACKGROUND_BRUSH 12
Define ADORNMENT_INFO_SB_TYPE 20
Define ADORNMENT_INFO_SB_MAP_UNITS 21
Define ADORNMENT_INFO_SB_PAPER_UNITS 22
Define ADORNMENT_INFO_SB_BAR_LENGTH 23
Define ADORNMENT_INFO_SB_BAR_DRAW_LEN 24
Define ADORNMENT_INFO_SB_BAR_HEIGHT 25
Define ADORNMENT_INFO_SB_AUTO_SCALING 26
Define ADORNMENT_INFO_SB_CARTO_SCALE 27
Define ADORNMENT_INFO_SB_BAR_PEN 28
Define ADORNMENT_INFO_SB_BAR_BRUSH 29
Define ADORNMENT_INFO_SB_BAR_FONT 30
Define ADORNMENT_INFO_SB_DISPLAY_SCALE 31
Define ADORNMENT_INFO_SB_AUTOOFF_SCALE 32
Define ADORNMENT_INFO_SB_AUTOON_SCALE 33
Define ADORNMENT_INFO_SB_SCALE_STRING 34
Define ADORNMENT_INFO_SB_CARTO_VALUE 35
Define ADORNMENT_INFO_SB_CARTO_STRING 36

'============================================================================
' Codes used to position Adornments relative to mapper
'============================================================================
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Define ADORNMENT_INFO_MAP_POS_TL 0
Define ADORNMENT_INFO_MAP_POS_TC 1
Define ADORNMENT_INFO_MAP_POS_TR 2
Define ADORNMENT_INFO_MAP_POS_CL 3
Define ADORNMENT_INFO_MAP_POS_CC 4
Define ADORNMENT_INFO_MAP_POS_CR 5
Define ADORNMENT_INFO_MAP_POS_BL 6
Define ADORNMENT_INFO_MAP_POS_BC 7
Define ADORNMENT_INFO_MAP_POS_BR 8
Define SCALEBAR_INFO_BARTYPE_CHECKEDBAR 0
Define SCALEBAR_INFO_BARTYPE_SOLIDBAR 1
Define SCALEBAR_INFO_BARTYPE_LINEBAR 2
Define SCALEBAR_INFO_BARTYPE_TICKBAR 3

'============================================================================
' Coordinate system datum id's. These match the id's from mapinfow.prj.
'============================================================================
Define DATUMID_NAD27 62
Define DATUMID_NAD83 74
Define DATUMID_WGS84 104

'============================================================================
' Assiging nullptr to c# ref type will destory and allow GC to collect
them.
'============================================================================
Define NULL_PTR -1

'============================================================================
' end of MAPBASIC.DEF
'============================================================================
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F - MapBasic ヘルプの概
要
MapBasic ヘルプは、MapBasic の文、関数、およびコマンドに関する情
報源です。
MapBasicを初めてお使いの方は、次のトピックから読み進めてください。
• MapBasic の概要
• MapBasic の新規および機能拡張された文と関数（38ページ）
• 演算子の要約（1238ページ）
• HTTP ライブラリおよび FTP ライブラリ（1169ページ）
• XML ライブラリ（1211ページ）

このセクションの構成

このセクションの構成
ヘルプ システムのトピックを検索するには........................................1296
ヘルプ システムの使用.........................................................................1296
ヘルプ ビューアの概要.........................................................................1297
別のコンピュータでのヘルプの表示....................................................1297
メニューコマンド.................................................................................1298
MapBasic ダイアログ ボックスの説明................................................1319



ヘルプ システムのトピックを検索するには
MapBasic ヘルプを使って、メニュー コマンドやオプションをすばやく参照できます。
ヘルプのトピックを検索するには
1. [目次] タブをクリックすると、分類ごとにトピックを参照できます。
2. [キーワード]タブをクリックすると、キーワード項目の一覧が表示されます。単語を直接入力

するか、一覧をスクロールします。
3. [検索] タブをクリックすると、[ヘルプ] トピックに含まれるキーワードを検索できます。
ヘルプ ウィンドウからテキストをコピーするには、そのテキストを選択してから右クリックし、
ポップアップ メニューの [コピー] をクリックします。

ヘルプ システムの使用
MapBasic には複数のヘルプ システムがあります。
• MapBasicHelp.exeは、MapBasicの関数と文の操作方法を説明するヘルプです。MapBasicリ
ボンから開くことができます。

• ExtensibilityReferenceHelp.exeは、.NET オブジェクト モデル API に関するヘルプで
す。この API を使うと、リボン タブ、ボタン、ドロップダウン、ギャラリーなどのユーザ イン
ターフェイスをカスタマイズしたり、作成することができます。

• IntegratedMappingReferenceHelp.exeは、MapBasic ソフトウェア開発キット (SDK) に
関するヘルプです。この SDK を使うと、マップ作成機能をアプリケーションに追加できます。

ソフトウェアの外部でヘルプシステムを表示するには、MapBasicのインストール先フォルダにあ
るヘルプの.exeファイルをダブルクリックします。また、このファイルをコンピュータの別の場
所 (デスクトップなど) に移動して、そこから起動することもできます。
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ヘルプ ビューアの概要
MapBasicでは、QTAssistantをヘルプビューアとして利用しています。このビューアの詳細につ
いては、付属のメモを参照してください。メモは、assistant.exe ファイルをダブルクリック
すると参照できます。このファイルは、MapBasicのインストール先にあるQTフォルダ (例えば、
C:\Program Files\MapInfo\MapBasic\QT) の下にあります。

別のコンピュータでのヘルプの表示
ヘルプ システムを別のコンピュータで表示するには
1. QTフォルダと .qhcファイルおよび .qchファイルを、MapBasicのインストール先フォルダ

からヘルプを表示するコンピュータにコピーします。
.qhcファイルと .qchファイルの両方が同じフォルダになければ、ビューアはヘルプシステ
ムを開くことができません。

2. コマンド プロンプトを起動します。
[スタート]メニューで検索ボックスに「コマンド プロンプト」 (cmd)と入力するか、Windows
8の場合は、スワイプ操作で [アプリ]画面に移動して [Windowsシステム]の下を探します。

