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3D都市モデル標準製品仕様書第 2.x 版に基づくデータ製品の品質検査ツールについて 
2022-09-15 
 
 
1. 概要 
 
 2022 年度の Project PLATEAU では、3D 都市モデル標準製品仕様書第 2.x 版（以下「製品仕様
書」という）に基づいて整備されるデータ製品について、製品仕様書に規定される品質要求のう
ち全数・自動検査を行うべきとされる事項を中心とした検査を容易に行えるよう、品質検査ツー
ルを開発している。 
 
 品質検査ツールは FME ワークスペースとして作成し、FME Desktop で実行できる形態（デス
クトップ版）および FME Serverで実行できる形態（ウェブ版）でリリースすることとしている。 
 
 デスクトップ版は下表の 9つのワークスペースで構成されておりこれらは FME Hubで公開し、
今後も必要に応じて機能追加・改良を行う。 
https://hub.safe.com/?page=1&page_size=10&order=relevance&query=PLATEAU2 
 
 
表 製品仕様書に基づく品質検査ツール（FME ワークスペース）デスクトップ版 

略称 検査対象フィーチャータイプ 備考 
品質検査 01 共通 XML の妥当性、定義域等 

品質検査 02 建築物  

品質検査 03 道路 交通領域、交通補助領域を含む 

品質検査 04 都市計画決定情報  

品質検査 05 土地利用  

品質検査 06 浸水想定区域 洪水、津波、高潮、内水共通 
品質検査 07 土砂災害警戒区域  

品質検査 08 都市設備・植生  

品質検査 09 地形 TINReliefのみ 
注: ワークスペース名は、上記略称の前に”PLATEAU2”、後に検査対象フィーチャータイプ名をつ
けた名称となる。例: “PLATEAU2 品質検査 01 共通” 
 
 
 デスクトップ版を利用するには、FME 2022.1以降のバージョンの FME Desktopが必要である。 
 
 ウェブ版は、基本的にはデスクトップ版と同じワークスペースを FME Server によって実行す
る簡易なウェブアプリケーションとして利用可能とする。利用開始時期、利用申込方法等につい
ては別途連絡する（2022年 9月下旬予定）。 
 
 
  

https://hub.safe.com/?page=1&page_size=10&order=relevance&query=PLATEAU2
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2. デスクトップ版の利用方法 
 
(1) 検査の手順 
 
 検査対象データファイルが決定したら、それらを対象として、まず「品質検査 01」による検査
（XML の妥当性、定義域等）を実行する。 
「品質検査 02」以降は、「品質検査 01」によって少なくとも XML 文書として妥当（VALID）で

あることが確認できたファイルについて行う。 
データ整備の各工程では、作成できたものから順次、部分的な検査を行って良い（3D都市モデ

ル全体、あるいはフィーチャータイプごとに地域全体のデータをまとめて行う必要はない）。 
ただし、納品前には、3D都市モデル全体について再度、「品質検査 01」による最終チェックを

行うことが望ましい（データ製品内で gml:id の重複がないことは、3D 都市モデル全体に対して
「品質検査 01」を実行することによってはじめて確認できるため）。 
 
 
(2) 検査対象データの配置 
 
 検査ツールの実行時に、単一のファイル、複数のファイル、特定
のフォルダー以下の全ファイル、あるいは、それらを zip または 7z
形式で圧縮したファイルのいずれかの単位で検査対象データファ
イルを指定できる。ただし、検査対象ファイル数の大小に関わらず、
ディスクシステム（圧縮形式の場合はそのアーカイブ）内で、製品
仕様書 7.2.4「フォルダ構成とフォルダ名称」で規定されているデ
ィレクトリ構造によって 
・codelistsフォルダー以下にコードリストファイル（*.xml） 
・schemas フォルダー以下に i-UR 2.0 スキーマファイル（*.xsd） 
・udxフォルダー/サブフォルダー以下に検査対象 CityGML データファイル（*.gml） 
が格納されている必要がある。検査ツールは、コードリストや i-URスキーマをデータ内に記
述されている相対パスに基づいて参照するため、ディレクトリ構造が正しくない場合や、デ
ータ内の相対パスが正しくない場合には、正常な検査を行えない。 
 
