
OCTAS®  
操作ガイド 



2 



1．OCTASの基本操作 
 1．1 OCTASについて 
 1．2 インストール方法 
 1．3 起動と画面構成 
 1．4 ビュアの構成 
 1．5 視点を変える 
 1．6 ビュアの設定をする 
 
2．モデルをみる 
 2．1 三次元CADデータ 
 2．2 点群データ 
 2．3 VRMLデータ 
 2．4 オクタファイル 
 2．5 モデル柱状図データ 
 
3．OCTASの応用操作 
 3．1 モデルの任意断面 
 3．2 モデルのスライド断面 
 3．3 断面を出力する 
 3．4 出力断面図の仕様 
 3．5 情報表示 
 
4．モデル設定ファイル 
 4．1 設定ファイルの構成 
 4．2 設定ファイルの作成 
 4．3 基本設定 
 4．4 レイヤ表示設定 
 4．5 レイヤグループ情報 
 4．6 レイヤ情報設定 
 4．7 座標系設定 
 4．8 モデル柱状図設定 
 4．9 マーカー設定 

目 次 

3 



4 

【 OCTAS® 使用上の注意 】 

 １ OCTAS の著作権は応用地質株式会社（以降弊社）に帰属します 
 ２ OCTAS は弊社の登録商標です 
 ３ OCTASの再配布は、無償配布および権利者として弊社を明記する場合のみ可能です 
   ネットへの転載・販売誌付録 CD-ROM 等への収録を希望される方は、本マニュアル      
   の巻末に示す連絡先へお問い合わせください 
 ４ OCTAS の動作不良に関して、定期的なアップデート以外の責任を弊社は一切負わな 
   いものとします 
 ５ OCTAS を使用するにあたり下記の行為を禁じます 
    ・OCTAS への新たな使用許諾権設定、有償配布・レンタル、中古取引 
    ・OCTAS の改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブル 
    ・OCTAS のマニュアルを改変する行為 
    ・OCTAS を用いた違法行為、公序良俗に反する行為、およびこれらの行為に該当し 
    または密接に関連すると 弊社が判断する一切の行為 
    ・その他、弊社が社会的信用を損なう、または経済的損失が生ずるおそれのあると 
      判断する一切の行為 
    ・権利保護を目的に、あらかじめ設定された技術的な制限の解除・無効化、および 
    当該方法の公開 
 ６ OCTAS で扱うご利用者のモデルデータ・属性情報の内容について、弊社は一切の責 
   任を負わないものとします 
 ７ OCTAS の使用によるご利用者の直接または間接的障害・損傷・損害に関して、弊社 
   は一切の責任を負わないものとします 
 ８ 本操作ガイドに記載している製品名またはサービス名は各社の商標または登録商標です 
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1．1 OCTAS について 

1．OCTASの基本操作 目次へ戻る 

次へ 前へ 

OCTAS® は簡単な操作で地盤リスク情報を  
     “見える化”することを目指すツールです 

◆読み込んだモデルデータを様々な角度から見ることができます 

◆地層や構造物モデルを任意の位置で断面を見たり、 

  断面図をCADファイルで保存することができます 

◆登録した情報をモデルに重ねて表示します 



1．2 インストール方法 

1．OCTASの基本操作 
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目次へ戻る 

次へ 前へ 

① OCTAS_******.zip を任意の場所に解凍します 

 

② Cドライブ直下  C¥OCTAS に「OCTAS」 フォルダをコピーします 

     ※Cドライブにアクセス権がない場合は、任意の場所でも大丈夫です 

 
③ お使いのコンピューターの環境 (32bit、64bit）に合う OCTAS を使用します 
   OCTAS_x86 (32bitに対応）か、 
   OCTAS_x64 (64bitに対応）のショートカットを作成します 
 
③ デスクトップに 「OCTASショートカットアイコン」 をコピーします 
 

ショートカットは 
デスクトップに置きます 

【 OCTAS® の動作環境 】 
OS：Windows7,8 32bit/64bit 
推奨環境：RAM4GB以上 
 
※この条件は、ご利用者のパーソナルコンピュータにてOCTAS
が完全に動作することを保証するものではありません。 

◆配布ファイルの解凍と配置 



目次へ戻る 

次へ 前へ 

 ◆OCTAS を起動する 

ショートカットアイコンよりOCTASを起動します 

 ◆OCTAS の画面構成 

「ビュア」 
三次元モデルを 

表示します 

１． OCTASの基本操作 

1．3 起動と画面構成 
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1．OCTASの基本操作 
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目次へ戻る 