3. ディレクトリを QT フォルダに変更し、.qhc ファイルへのパスを使って次のように入力しま
す。

assistant.exe –collectionFile C:\Users\Public\Documents\MapBasic.qhc

.qhc ファイル拡張子を、collectionFile を入力する際に必ず使用してください。

ダブルクリックしてヘルプ システムを起動できるバッチ (.bat) ファイルを作成することをお勧め
します。このファイルには、C:\Users\Public\Documents\QT\assistant.exe

–collectionFile C:\Users\Public\Documents\MapBasic.qhcという 1つのコマンドを
記述します。
.
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メニューコマンド

ファイル メニュー
[ファイル]メニューには、MapBasicプログラムを作成、開く/閉じる、保存、コンパイル、印刷、
および終了するためのコマンドがあります。

[新規] コマンド ([ファイル] メニュー)（1300ページ）
[開く] コマンド ([ファイル] メニュー) （1300ページ）
[閉じる] コマンド ([ファイル] メニュー) （1301ページ）
[すべてを閉じる] コマンド ([ファイル] メニュー) （1301ページ）
[保存] コマンド ([ファイル] メニュー) （1302ページ）
[名前を付けて保存] コマンド ([ファイル] メニュー) （1302ページ）
[復帰] コマンド ([ファイル] メニュー) （1303ページ）
[ファイルからコンパイル] コマンド ([ファイル] メニュー) （1303ページ）
[ファイルからリンク] コマンド ([ファイル] メニュー （1304ページ）
[ページの設定] コマンド ([ファイル] メニュー) （1304ページ）
[印刷] コマンド ([ファイル] メニュー) （1305ページ）
[PDF へ出力] コマンド ([ファイル] メニュー) （1305ページ）
[終了] コマンド ([ファイル] メニュー) （1305ページ）

編集メニュー
[編集]メニューには、MapBasicプログラムのドラフト作成および編集に利用できるコマンドが含
まれています。

[元に戻す] コマンド ([編集] メニュー) （1306ページ）
[切り取り] コマンド ([編集] メニュー) （1307ページ）
[コピー] コマンド ([編集] メニュー) （1307ページ）
[貼り付け] コマンド ([編集] メニュー) （1307ページ）
[クリア] コマンド ([編集] メニュー)（1308ページ）
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[すべてを選択] コマンド ([編集] メニュー) （1308ページ）

検索メニュー
[検索]メニューには、編集ウィンドウ上でのテキストの検索および置換を行うためのコマンドが用
意されています。 これらのコマンドの中には、構文エラーを含む文を検索するプロセスを容易に
するものがあります。

[検索] コマンド ([検索] メニュー) （1309ページ）
[再度検索] コマンド ([検索] メニュー) （1309ページ）
[置換と再度検索] コマンド ([検索] メニュー) （1310ページ）
[次のエラー] コマンド ([検索] メニュー) （1310ページ）
[前のエラー] コマンド ([検索] メニュー) （1310ページ）
[ジャンプ] コマンド ([検索] メニュー) （1311ページ）

プロジェクト メニュー
[プロジェクト]メニューを使用して、MapBasicプログラムのコンパイルと実行、プログラム統計
データの表示、およびエラー ウィンドウの表示/非表示を行います。

[プロジェクト ファイルの選択] コマンド ([プロジェクト] メニュー) （1311ページ）
[現在のファイルのコンパイル] コマンド ([プロジェクト] メニュー) （1312ページ）
[現在のファイルのリンク] コマンド ([プロジェクト] メニュー) （1312ページ）
[実行] コマンド ([プロジェクト] メニュー) （1313ページ）
[オブジェクト情報] コマンド ([プロジェクト] メニュー) （1313ページ）
[エラー リストを表示] コマンド ([プロジェクト] メニュー) （1313ページ）

ウィンドウ メニュー
編集ウィンドウが 1つ以上開いている場合、MapBasicの [ウィンドウ]メニューを使って、ウィン
ドウの整理やアクティブ ウィンドウの切り替えを行うことができます。

[ウィンドウを並べて表示] コマンド ([ウィンドウ] メニュー)（1314ページ）
[ウィンドウを重ねて表示] コマンド ([ウィンドウ] メニュー) （1314ページ）
[アイコンの整列] コマンド ([ウィンドウ] メニュー)（1315ページ）
[テキスト スタイル] コマンド ([ウィンドウ] メニュー) （1315ページ）
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開いている編集ウィンドウのリスト ([ウィンドウ] メニュー) （1315ページ）

ヘルプ メニュー
[ヘルプ] メニューを使用すると、 MapBasic ヘルプ システムの情報を簡単に検索できるようにな
ります。。 オンライン ヘルプ ファイルでは、MapBasic 言語で使われるすべての文および関数に
ついて説明しています。 MapBasic ヘルプ また、必要な文の名前が検索できる総合クロス リファ
レンス画面も含まれています。

[目次] コマンド ([ヘルプ] メニュー) （1316ページ）
[ヘルプの検索] コマンド ([ヘルプ] メニュー) （1316ページ）
[ヘルプの使い方] コマンド ([ヘルプ] メニュー) （1316ページ）
[更新の有無をチェック] コマンド ([ヘルプ] メニュー)（1318ページ）
[MapBasic について] コマンド ([ヘルプ] メニュー) （1318ページ）

[新規] コマンド ([ファイル] メニュー)

[新規] を使用すると、プログラムを入力するための新規編集ウィンドウを開くことができます。

このコマンドがアクティブになる条件
[新規] コマンドは常にアクティブです。

このコマンドへのアクセス方法
• [ファイル] > [新規] を選択します。

[開く] コマンド ([ファイル] メニュー)

[開く]を使用すると、編集ウィンドウ内に既存のファイルを表示できます。MapBasicプログラム
ファイル (例: dispatch.mb)、エラーメッセージのリスト (dispatch.err)、またはMapInfo Pro
ワークスペース ファイルを開くことができます。 各ワークスペース ファイルは、実際には単に
MapBasic 文を寄せ集めたテキスト ファイルです。
[開く] ダイアログ ボックスでは、2 つ以上のファイルを同時に開くことができます。 複数のファ
イルを選択するには、Shift キーまたは Ctrl キーを押しながらファイル名をクリックします。
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注 : テキスト ファイルの中には、大きすぎて MapBasic 編集ウィンドウの中に入りきらな
いものもあります。この制限を回避する方法については、『MapBasicユーザーズガイド』
の 「MapBasic テキスト エディタの制限事項」 を参照してください。