（参考）schemas フォルダー以下の*.xsd ファイルのパス（標準製品仕様書より） 
schemas/iur/uro/2.0/urbanObject.xsd 
schemas/iur/urf/2.0/urbanFunction.xsd 
 
 
(3) 品質検査ツール（ワークスペース）の準備 
 
 品質検査ツールはテンプレート形式（*.fmwt）により FME Hubを通じて配布する。 
https://hub.safe.com/?page=1&page_size=10&order=relevance&query=PLATEAU2 
 
 インターネットに接続している環境であれば、FME Workbench メニュー: File > Workspace 
from Template によって直接アクセスできる（Format Specific カテゴリー）。 

ルートフォルダー 

codelists 

schemas 

udx 

https://hub.safe.com/?page=1&page_size=10&order=relevance&query=PLATEAU2
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 オフラインの場合は、オンライン環境で FME Hub サイトからダウンロードしたテンプレート
ファイル（*.fmwt）をコピーして利用できる。 
 FME Workbench で開いたテンプレートは、そのまま実行、あるいは名前を付けてワークスペー
ス（*.fmw）として保存できる。 
 
 
(4) 品質検査ツールの実行 
 
 FME Workbenchまたは FME Quick Translatorで検査ツール（*.fmw）を開き、検査対象データ
ファイルと検査結果出力先フォルダー（検査対象フィーチャータイプによってはその他のパラメ
ーターがある場合もある）を指定して実行する。 
 

 
図 検査ツール共通パラメーター 
 

3D 都市モデルデータセットには、入力フィールド右のブラウズボタン[…]をクリックしてファ
イル選択ダイアログボックスを開き、単一の gmlファイル、複数の gmlファイル、あるいはデー
タセットを圧縮した zip または 7z ファイルが選択できる。また、メニューボタン[▼]クリック > 
Select Multiple Folders/Files によって、検査対象ファイルが格納されているフォルダーを指定す
ることもできる。 

 
「品質検査 01」では、指定したすべての*.gmlファイルが検査対象となる。 
「品質検査 02」～「品質検査 09」では、指定した*.gml ファイルのうち、検査対象フィーチャ

ータイプ（建築物、道路等）に該当する*.gmlファイルのみが検査対象となる。 
 
Log File パラメーターには、ワークスペース実行時の FME ログの出力先ファイルパスが指定で

きる。このパラメーターはオプションであり、何も指定しなかった場合は、ワークスペース（*.fmw）
と同じフォルダー内に、ワークスペースと同じ名前（ただし、拡張子は.log）でログファイルが出
力される。 

 
なお、FME Workbench で実行する場合は、Feature Caching 機能（メニュー: Run > Enable 

Feature Cashing のチェックを外す）は無効にしておいた方が良い（Feature Cachingはワークス
ペースのデバッグ機能のひとつであり、変換過程の任意の場所におけるデータの状態を後から確
認できるよう、ワークスペース内のすべてのトランスフォーマー等の場所でデータを一時ファイ
ルとしてディスクに保存するため、処理時間が大幅に長くなるとともに、一時的ながらディスク
スペースを大量に消費することがある）。 
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位相一貫性等のジオメトリに関する検査においては許容誤差等がメートル単位系で規定されて
いることから、CityGML データから読み込んだジオメトリの座標系（EPSG:6697）を平面直角座
標系に変換してから行うこととしている。該当する品質検査ツール（ワークスペース）には、下
図のように平面直角座標系番号（JGD2011平面直角座標 1～19系）を指定するパラメーターがあ
るので、対象とする地域に応じて適切な系番号を指定する。 
 

 
図 品質検査 02 建築物のパラメーター（平面直角座標系選択パラメーターの例） 
 
 
(5) 検査結果の確認 
 
 品質検査ツール（ワークスペース）の実行結果は、パラメーターで指定した検査結果出力先フ
ォルダー内に Excelファイル、および、Shapefile形式の GIS データとして出力される。 
 