次へ 前へ 

点群 ボタン 

  スケールバーを表示します 

切断 ボタン 

ビュアの視点変更 ボタン 

断面出力 ボタン  

環境設定 ボタン 

 可視化 したい三次元モデルのファイルを開きます 

 可視化 したい三次元点群のファイルを開きます 

スライド断面 ボタン 

情報 ボタン 

方向 ボタン 

 開いているファイルのレイヤ構成を表示します 

縦スケール拡張ボタン 

モデル ボタン 

レイヤ ボタン 

  三次元モデルの視点を切り替えます 

 方向マーカーを表示します 

スケール ボタン 

 三次元モデルの縦倍率を0.1～20.0の間で変更します 

 登録されている情報を表示します 

モデルを切断 し断面を表示します 

移動する断面を表示します 

「切断」ボタンで表示 した断面図をCADファイルで 
出力します 

 様々な設定を行います 

レイヤマネージャ 三次元モデルの表示/非表示の選択やレイヤ属性を編集します 

1．3 起動と画面構成 



1．OCTASの基本操作 

1．4 ビュアの構成 

目次へ戻る 

次へ 前へ 

  ① レイヤの表示  

  ② 方向軸の表示 
   「方向 」 ボタンを押します 

レイヤボタン 

  ③ スケールの表示 
   「スケール 」 ボタンを押します 

方向ボタン 

スケールボタン 

全てチェック(左) 
または 
全てクリア(右) 
を使って、レイヤ
の選択がより簡単
に出来ます 

   「レイヤ」 ボタン を押すとレイヤ構成が表示されます 

   チェックマークを外すと、そのレイヤは非表示になります 
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1．OCTASの基本操作 目次へ戻る 

次へ 前へ 1．5 視点を変える 

例1)  縦5倍 

例2)  縦1/10倍 

数値を入力 

スケールバー
を操作 

また
は 

縦スケールボタン 

  ① 縦スケールの変更  

   「縦スケール拡張」 ボタン を押すとコントローラが表示されます 
   直接数値を入力、またはスケールバーを動かして縦スケールを変更することが出来ます 
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1．OCTASの基本操作 
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目次へ戻る 

次へ 前へ 

左クリックしたまま 
 マウスを動かす 

右クリックしたまま 
 マウスを動かす 

回転 

移動 

拡大・縮小 

  ② 移動 

  ③ 拡大・縮小 

ホイールを動かす 

1．5 視点を変える 

  ① 回転 



1．OCTASの基本操作 
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目次へ戻る 

次へ 前へ 

xy視点ボタン 

yz視点ボタン 

xz視点ボタン 

1．5 視点を変える 

  ④  xy視点（初期画面） 

  ⑤  xz視点 

 ⑤ xy視点 



1．OCTASの基本操作 目次へ戻る 

次へ 前へ 

設定ボタン 

  ② 描画設定 
  投影法、レンダリング、光源の設定を変更できます 

  ① 設定ボタンを押します 

③ 環境設定 
  マウス操作による動作の設定を変更できます 
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1．6 ビュアの設定をする 



1．OCTASの基本操作 
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目次へ戻る 

次へ 前へ 1．6 OCTASを終了する 

レイヤを表示し、データを閉じます 

◆終了操作（表示画面の保存機能はありません） 

または 

OCTASを終了するには右上のクローズボックスをチェックします 
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2．モデルをみる 