このコマンドがアクティブになる条件
[開く] は常にアクティブです。

このコマンドへのアクセス方法
• [ファイル] > [開く] を選択します。

[閉じる] コマンド ([ファイル] メニュー)

[閉じる] コマンドを使用すると、アクティブな編集ウィンドウが閉じます。 現在のウィンドウの
内容を変更した場合、ウィンドウを閉じる前に、変更内容を保存するかどうかを確認するメッセー
ジが表示されます。 [閉じる] は、編集ウィンドウが １ つ以上開いている時に使用できます。

このコマンドがアクティブになる条件
編集ウィンドウが開かれている場合、[閉じる] はアクティブになります。

このコマンドへのアクセス方法
• [ファイル] > [閉じる] を選択します。

[すべてを閉じる] コマンド ([ファイル] メニュー)

[すべてを閉じる]コマンドを使用すると、開いているすべての編集ウィンドウを閉じることができ
ます。 [閉じる] コマンドと同様に、未保存の変更内容を保存するかどうかを確認するメッセージ
が表示されます。 [すべてを閉じる]、編集ウィンドウが １ つ以上開いている時に使用できます。

このコマンドがアクティブになる条件
編集ウィンドウが 1 つ以上開かれている場合、[すべてを閉じる] はアクティブになります。
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このコマンドへのアクセス方法
• [ファイル] > [すべてを閉じる] を選択します。

[保存] コマンド ([ファイル] メニュー)

[保存] コマンドを使用すると、アクティブな編集ウィンドウの内容を保存できます。 [保存] は、
編集ウィンドウの内容を変更したときに選択できます。

このコマンドがアクティブになる条件
開いている編集ウィンドウで加えた変更が保存されていない場合、[保存] はアクティブになりま
す。

このコマンドへのアクセス方法
• [ファイル] > [保存] を選択します。

[名前を付けて保存] コマンド ([ファイル] メニュー)

[名前を付けて保存]コマンドを使用すると、アクティブな編集ウィンドウの内容を新しいファイル
に保存できます。 [名前を付けて保存] は、編集ウィンドウが開いているときに選択できます。

このコマンドがアクティブになる条件
開いている編集ウィンドウで加えた変更が保存されていない場合、[名前を付けて保存]はアクティ
ブになります。

このコマンドへのアクセス方法
• [ファイル] > [名前を付けて保存] を選択します。
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[復帰] コマンド ([ファイル] メニュー)

[復帰]コマンドを使用すると、編集ウィンドウを最後に保存した以降の変更内容がすべて破棄され
ます。 [復帰] は、編集ウィンドウの内容を変更したときに選択できます。

このコマンドがアクティブになる条件
開いている編集ウィンドウで加えた変更が保存されていない場合、[復帰] はアクティブになりま
す。

このコマンドへのアクセス方法
• [ファイル] > [復帰] を選択します。

[文字セット] ([UTF-8/システム文字セット]) コマンド ([ファイル]
メニュー)

このボタンを使用して、UTF-8 またはシステム文字セットを、必要な文字セットとして選択でき
ます。

このコマンドがアクティブになる条件
[文字セット] コマンドは常にアクティブです。

このコマンドへのアクセス方法
• [ファイル] > [文字セット] > [UTF-8/システム文字セット] を選択します。

[ファイルからコンパイル] コマンド ([ファイル] メニュー)

[ファイルからコンパイル]コマンドを使用すると、編集ウィンドウにファイルの内容が表示される
ことなく、ディスクファイルの内容から既存の .mbファイルが直接コンパイルされます (これは、
アクティブな編集ウィンドウ上のプログラムをすべてコンパイルする [プロジェクト] メニューの
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[現在のファイルのコンパイル]コマンドとは対照的です)。別のテキストエディタで作成されたプ
ログラムをコンパイルするには、[ファイルからコンパイル] を使用します。
[ファイルからコンパイル]を使用したときにコンパイルエラーが発生した場合、ファイル名.err

という名前のテキスト ファイルにエラー メッセージが書き込まれます。 エラー ファイルの内容
を表示するには、[ファイル] > [開く] を選択します。

このコマンドがアクティブになる条件
[ファイルからコンパイル] は常にアクティブです。

このコマンドへのアクセス方法
• [ファイル] > [ファイルからコンパイル] を選択します。

[ファイルからリンク] コマンド ([ファイル] メニュー

[ファイルからリンク]コマンドを使用すると、編集ウィンドウにプロジェクトファイルの内容が表
示されることなく、既存のプロジェクトが直接リンクされます (これは、現在のプロジェクトをリ
ンクする [プロジェクト] メニューの [現在のファイルのリンク] とは対照的です)。

このコマンドがアクティブになる条件
[ファイルからリンク] は常にアクティブです。

このコマンドへのアクセス方法
• [ファイル] > [ファイルからリンク] を選択します。

[ページの設定] コマンド ([ファイル] メニュー)

[ページの設定]コマンドを使用すると、アクティブな編集ウィンドウのプリンタオプション (たと
えば、用紙、余白、印刷の向き) を定義できます。

このコマンドがアクティブになる条件
プリンタが 1 台以上インストールされている場合に、[印刷設定] がアクティブになります。
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このコマンドへのアクセス方法
• [ファイル] > [ページの設定] を選択します。

[印刷] コマンド ([ファイル] メニュー)

[印刷] コマンドを使用すると、アクティブな編集ウィンドウを印刷できます。

このコマンドがアクティブになる条件
[印刷] は、編集ウィンドウが 1 つ以上開いている場合に選択できます。

このコマンドへのアクセス方法
• [ファイル] > [印刷] を選択します。

[PDF へ出力] コマンド ([ファイル] メニュー)

[PDF へ出力] コマンドを使用すると、アクティブ ウィンドウを PDF ファイルとして出力できま
す。

このコマンドがアクティブになる条件
[PDF へ出力] は、アクティブ ウィンドウが 1 つ以上開いている場合に選択できます。

このコマンドへのアクセス方法
• [ファイル] > [PDF へ出力] を選択します。

[終了] コマンド ([ファイル] メニュー)

[終了]コマンドを使用すると、MapBasic環境を終了できます。未保存の変更がある場合、それを
保存するかどうかを確認するメッセージが表示されます。
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このコマンドがアクティブになる条件
[終了] コマンドは常にアクティブです。

このコマンドへのアクセス方法
• [ファイル] > [終了] を選択します。

[最近使ったファイル] コマンド ([ファイル] メニュー)