 Excel ファイルの「検査結果一覧」シートには、検査対象ファイル別に検査項目ごとのエラー数
などの一覧表が出力される。 
 なんらかのエラーがあった場合には、その検査項目についてオブジェクトごとのエラー内容の
リストを出力したワークシートが追加されることがある（エラーがなければ追加シートは作成さ
れない）。 
 
 位相一貫性に関するエラーがあった場合には、Shapefile 形式でエラーの種類ごとにエラーが検
出されたジオメトリ（Multipatch または Polygon）やエラー検出箇所を示すジオメトリ（Line ま
たは Point）をもったフィーチャーが出力される（検出されなかった種類のエラーについての
Shapefileファイルは作成されない）。 
 GISソフトウェアや FMEによってエラーの位置を表すジオメトリを Shapefileファイルから読
み込み、色などのスタイルを調整して表示することにより、エラー箇所の特定が容易になる。 
 
 なお、位相一貫性についての検査においては、あるエラーが検出されると他のエラーがあって
も検出できないことがあるため、検査とエラー箇所修正を複数回繰り返さなければならない場合
もある。 
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別紙 1 面（サーフェス）のエラー内容 
 
Degenerate and Corrupt Geometry 
線状あるいは点状に縮退した形状である。近接閾値以下の距離で連続する頂点を削除すると該当
することになる場合を含む。 
[注] このエラーが検出された場合は、次項 (Non-Planar Surface) 以下の検査は行われない。 
 
Non-Planar Surface (L11, L12) 
ひとつ以上の頂点が同一平面とみなす許容誤差内にない。 
[注] このエラーが検出された場合は、次項 (Ring Not Closed) 以下の検査は行われない。 
 
Ring Not Closed (L09) 
面の境界線を構成する座標列の始点と終点が一致しない。 
 
Duplicate Consecutive Points (L07) 
面の境界線を構成する座標列において、同一座標、または近接閾値以下の距離で連続する頂点が
ある。 
 
Self-Intersection (L08, L09) 
面の境界線が「自己交差」または「自己接触」する。 
 
Intersection between Interior and Exterior (L13-1, 2) 
ひとつ以上の内周がある面について、内周と外周が交差あるいは 2箇所以上で接触する。 
 
Intersection between Interior and Interior (L13-3) 
ふたつ以上の内周がある面について、内周同士が交差、接触したり包含関係にあったりする。 
 
Incorrect Interior Orientation (L10) 
ひとつ以上の内周がある面について、外周と内周の向きが同じ。 
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別紙 2 立体（ソリッド）境界面のエラー内容 
 
Surface Not Closed (L14-2) 
ソリッドの辺のうち、隣接する面の間で境界ラインが共有されていないものがある。 
[注] 「閉じていない (隣接する境界面の間に隙間がある)」状態のほか、立体の境界となってい
ない面が存在する (他の境界面と接続していない辺を持つ) 状態も検出する。また、このエラー
が検出されたソリッドについては、以下の事項は検出されない。 
 
Vertices Not Used 
使用されていない頂点がある。 
 
Not Enough Faces 
境界面が一部欠落している。 
 
Face Wrong Orientation, Surface Wrong Orientation (L14-3) 
境界面の全部または一部の法線ベクトルが立体の内側を向いている。 
 
Not a Valid 2-Manifold (L14-4, 5) 
有効な 2-Manifoldでない。 
 
Surface Self Intersects (L14-1) 
境界面の一部に自己交差、自己接触がある。 
 
Multiple Connected Components 
同一の境界ラインを共有する面が連続する範囲を立体表面の構成要素としたときに、2 個以上の
要素に分かれる。 
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（参考）ジオメトリエラーの検出例 
 

 
建築物（L-bldg-01立体間の交差） 
 

 
建築物（L14-2境界面が閉じていない） 
 

 
浸水想定区域（Degenerate and Corrupt Geometry） 
 