2．1 三次元CADデータ 

  ①「モデル」ボタンを押し、可視化したいデータを選択します 

  ②  モデルが表示されます 
   （開いた時点でモデルの真上が表示されます） 

モデル ボタン 

【読込に対応するファイル】 

 ・dxf （Ver2004以前） 

◆GEO-CREで作成した三次元CADデータの地質モデルを表示します 

目次へ戻る 

次へ 前へ 
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目次へ戻る 

次へ 前へ 

2．モデルをみる 

2．1 三次元CADデータ 



2．モデルをみる 

2．2 点群データ 
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目次へ戻る 

次へ 前へ 

【点群ファイルのフォーマット】 
  ・カンマ区切りのtxtファイル 
  ・x,y,z, R,G,B の6列 
  ・測量座標と数学座標 

点群ボタン 

  ①「点群」 ボタンを押し、可視化したいデータを選択します   

  ② 点群ファイルの座標基準(測量・数学)を指定しOKを押します 

  ③ 点群が表示されます 

◆RGBの色付き点群データを表示します 



2．モデルをみる 

2．2 点群データ 

目次へ戻る 

次へ 前へ 
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+ 

レイヤを表示して、 

point レイヤをダブルクリックし
ます 

   ④ dxf ファイルと重ねることもできます 

ポイントサイズを変更しま
す 

（数値範囲：0.1～9.9）  

  ⑤ 点群のポイントサイズを変更することができます 

【ポイントサイズ変更例 】 

1.0 5.0   



2．モデルをみる 

2．3 VRMLデータ 

19 

目次へ戻る 

次へ 前へ 

◆テクスチャ情報を持つVRMLデータを表示します 

  ①「モデル」ボタンを押し、可視化したいデータを選択します 

  ② モデルが表示されます 

モデル ボタン 

【読込に対応するファイル】 
 ・VRML（Ver2.0）※ 
 
※テクスチャファイルはVRMLファイルと同
じディレクトリに置いてください 



2．モデルをみる 

2．3 VRMLデータ 

目次へ戻る 

次へ 前へ 
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2．モデルをみる 

2．4 オクタファイル 
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目次へ戻る 

次へ 前へ 

◆オクタファイル（拡張子：octa）は、様々なデータを一つに統合してOCTASで簡単に読み込む
ためのファイル形式です 

◆オクタファイルのダブルクリックでOCTASが起動しモデルをみることができます 
◆オクタファイルにはパスワードを設定できます 

（１）オクタファイルの作成方法 
 
①データファイルとデータファイル名.iniを一つのデータセットにしてで、zipにて圧縮します 
②圧縮したファイルの拡張子（.zip）を.（octa）に書き換えます。このファイルがオクタファイル
となります 

 
【パスワード付オクタファイル作成方法】 
・パスワード付zip圧縮ツールを使用します（下図はフリーソフト「ALZip」の例） 



2．モデルをみる 

2．4 オクタファイル 

目次へ戻る 

次へ 前へ 
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  ①「モデル」ボタンを押し、可視化したいデータのオクタファイルを選択します 

 ③ データが表示されます 

モデル ボタン 

（２）オクタファイルを読み込む 

  ② パスワードを設定している場合はパスワードを入力します 



2．モデルをみる 

2．5 モデル柱状図データ 
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目次へ戻る 

次へ 前へ 

◆XMLで作成されたモデル柱状図をボクセル状に可視化します 
◆モデル柱状図の数が多い場合は、オクタファイルにすることを推奨します※ 

【対応するファイル】 
 ・XML形式（DTD Ver2.1）のモデル柱状図 
 ・モデル柱状図.ini 
 
※上記の2種類のファイルを同じフォルダに入れてオクタファイルを作成し、オクタファイルとして
読み込みます 

【モデル柱状図作成に関する注意点】 
 
①土質区分はあまり多くの種類を可視化できないので、十数種類程度の土質区分にまとめる 
 
 例） 粘土、シルト、有機物混り粘土、シルト質粘土 ⇒ 粘性土 
    砂、シルト混じり砂、粗砂、細砂       ⇒ 砂 
    礫、砂混じり礫、シルト混り礫、玉石     ⇒ 砂礫 
 
②まとめた土質区分にて「モデル柱状図.ini」ファイルを作成する 
 
③可視化できるモデル柱状図の目安（64bit版） 
 100本     ◎（読み込み時間約１秒。メモリ使用量約200MB） 
 500本     ◎（読み込み時間約5秒。メモリ使用量約300MB） 
 1000本   〇（読み込み時間約10秒。メモリ使用量約400MB） 
 1500本   〇（読み込み時間約20秒。メモリ使用量約500MB） 
 5000本   △（読み込み時間数分。メモリ使用量約1.5GB） 
 10000本 ×（大量にメモリ（約3GB）を消費するので実用的ではない） 