[最近使ったファイル]リストは、最近使ったファイルのリストを表示したりアクセスしたりするた
めに使用します。 ファイルを 1 つ選択すると、そのファイルがアクティブ ウィンドウになりま
す。

このコマンドがアクティブになる条件
[最近使ったファイル] は、以前にファイルを 1 つ以上開いたことがある場合にアクティブになり
ます。

このコマンドへのアクセス方法
• [ファイル] > [1. ファイル名] を選択します。

[元に戻す] コマンド ([編集] メニュー)

[元に戻す]コマンドを使用すると、アクティブな編集ウィンドウ上で最後に行った変更内容がキャ
ンセルされます。 [元に戻す] を選択すると、最後の変更が削除され、メニュー項目が [繰り返し]
に変わります。 [繰り返し] を選択すると、削除した変更が再度適用されます。

このコマンドがアクティブになる条件
[元に戻す] は、編集ウィンドウが１つ以上開いており、かつそのウィンドウの中のテキスト が変
更されている場合に使用できます。

このコマンドへのアクセス方法
• [編集] > [元に戻す] を選択します。

1306MapBasic 2019 リファレンス

MapBasic ヘルプの概要



[切り取り] コマンド ([編集] メニュー)

[切り取り] コマンドを使用すると、選択した (ハイライトされた) テキストがクリップボードにコ
ピーされた後、編集ウィンドウからそのテキストが削除されます。 テキストはクリップボードに
保存されるので、[貼り付け] コマンド (下記参照) を使って他の場所に挿入できます。

このコマンドがアクティブになる条件
[切り取り] は、アクティブな編集ウィンドウでテキストが選択されている場合に選択できます。

このコマンドへのアクセス方法
• [編集] > [切り取り] を選択します。

[コピー] コマンド ([編集] メニュー)

[コピー]コマンドを使用すると、選択したテキストはクリップボードにコピーされますが、そのテ
キストは削除されません。

このコマンドがアクティブになる条件
[コピー]は、アクティブな編集ウィンドウでテキストが選択されている場合、または開かれている
MapBasic ウィンドウ上でテキストが選択されている場合に選択できます。

このコマンドへのアクセス方法
• [編集] > [コピー] をクリックします。

[貼り付け] コマンド ([編集] メニュー)

[貼り付け]コマンドを使用すると、クリップボードの内容が、アクティブな編集ウィンドウの現在
のカーソル位置にコピーされます。 編集ウィンドウでテキストを選択して [貼り付け] を実行する
と、クリップボード上のテキストが、選択したテキストに置き換わります。
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このコマンドがアクティブになる条件
[貼り付け]は、クリップボード上にテキストがあり、編集ウィンドウが１つ以上開いている場合に
使用できます。

このコマンドへのアクセス方法
• [編集] > [貼り付け] を選択します。

[クリア] コマンド ([編集] メニュー)

[クリア]コマンドを使用すると、選択したテキストがクリップボードにコピーされずに削除されま
す。

このコマンドがアクティブになる条件
[クリア] は、開かれた編集ウィンドウ上でテキストが選択されている場合に使用できます。

このコマンドへのアクセス方法
• [編集] > [クリア] を選択します。

[すべてを選択] コマンド ([編集] メニュー)

[すべてを選択]コマンドを使用すると、アクティブな編集ウィンドウのすべての内容が選択されま
す。

このコマンドがアクティブになる条件
[すべてを選択] は、編集ウィンドウが１つ以上開いている場合に使用できます。

このコマンドへのアクセス方法
• [編集] > [すべてを選択] を選択します。
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[検索] コマンド ([検索] メニュー)

[検索] コマンドを使用すると、アクティブな編集ウィンドウで特定の文字列が検索されます。 あ
る文字列の次の出現を検索するには、[検索] テキスト ボックスに検索文字列を入力します。 大文
字と小文字を区別するには、[大文字と小文字を区別する] チェック ボックスをオンにします。
[検索] ボタンをクリックすると、現在の挿入ポイントから文末に向かって検索が実行されます。
検索文字列を見つけると、その出現位置までウィンドウがスクロールされます。 その文字列が見
つからない場合は、ビープ音が鳴ります。

このコマンドがアクティブになる条件
[検索] は、編集ウィンドウが 1 つ以上開いている場合に選択できます。

このコマンドへのアクセス方法
• [検索] > [検索] を選択します。

[再度検索] コマンド ([検索] メニュー)

[再度検索] コマンドを使用すると、前の [検索] ダイアログ ボックスで指定した文字列の次の出現
位置が検索されます。

このコマンドがアクティブになる条件
[再度検索] は、編集ウィンドウが 1 つ以上開いており、なおかつ [検索] 操作が一度実行されてい
る場合に使用できます。

このコマンドへのアクセス方法
• [検索] > [再度検索] を選択します。
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[置換と再度検索] コマンド ([検索] メニュー)

[置換と再度検索] コマンドを使用すると、選択したテキストが [検索] ダイアログ ボックスで指定
したテキストに置き換えられた後、検索文字列の次の出現位置が検索され、ハイライトされます。

このコマンドがアクティブになる条件
[置換と再度検索]は、編集ウィンドウが 1つ以上開いていて、[検索]操作が一度実行されている場
合に選択できます。

このコマンドへのアクセス方法
• [検索] > [置換と再度検索] を選択します。

[次のエラー] コマンド ([検索] メニュー)

[次のエラー] コマンドは、構文エラーを修正するのに役立ちます。 プログラムが正しくコンパイ
ルされない場合、MapBasic では編集ウィンドウの下にエラーのリストが表示されます。 [次のエ
ラー]を選択すると、編集ウィンドウが下にスクロールし、エラーリスト上の次のエラーを含むプ
ログラムの行が表示されます。

このコマンドがアクティブになる条件
[次のエラー] は、アクティブな編集ウィンドウにエラー メッセージが表示されている場合に選択
できます。

このコマンドへのアクセス方法
• [検索] > [次のエラー] を選択します。

[前のエラー] コマンド ([検索] メニュー)

[前のエラー] コマンドを使用すると、編集ウィンドウが上にスクロールし、エラー リスト上の 1
つ前のエラーが表示されます。
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このコマンドがアクティブになる条件
[前のエラー] は、アクティブな編集ウィンドウに関するエラー メッセージがある場合に選択でき
ます。

