
ベクトルデータ属性仕様(1/2,500)

図式コード 名称 名称（読み） 回転角度
0100_注記 ポイント 注記 注記 100 Unicode Unicode 角度（度）

三角点 2102 標高(HYOUKOU)
水準点 2103 標高(m)

31水域 ポリゴン 河川、湖沼及び海 水涯線 水涯線（通常部） 3101
道路 4101
輸送管 4151
普通建物 5101
普通無壁舎 5111
高塔 6101
電波塔 6111
記念碑 7611

71特定地区界 アーク 特定地区 特定地区界 特定地区界 7101
72ペンギンルッカリー ポイント シンボル シンボル アデリーペンギン繁殖地 7201

標高(HYOUKOU)
標高(m)

計曲線（通常部） 8201 標高(HYOUKOU)
計曲線（凹地） 8204
主曲線（通常部） 8211
主曲線（凹地） 8214
補助曲線（通常部） 8221
補助曲線（数値部） 8222
補助曲線（凹地） 8224
非表示部 91
雪氷域計曲線（通常部） 9201
雪氷域計曲線（凹地） 9204
雪氷域主曲線（通常部） 9211
雪氷域主曲線（数値部） 9212
雪氷域主曲線（凹地） 9214
雪氷域補助曲線（通常部） 9221
雪氷域補助曲線（凹地） 9224

88崖等 アーク 地形 崖等 土崖（被覆） 8811
95露岩域 ポリゴン 露岸域 露岸域 露岸域 9501
96雪氷域 ポリゴン 雪氷域 雪氷域 雪氷域 9601

標高(m)

8103

82等高線 アーク 地形 等高線

8100標高点 ポイント 地形 標高点 標高点

51建物 ポリゴン 建物 建築物の外周線

シンボル ポイント 記号 構造物

2100_基準点 ポイント 基準点 基準点

41道路 アーク 道路 道路

属性項目
ファイル名 データタイプ 大分類 分類 名称



ベクトルデータ属性仕様(1/25,000・50,000)

図式コード
(ZUSHIKICD)

漢字
(NAME)

読み
(YOMI)

字列
(JIRETSU)

配置角度
(KAITEN)

0100_注記 ポイント 注記 注記 100 Unicode Unicode 1:水平　2:垂直 角度（度）
電子基準点 2101 標高(HYOUKOU)
三角点 2102
水準点 2103
天測点 2111
測地衛星観測点 2112

31水涯線 ポリゴン 河川、湖沼及び海 水涯線 水涯線（通常部） 3101
32河川中心線 アーク 河川、湖沼及び海 河川中心線 細河川（通常部） 3212

普通建物 5101
堅牢建物 5102
普通無壁舎 5111
堅牢無壁舎 5112

指示点 指示点 5301
高塔 6101
電波塔 6111

72ペンギンルッカリー ポイント シンボル シンボル アデリーペンギン繁殖地 7201
特別標高点 8101 標高(HYOUKOU)
グリッド標高点 8102
標高点 8103
計曲線（通常部） 8201 標高(HYOUKOU)
計曲線（数値部） 8202
計曲線（崖部） 8203
計曲線（凹地） 8204
計曲線（概略） 8205
主曲線（通常部） 8211
主曲線（数値部） 8212
主曲線（崖部） 8213
主曲線（凹地） 8214
主曲線（概略） 8215
補助曲線（通常部） 8221
補助曲線（数値部） 8222
補助曲線（凹地） 8224
雪氷域計曲線（通常部） 9201
雪氷域計曲線（数値部） 9202
雪氷域計曲線（崖部） 9203
雪氷域計曲線（凹地） 9204
雪氷域計曲線（概略） 9205
雪氷域主曲線（通常部） 9211
雪氷域主曲線（数値部） 9212
雪氷域主曲線（崖部） 9213
雪氷域主曲線（凹地） 9214
雪氷域主曲線（概略） 9215
雪氷域補助曲線（通常部） 9221
雪氷域補助曲線（数値部） 9222
雪氷域補助曲線（凹地） 9224

83凹地方向線 アーク 地形 凹地方向線 小凹地（矢印） 8302
86陸部の地形 ポリゴン 地形 陸部の地形 堆石域 8611

土崖（土提） 8801
岩崖 8802
岩 8803
土崖（被覆） 8811
雪氷域崖 8821
タイドクラック 8831
露岩域海岸線（確定） 9501
露岩域海岸線（概略） 9502
露岩域海岸線（その他） 9503
露岩域（確定） 9511
露岩域（その他） 9512
雪氷域海岸線（確定） 9601
雪氷域海岸線（概略） 9602
雪氷域海岸線（その他） 9603
雪氷域（確定） 9611
雪氷域（その他） 9612

8100標高点 ポイント 地形 標高点

51建物

ポリゴン

ポイント

建物

建築物の外周線

構造物

属性項目

21基準点
2100_基準点

ポイント 基準点 基準点
標高(m)

ファイル名 データタイプ 大分類 分類 名称

標高(m)
等高線地形

標高(m)

アーク
82等高線
92等高線

崖等地形アーク88崖等

95露岩域 ポリゴン 露岩域 露岩域

雪氷域雪氷域ポリゴン96雪氷域