2．モデルをみる 

2．5 モデル柱状図データ 

目次へ戻る 

次へ 前へ 
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  ①「モデル」ボタンを押し、可視化したいデータを選択します 

  ② モデル柱状図が表示されます 

モデル ボタン 

土質区分モデル 

N値モデル 



  ① 切断ボタンを押します 

始点 
ｸﾘｯｸ① 

② ③ 

④ ⑤ 

終点 
ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸ 
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② 切断ボタンを押すと、真上から見た状態になります 
切断したい位置に線を引き、終点でダブルクリックします 

  ③ 断面が表示されます 

切断面を変更したいときはリセットボタ
ンを押します 

 【切断面ファイルのフォーマット】 
 ・カンマ区切りの txt ファイル 
 ・モデルと同じ空間座標における 
  x,y座標の２列 

画面上で切断面位置 
を指定します 

切断面を変更すると
きに押します 

あらかじめ作成してある切断面ファイ
ルの座標で切断します 

表示を調整
します 

切断を終了
します 

切断ボタン 

目次へ戻る 3．OCTASの応用操作 

3．1  モデルの任意断面 次へ 前へ 
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  ⑤ 片側のみ表示にチェックを入れると各パーツの断面が見れます 

1番目にチェック 

2番目にチェック 

断面のみにチェック 

  ④ オフセット表示の設定値を変更したり、マウスで回転・移動・ 拡大縮小を 
   行って見え方を調整します 

3．OCTASの応用操作 

3．1  モデルの任意断面 

目次へ戻る 

次へ 前へ 



  ①スライド断面ボタンを押し、切断面指定ボタンを押します 
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スライド断面ボタン 

画面上で切断面位置 
を指定します 

切断面を変更すると
きに押します 

表示を調整
します 

  切断を終了します 

始点 
ｸﾘｯｸ 

終点 
ﾀﾞﾌﾞﾙｸﾘｯｸ 

  ②切断線を引き、終点でダブルクリックします 

   【表示調整の詳細】 

切断線で分割されたモデルの＋側または－側のみ表示します 

切断線で分割されたモデルの断面部分のみ表示します 

手動で断面をスライド表示させることが出来ます 

Stepに表示したい間隔を入力し、 
－ボタンと＋ボタンを押して、断面を表示します 

目次へ戻る 

次へ 前へ 

3．OCTASの応用操作 

3．2 モデルのスライド断面 



－側 
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+側 

－側 

  ④ ＋ボタンを押すと－側にモデルが足されて行くように断面がスライド表示されます 

  ⑤ スライド断面の表示を＋側にすると、＋側のブロックが表示されます 

+側 

－ 

＋ 

  ⑤ スライド断面の表示を－側にすると－側のブロックが表示されます 

－ 

＋ 

－ 

＋ 

3．OCTASの応用操作 

3．2 モデルのスライド断面 

目次へ戻る 

次へ 前へ 



+側 

－側 

   【 ＋側・ －側 の規則性について】 

  ⑦ スライド断面の表示を断面のみにすると切断線の断面のみが表示されます 

  ⑥ －ボタンを押すと＋側にモデルが足されて行くように断面がスライド表示されます 

－ 

＋ 

－ 

＋ 
－ ＋ 

－ 

＋ － 

＋ 

目次へ戻る 

次へ 前へ 

3．OCTASの応用操作 

3．2 モデルのスライド断面 
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 断面出力ボタン 

  ①「 切断ボタン」または「スライド断面」で表示させた断面を 
   断面出力のボタンを押して出力します 

  ② 名前をつけて保存します 断面図は dxf ファイルで保存されます 
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3．OCTASの応用操作 目次へ戻る 

次へ 前へ 3．3 断面を出力する 
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出力した断面図は、断面位置の起点をx=0,y=0とし、 
ｍ系の二次元断面となります 

赤枠拡大 

x=0,y=0 
【OCTASモデルと断面図の対応】 

 