このコマンドへのアクセス方法
• [検索] > [前のエラー] を選択します。

[ジャンプ] コマンド ([検索] メニュー)

[ジャンプ]コマンドを選択して行番号を入力すると、編集ウィンドウがスクロールしてプログラム
内のその行が表示されます。
プログラムが正しくコンパイルされても、実行時にエラーが生じることがあります。 このような
場合は、プログラム内の特定の行でエラーが発生していることを示すダイアログ ボックスが表示
されます。ここで、通常はMapBasic開発環境に戻ってプログラム中の該当行をチェックします。

このコマンドがアクティブになる条件
[ジャンプ] は、編集ウィンドウが １ つ以上開いている場合に使用できます。

このコマンドへのアクセス方法
• [検索] > [ジャンプ] を選択します。

[プロジェクト ファイルの選択] コマンド ([プロジェクト] メ
ニュー)

[プロジェクト ファイルの選択] コマンドを使用すると、既存のプロジェクト ファイルを開くため
のダイアログボックスが表示されます。プロジェクトファイルは、アプリケーションを構成する
すべてのモジュールがリストされたテキスト ファイルです。 プロジェクト ファイルを選択する
と、そのファイルはアクティブなプロジェクト ファイルとなり、[現在のファイルのリンク] を選
択することでそのファイルをコンパイルできます。
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このコマンドがアクティブになる条件
[プロジェクト ファイルの選択] は常にアクティブです。

このコマンドへのアクセス方法
• [プロジェクト] > [プロジェクト ファイルの選択] を選択します。

[現在のファイルのコンパイル] コマンド ([プロジェクト] メ
ニュー)

[現在のファイルのコンパイル]コマンドを使用すると、アクティブな編集ウィンドウ上のプログラ
ムがコンパイルされます。コンパイラがプログラム中の構文エラーを検出すると、MapBasicでは
編集ウィンドウの下にエラーのリストが表示されます。 構文エラーがない場合は、mbx ファイル
(そのモジュールがスタンドアロン型プログラムの場合)またはオブジェクトモジュール (mbo)ファ
イルが作成されます。

このコマンドがアクティブになる条件
[現在のファイルのコンパイル] は、編集ウィンドウが 1 つ以上開いている場合に選択できます。

このコマンドへのアクセス方法
• [プロジェクト] > [現在のファイルのコンパイル] を選択します。

[現在のファイルのリンク] コマンド ([プロジェクト] メニュー)

[現在のファイルのリンク] コマンドを使用すると、現在のプロジェクト ファイルに記載されたモ
ジュールがリンクされ、実行可能アプリケーションファイルが作成されます (ただし、エラーがあ
る場合はエラー メッセージが表示されます)。

このコマンドがアクティブになる条件
[現在のファイルのリンク] は、プロジェクトファイルが開いている場合に選択できます。
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このコマンドへのアクセス方法
• [プロジェクト] > [現在のファイルのリンク] を選択します。

[実行] コマンド ([プロジェクト] メニュー)

[実行]コマンドを使用すると、一番手前の編集ウィンドウ上にあるアプリケーションを実行するよ
うに求めるメッセージが MapInfo Pro ソフトウェアに送られます。

このコマンドがアクティブになる条件
[実行] は、現在のファイルのコンパイル後に選択できようになります ([プロジェクト] > [現在の
ファイルのコンパイル] を選択)。

このコマンドへのアクセス方法
• [プロジェクト] > [実行] を選択します。

[オブジェクト情報] コマンド ([プロジェクト] メニュー)

[オブジェクト情報]コマンドを使用すると、アクティブな編集ウィンドウ上のプログラムに関する
統計データが表示されます。

このコマンドがアクティブになる条件
[オブジェクト情報] は、編集ウィンドウが 1 つ以上開いている場合に選択できます。

このコマンドへのアクセス方法
• [プロジェクト] > [オブジェクト情報] を選択します。

[エラー リストを表示] コマンド ([プロジェクト] メニュー)

[エラー リストを表示／非表示] コマンドを使用すると、アクティブな編集ウィンドウに関するエ
ラー リストの表示と非表示を切り替えられます。 エラーリストが現在表示されている場合、この
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メニュー項目は [エラーリストを非表示] となります。 エラーリストが現在隠れている場合は [エ
ラーリストを表示] となります。

このコマンドがアクティブになる条件
[エラーリストを表示／非表示]は、関連エラーメッセージが存在するような編集ウィンドウが開い
ている場合に使用できます。

このコマンドへのアクセス方法
• [プロジェクト] > [エラー リストを表示／非表示] を選択します。

[ウィンドウを並べて表示] コマンド ([ウィンドウ] メニュー)

[ウィンドウを並べて表示] コマンドを使用すると、編集ウィンドウが横に並んで表示されます。

このコマンドがアクティブになる条件
このメニューのコマンドは、編集ウィンドウが 1 つ以上開いている場合に使用できます。

このコマンドへのアクセス方法
• [ウィンドウ] > [ウィンドウを並べて表示] を選択します。

[ウィンドウを重ねて表示] コマンド ([ウィンドウ] メニュー)

[ウィンドウを重ねて表示] コマンドを使用すると、編集ウィンドウが重なって表示されます。

このコマンドがアクティブになる条件
このメニューのコマンドは、編集ウィンドウが 1 つ以上開いている場合に使用できます。

このコマンドへのアクセス方法
• [ウィンドウ] > [ウィンドウを重ねて表示] を選択します。

1314MapBasic 2019 リファレンス

MapBasic ヘルプの概要



[アイコンの整列] コマンド ([ウィンドウ] メニュー)

[アイコンの整列]コマンドを使用すると、最小化された[編集]ウィンドウに対応するアイコンを整
理できます。[編集]ウィンドウの最小化ボタンをクリックすると、ウィンドウは一時的にアイコン
に縮小されます。

このコマンドがアクティブになる条件
このメニューのコマンドは、[編集]ウィンドウが 1 つ以上開いている場合に使用できます。

このコマンドへのアクセス方法
• [ウィンドウ] > [アイコンの整列] を選択します。

[テキスト スタイル] コマンド ([ウィンドウ] メニュー)

[テキスト スタイル] コマンドを使用すると、ウィンドウの表示に使用するフォントを選択できま
す。 選択されたフォントは、ウィンドウ全体に適用されます。

このコマンドがアクティブになる条件
このメニューのコマンドは、編集ウィンドウが 1 つ以上開いている場合に使用できます。

このコマンドへのアクセス方法
• [ウィンドウ] > [テキスト スタイル] を選択します。

開いている編集ウィンドウのリスト ([ウィンドウ] メニュー)

[ウィンドウ]メニューの下には、開いている各編集ウィンドウのメニュー項目がリストされます。
編集ウィンドウの1つをアクティブにする (そのウィンドウを一番手前に表示する)ためには、[ウィ
ンドウ] メニューから該当するウィンドウ名を選択します。
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[目次] コマンド ([ヘルプ] メニュー)

[目次] コマンドを使用すると、ヘルプ ウィンドウの目次画面が表示されます。 ここでハイパーテ
キスト ジャンプをクリックしてヘルプを参照するか、[検索] ボタンをクリックして [検索] ダイア
ログ ボックスを表示します。

このコマンドがアクティブになる条件
[目次] コマンドは常にアクティブです。

このコマンドへのアクセス方法
• [ヘルプ] > [目次] を選択します。

[ヘルプの検索] コマンド ([ヘルプ] メニュー)

[ヘルプの検索] コマンドを使用すると、[検索] ダイアログ ボックスに直接ジャンプできます。
[ヘルプの検索] コマンドを使用すると、 MapBasic ヘルプの検索テーブルに直接アクセスできま
す。ここで、MapBasic APIの文、関数、または変数に関する情報を検索するためのキーワードを
入力します。

このコマンドがアクティブになる条件
[ヘルプの検索] コマンドは常にアクティブです。

このコマンドへのアクセス方法
• [ヘルプ] > [ヘルプの検索] を選択します。

[ヘルプの使い方] コマンド ([ヘルプ] メニュー)

[ヘルプの使い方]コマンドを使用すると、MapBasicヘルプで情報を簡単に検索できるようになり
ます。 MapBasic ヘルプ システムは、『MapBasic リファレンス ガイド』に基づいています。
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このコマンドがアクティブになる条件
[ヘルプの使い方] コマンドは常にアクティブです。

このコマンドへのアクセス方法
• [ヘルプ] > [ヘルプの使い方] を選択します。

[機能拡張リファレンス] コマンド ([ヘルプ] メニュー)

[機能拡張リファレンス]ボタンをクリックすると、『MapInfo Pro機能拡張リファレンスガイド』
が表示されます。

このコマンドがアクティブになる条件
[機能拡張リファレンス] コマンドは常にアクティブです。

このコマンドへのアクセス方法
• [ヘルプ] > [機能拡張リファレンス] を選択します。

[コミュニティのダウンロード] コマンド ([ヘルプ] メニュー)

[コミュニティのダウンロード]ボタンをクリックすると、必要なMapInfo ProまたはMapBasicの
リソースがダウンロードできる Web サイトが表示されます。

このコマンドがアクティブになる条件
[コミュニティのダウンロード] コマンドは常にアクティブです。

このコマンドへのアクセス方法
• [ヘルプ] > [コミュニティのダウンロード] を選択します。
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[更新の有無をチェック] コマンド ([ヘルプ] メニュー)

[更新の有無をチェック]コマンドを使用すると、Precisely Webサイトが開き、製品に適用できる
更新をすべて示した専用ページが表示されます。このコマンドを使用すると、MapBasicWebペー
ジにアクセスし、MapBasic API に関連するパッチを入手できます。

このコマンドがアクティブになる条件
[更新の有無をチェック] コマンドは、インターネット ブラウザがインストールされていて、イン
ターネットに接続されている場合に常にアクティブになります。

このコマンドへのアクセス方法
• [ヘルプ] > [更新の有無をチェック] を選択します。

[MapBasic について] コマンド ([ヘルプ] メニュー)

[MapBasicについて]コマンドを使用すると、[MapBasicについて]ダイアログボックスが開き、
MapBasic API の著作権情報およびバージョン番号情報が表示されます。

注 : ヘルプ画面の多くには、短いサンプル プログラムが含まれています。 これらのプログ
ラムは、その一部をクリップボードにコピーしてプログラムに貼り付けることもできます。
ヘルプ画面からテキストをコピーするには、ヘルプ ウィンドウの [編集] メニューから [編
集] > [コピー]を選択します。ヘルプ ウィンドウからテキストをドラッグして、プログラム
にドロップすることもできます。

このコマンドがアクティブになる条件
[MapBasic について] コマンドは常にアクティブです。

このコマンドへのアクセス方法
• [ヘルプ] > [MapBasic について] を選択します。
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MapBasic ダイアログ ボックスの説明

[プログラムのコンパイル] ダイアログ ボックス

ファイルの場所

ドライブとフォルダを選択して、コンパイルするプログラム ファイルを指定します。 フォルダに
あるファイルがリストに表示されます。 リストでファイルをダブルクリックして選択します。
[1 つ上のフォルダへ] ボタン

現在のディレクトリより 1 つ上のレベルのディレクトリを表示します。
[デスクトップの表示] ボタン

デスクトップを表示します。
[新しいフォルダの作成] ボタン

新規フォルダを一時的な名前で表示します。
[一覧] ボタン

ファイル サイズなどの詳細なしでファイルやフォルダのリストを表示します。
[詳細] ボタン

名前、サイズ、種類、更新日時などの詳細を含めて、ファイルやフォルダのリストを表示します。
[説明] ボックス

選択した場所にあるフォルダとファイルが表示されます。 このボックス内のフォルダまたはファ
イルは、ダブルクリックして開くこともできます。
プレース バー

プレースバーの各ボタンは、My Recent Documents、Desktop、My Documents、My Computer、
およびMyNetworkの各ディレクトリ参照に関連付けられています。いずれかのボタンを押すと、
ダイアログ ボックスの現在のディレクトリがボタンに関連付けられているディレクトリに切り替
わります。
ファイル名

コンパイルするプログラムのファイル名を入力します (省略可能)。
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ファイルの種類

リンクするファイルの種類を [MB プログラム (.mb)]、[プログラム ヘッダ (.def)]、[エラー ファイ
ル (.err)]、[すべてのファイル] から選択します。
開く