     OCTAS  ⇒   CAD断面図  
    点          なし 
    線           点 
    面         ポリライン 
  閉じたメッシュ        閉じたポリライン 
   断面変化点              線 
   レイヤ名            レイヤ名 
 

CADで開いた断面図 

目次へ戻る 

次へ 前へ 

3．OCTASの応用操作 

3．4 出力断面図の仕様 
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目次へ戻る 

次へ 前へ 3． 4 出力断面図の仕様 

3．OCTASの応用操作 
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目次へ戻る 

次へ 前へ 

3．OCTASの応用操作 

3． 5 情報表示 

◆あらかじめ登録しておいた情報をモデルに重ねて表示することが可能です 

• 情報ボタンを押します（属性ファイルに情報が登録されているときに表示されます） 
• 情報はレイヤ単位で設定します。一つのレイヤに複数の情報を登録できます 

「情報ボックス」は、表示位置を設定することができますが、マウスの左クリック
で掴んで動かすことができます 
レイヤが非表示の場合は対応する情報も表示されません 

情報 ボタン 

「情報ボックス」には「アイコン」を貼り付けたり、
関連ファイルへのリンクを貼り付けることができます 
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目次へ戻る 

次へ 前へ 3．5 情報表示 

3．OCTASの応用操作 

◆あらかじめ登録しておくとマーカーをモデルに貼り付けることが可能です 

• マーカーはモデル座標系で管理されているので、モデルと一緒に動きます 

回転・拡大 
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データ区分 データ内容 
0 アプリケーションのデフォルト設定 

1 レイヤ表示設定 

2 レイヤグループ情報 

3 レイヤ情報設定 

4 座標系設定 

5 モデル柱状図設定 

• CSVファイルとする 

• 文字コード：Shift-JIS 
• 改行コード： CRLF 
• 【データ区分】、【レイヤ名称もしくはキー名称】、【項目に応じた設定内容･･･】 

• ビュアの表示状態の設定 
• レイヤの階層化設定 
• レイヤ毎にモデルの色や透過率の設定 
• レイヤ毎に表示させる情報の登録 

     ① 設定ファイルで出来ること 

     ②設定ファイルの基本設定 

名前はdxfファイルと同じものとします   
拡張子は*.ini です  

 
設定ファイルの各行一文字目がデータ区分です 
 
設定ファイルは、カンマ区切りのデータなので、
Excel や テキストエディタ で編集可能です 
 
先頭が 「; 」 （半角セミコロン）の行はコメン
ト行とみなします 
 

【設定ファイルの例 】 

4． モデル設定ファイル 目次へ戻る 

次へ 前へ 4．1 設定ファイルの構成 

◆設定ファイル（*.ini）にてOCTASの表示設定をおこないます 
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ドラッグ＆ドロップでレイヤを任意のフォルダに移動、格納
します 

フォルダの追加 フォルダの削除 

レイヤ設定の保存※ データを閉じる 

フォルダ名を入力します 

  ① フォルダを作成 

  ② 設定を保存※ 

開いているデータと同じ名前の設定ファイルが作成されます 

目次へ戻る 

次へ 前へ 4．2 設定ファイルの作成 

4． モデル設定ファイル 

※octaファイルは設定を保存することができません 

◆設定ファイルはレイヤマネージャを利用して作成することが可能です。レイヤマネージャででき
る操作は次のようになります 
 ・設定ファイルの新規作成、修正、保存※ 
 ・レイヤ色や透明度の設定、フォルダの追加・削除 
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ダブルクリックで 
レイヤー設定を開きます 

レイヤ色（オブジェクト色）を変更します 

色のボタンをクリックして 
パレットを開きます 

レイヤ色（オブジェクト色）が変更されます レイヤ設定の保存※をします 

  ③ レイヤ色の設定 

既存の設定ファイルは上書き保存※されます 

目次へ戻る 

次へ 前へ 

4． モデル設定ファイル 

4．2 設定ファイルの作成 

※octaファイルは設定を保存することができません 



透明度を調整します 

  
  ④ 透明度の設定 

ダブルクリックで 
レイヤー設定を開きます 

38 

レイヤ設定の保存※をします 

既存の設定ファイルは上書き保存※されます 

目次へ戻る 

次へ 前へ 4．2 設定ファイルの作成 

4． モデル設定ファイル 

※octaファイルは設定を保存することができません 



• キー名称と設定値のペアを1項目1行で出力します 
• キー名称及び設定値は全て半角英数とします 
• デフォルト値のままで良い項目は指定する必要ありません 
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キー名称  デフォルト値 設定内容 