クリックして、選択したプログラムをコンパイルします。
キャンセル

ダイアログ ボックスのオプションを取り消します。

[検索と置換] ダイアログ ボックス

特定の語句が見つかるたびに、それをテキストまたはその他の項目に自動的に置き換えます。
検索

検索するテキストを入力します。
置換後の文字列

置き換えるテキストを入力します。
大文字と小文字を区別する

このチェック ボックスをオンにすると、大文字と小文字が一致するかどうかも確認されます。
[検索] ボタン

クリックすると、ファイル内で次に検索テキストが現れる場所に移動します。
[すべて置換] ボタン

クリックすると、ファイル内に現れるすべての検索テキストを見つけ、置き換えます。
キャンセル

ダイアログ ボックスのオプションを取り消します。

[リンク プロジェクト] ダイアログ ボックス

ファイルの場所

ドライブとフォルダを選択して、リンクするプロジェクト ファイルを指定します。 フォルダにあ
るファイルがリストに表示されます。 リストでファイルをダブルクリックして選択します。
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[1 つ上のフォルダへ] ボタン

現在のディレクトリより 1 つ上のレベルのディレクトリを表示します。
[デスクトップの表示] ボタン

デスクトップを表示します。
[新しいフォルダの作成] ボタン

新規フォルダを一時的な名前で表示します。
[一覧] ボタン

ファイル サイズなどの詳細なしでファイルやフォルダのリストを表示します。
[詳細] ボタン

名前、サイズ、種類、更新日時などの詳細を含めて、ファイルやフォルダのリストを表示します。
[説明] ボックス

選択した場所にあるフォルダとファイルが表示されます。 このボックス内のフォルダまたはファ
イルは、ダブルクリックして開くこともできます。
プレース バー

プレースバーの各ボタンは、My Recent Documents、Desktop、My Documents、My Computer、
およびMyNetworkの各ディレクトリ参照に関連付けられています。いずれかのボタンを押すと、
ダイアログ ボックスの現在のディレクトリがボタンに関連付けられているディレクトリに切り替
わります。
ファイル名

リンクするプロジェクトのファイル名を入力します (省略可能)。
ファイルの種類

リンクするファイルの種類を選択します。デフォルトは、[プロジェクト ファイル (.mbp)] です。
開く

クリックして、選択したプロジェクトをリンクします。
キャンセル

ダイアログ ボックスのオプションを取り消します。
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[プログラムを開く] ダイアログ ボックス

[プログラムを開く]ダイアログボックスでは、[MBプログラム (*.mb)]、[プログラムヘッダ (*.def)]、
[エラー ファイル (*.err)]、または [すべてのファイル (*.*)] を開くことができます。 [すべてのファ
イル] を選択した場合は、ファイル形式に従ってファイルを指定します。
ファイルの場所

ドライブとフォルダを選択して、開くプログラムを指定します。 フォルダにあるファイルがリス
トに表示されます。 リストでファイルをダブルクリックして選択します。
[1 つ上のフォルダへ] ボタン

現在のディレクトリより 1 つ上のレベルのディレクトリを表示します。
[デスクトップの表示] ボタン

デスクトップを表示します。
[新しいフォルダの作成] ボタン

新規フォルダを一時的な名前で表示します。
[一覧] ボタン

ファイル サイズなどの詳細なしでファイルやフォルダのリストを表示します。
[詳細] ボタン

名前、サイズ、種類、更新日時などの詳細を含めて、ファイルやフォルダのリストを表示します。
[説明] ボックス

選択した場所にあるフォルダとファイルが表示されます。 このボックス内のフォルダまたはファ
イルは、ダブルクリックして開くこともできます。
プレース バー

プレースバーの各ボタンは、My Recent Documents、Desktop、My Documents、My Computer、
およびMyNetworkの各ディレクトリ参照に関連付けられています。いずれかのボタンを押すと、
ダイアログ ボックスの現在のディレクトリがボタンに関連付けられているディレクトリに切り替
わります。
ファイル名

開くプログラムのファイル名を入力します (省略可能)。
ファイルの種類

開くファイルの種類を選択します。
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開く

クリックして、選択したプログラムを開きます。
キャンセル

ダイアログ ボックスのオプションを取り消します。

[印刷設定] ダイアログ ボックス

このダイアログ ボックスを使って、ドキュメントの用紙のサイズ、配置、マージン、および印刷
対象を変更します。
用紙

サイズ

サイズのドロップダウンリストから、プリンタで使用可能な用紙または封筒のサイズを
指定します。
ソース

印刷対象のドロップ ダウン リストから、プリンタの紙送りの種類を選択します。
方向

縦置き

用紙の垂直方向が長くなるように置かれます。
横置き

用紙の水平方向が長くなるように置かれます。
余白 (インチ)

マージンのデフォルト単位はインチです。単位を変更するには、[オプション] > [環境設定]を選択
し、[環境設定]ダイアログボックスを表示します。 [システム]ボタンをクリックして [システムの
設定] ダイアログ ボックスを表示し、[用紙とレイアウトの単位] メニューのドロップ ダウン リス
トから単位を選択します。

左

ベージの左端と左インデントが環境設定されていないときの各行の左端の距離を指定し
ます。
右
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ページの右端と右インデントが環境設定されていないときの各行の右端の距離を指定し
ます。 片面ページの印刷で使用します。 [両面ページ] を選択すると、このオプションは
[外側] に変わります。
上

ページの上端と一行目の上の辺の距離を指定します。
下

ページの下端と最終行の下の辺の距離を指定します。
OK

ダイアログ ボックスのオプションを設定します。
キャンセル

ダイアログ ボックスのオプションを取り消します。

[印刷設定] (プリンタ選択) ダイアログ ボックス

このダイアログ ボックスを使用して、このページ設定のプリンタ オプションを選択します。
名前

選択した出力結果を印刷するプリンタをドロップ ダウン リストから選択します。
プロパティ

この出力について、選択したプリンタのプロパティを選択します。ここでは、ページの向き (縦ま
たは横)、ページの順序 (先頭のページを最初に印刷するか、最後に印刷するか)、およびシートご
とのページ数を指定します。 [詳細設定] プロパティを選択することもできますが、選択したプリ
ンタにこのプロパティが存在する場合に限ります。 [詳細設定] オプションには、用紙サイズ、コ
ピー数、グラフィックの画質、ドキュメントのオプション、ディザ品質などが含まれます。
状態

プリンタ側で出力ジョブを実行する準備ができているかどうかを示します。 この情報は読み取り
専用です。
種類

[プリンタ名] フィールドで選択したプリンタの種類を示します。 この情報は読み取り専用です。
どこ

選択したプリンタの場所を示します (利用可能な場合)。 この情報は読み取り専用です。
コメント
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特定のプリンタについて、ネットワーク管理者が入力したコメントがある場合、このフィールドに
表示されることがあります。 この情報は読み取り専用です。
ネットワーク

ネットワークにアクセスし、印刷に使用する他のプリンタを検索します。 このプリンタを使用す
るための適切なドライバを入手する必要があります。
OK

選択内容を適用して、[印刷設定] ダイアログ ボックスに戻ります。
キャンセル

選択内容を取り消して、[印刷設定] ダイアログ ボックスに戻ります。

[フォントの指定] ダイアログ ボックス

[フォントの指定] ダイアログ ボックスでは、テキストの表示形式を選択できます。
フォント

[フォント] ドロップ ダウン リストからフォントを選択します。
サイズ

[サイズ] ドロップ ダウン リストからポイント サイズを選択します。
太字

テキストが太字で表示されます。
斜体

テキストが斜字体で表示されます。
下線

テキストに下線が引かれます。
OK

ダイアログ ボックスのオプションを設定します。
キャンセル

ダイアログ ボックスのオプションを取り消します。
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[印刷] ダイアログ ボックス

[印刷] ダイアログ ボックスでは、プリンタとプリンタ接続の設定を行います。 プリンタのインス
トールとポートの構成は、Windows コントロール パネルを通じて行います。 プリンタのインス
トールについては、お手元のシステム マニュアルを参照してください。
プリンタ

名前

コンピュータ上で設定されたプリンタを表示します。
状態、種類、場所、コメント

選択されたプリンタに関する情報を表示します。
プロパティ ボタン

このボタンをクリックすると、そのプリンタのオプションを設定できます。 使用可能なオプショ
ンは、プリンタの機能に応じて異なります。
ファイルへ印刷

ドキュメントのデータをプリンタではなくファイルに送ります。 ファイル名とパスを指定する必
要があります。
印刷範囲

全ページ、ページ指定

ドキュメント全体、指定ページ、またはハイライトしている選択データのみを印刷する
かを指定します。

部数

部数

印刷する部数を入力します。
OK

ダイアログ ボックスのオプションを設定します。
キャンセル

ダイアログ ボックスのオプションを取り消します。
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[プログラムの保存] ダイアログ ボックス

保存する場所

テーブルを作成、保存、またはインポートするドライブ、フォルダ、およびファイルを選択しま
す。
[1 つ上のフォルダへ] ボタン

現在のディレクトリより 1 つ上のレベルのディレクトリを表示します。
[デスクトップの表示] ボタン

デスクトップを表示します。
[新しいフォルダの作成] ボタン

新規フォルダを一時的な名前で表示します。
[一覧] ボタン

ファイル サイズなどの詳細なしでファイルやフォルダのリストを表示します。
[詳細] ボタン

名前、サイズ、種類、更新日時などの詳細を含めて、ファイルやフォルダのリストを表示します。
[説明] ボックス

選択した場所にあるフォルダとファイルが表示されます。 このボックス内のフォルダまたはファ
イルは、ダブルクリックして開くこともできます。
プレース バー

プレースバーの各ボタンは、My Recent Documents、Desktop、My Documents、My Computer、
およびMyNetworkの各ディレクトリ参照に関連付けられています。いずれかのボタンを押すと、
ダイアログ ボックスの現在のディレクトリがボタンに関連付けられているディレクトリに切り替
わります。
ファイル名

ファイルの名前に拡張子 .MB を付けて表示します。 ファイル名を変更することも可能です。
MapBasicは、長いファイル名に対応しています。ファイル名には最高260文字を使用できます。
さらに、ディレクトリパスの中にある個々の名前にも、それぞれ最高255文字まで使用できます。
ファイル名にスペースを挿入することも、長いファイル名の中でピリオド (.)を 1つ以上使用する
ことも可能です。 ピリオド (.) を1つ以上使用するときは、ファイルを正しく保存するために、必
ずファイル拡張子を入力してください。たとえば、テーブルに \\STATE\CITY.MBという名前を
付けることができます。
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ファイルの種類

プログラムをMapBasicの [MBプログラム (*.mb)]、[プロジェクト ファイル (*.mbp)]、または [プ
ログラム ヘッダ (*.def)]として保存するか、[すべてのファイル (*.*)]を選択して任意のファイルと
して保存します。 [すべてのファイル] を選択した場合は、ファイル形式に従ってファイルを指定
します。
保存

クリックして、プログラムを保存します。
キャンセル

ダイアログ ボックスのオプションを取り消します。

[プロジェクト ファイルの選択] ダイアログ ボックス

ファイルの場所

ドライブとフォルダを選択して、開くファイルを指定します。 フォルダにあるファイルがリスト
に表示されます。 リストでファイルをダブルクリックして選択します。
[1 つ上のフォルダへ] ボタン

現在のディレクトリより 1 つ上のレベルのディレクトリを表示します。
[デスクトップの表示] ボタン

デスクトップを表示します。
[新しいフォルダの作成] ボタン

新規フォルダを一時的な名前で表示します。
[一覧] ボタン

ファイル サイズなどの詳細なしでファイルやフォルダのリストを表示します。
[詳細] ボタン

名前、サイズ、種類、更新日時などの詳細を含めて、ファイルやフォルダのリストを表示します。
[説明] ボックス

選択した場所にあるフォルダとファイルが表示されます。 このボックス内のフォルダまたはファ
イルは、ダブルクリックして開くこともできます。
プレース バー
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プレースバーの各ボタンは、My Recent Documents、Desktop、My Documents、My Computer、
およびMyNetworkの各ディレクトリ参照に関連付けられています。いずれかのボタンを押すと、
ダイアログ ボックスの現在のディレクトリがボタンに関連付けられているディレクトリに切り替
わります。
ファイル名

開くファイルの名前を入力します (省略可能)。
ファイルの種類

開くファイルの種類として、MapBasic の [プロジェクト ファイル (*.mbp)] を選択するか、[すべ
てのファイル (*.*)] を選択して任意のファイルを選択します。
開く

クリックして、選択したプロジェクト ファイルを開きます。
キャンセル

ダイアログ ボックスのオプションを取り消します。
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