ProjectionMode 1 投影方法 （ 0：平行投影 1：透視投影 ） 

RenderingMode 0 描画方法 （ 0：Smooth 1：Flat 2：Wireframe ） 

LightDirection 8 
光源方向  （0：N 1：NE  2：E  3：SE  4：S  5：SW  6：W      
7：NW 8：Top ） 

LightElevation 45 光源の高度 （仰角：度） 

LightSpecular 1.0,1.0,1.0 
光源の色 
 RGB （0.0～1.0）各成分をカンマ区切りで指定する 

LightAmbient 0.2,0.2,0.2 
環境光の色 
 RGB （0.0～1.0）各成分をカンマ区切りで指定する 

RotateButton 1 
回転操作マウスボタン 
 （1：マウス左ボタン、2：マウス右ボタン） 

RotateModifier 0 回転操作追加キー （ 0：無し 1：Shift 2：Ctrl 3：Alt ） 

MoveButton 2 
移動操作マウスボタン 
 （1：マウス左ボタン 2：マウス右ボタン） 

MoveModifier 0 回転操作追加キー （ 0：無し 1：Shift 2：Ctrl 3：Alt ） 

WheelDirection 1 
ホイールによる拡大操作の方向 

 （1：奥から手前 -1：手前から奥） 

InfoBoxWidth 200 
情報表示Boxの標準幅 （単位：ピクセル） 
注）Box幅はワードラップを考慮して決定されるため、指定した幅よりも
大きくなる場合がある 

CameraFocalLength -1 
カメラ焦点距離 

 -1 を指定するとモデル特徴長さ（バウンディングボックス3辺
の和）の10%を自動設定する 

PointCloudPointSize 1.5 点群のポイントサイズ 

PointCloudAlwaysTop 0 点群を常に前面に表示するか （ 0：No 1：Yes ） 

ModelEnableLayerOffset 0 
レイヤを微少オフセット付きで描画するか （ 0：No 1：Yes ） 
同一面に複数レイヤが存在する場合、ちらつき防止に利用する 

BackgroundColor 0.4,0.4,0.4 
画面背景色 
 RGB （0.0～1.0）各成分をカンマ区切りで指定する 

目次へ戻る 

次へ 前へ 4．3 基本設定 

4． モデル設定ファイル 

データ区分：0 
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※大文字・小文字の区別なし 
※軸とスケールに関しては、モデル読み込み時に既に表示されている場合は、本設定にかかわらず、表示した
ままとする 

※情報表示に関する初期表示ONが1つも設定されておらず、モデル読み込み時に既に情報表示されている場合
は、表示したままとする 

※情報表示は1レベル毎の排他表示のため、複数のレベルを表示すると設定された場合は、以下の優先順位に
従って、実際に初期表示するレベルを決定する 

GeoInfo > GeoRisk3 > GeoRisk2 > GeoRisk1 
 

キー名称 デフォルト値 設定内容 

AxisColor 1.0,1.0,1.0 
軸及び軸ラベルの表示色 
 RGB（0.0～1.0）各成分をカンマ区切りで指定する 

HorizontalScaleColor 1.0,1.0,1.0 
横方向スケールの表示色 
 RGB（0.0～1.0）各成分をカンマ区切りで指定する 

HorizontalScaleLabelColor 1.0,1.0,1.0 
横方向スケールラベルの表示色 
 RGB（0.0～1.0）各成分をカンマ区切りで指定する 

VerticalScaleColor 1.0,1.0,1.0 
縦方向スケールの表示色 
 RGB（0.0～1.0）各成分をカンマ区切りで指定する 

VerticalScaleLabelColor 1.0,1.0,1.0 
縦方向スケールラベルの表示色 
 RGB（0.0～1.0）各成分をカンマ区切りで指定する 

XAxisColor 0.0,0.0,1.0 
X軸の表示色 
 RGB（0.0～1.0）各成分をカンマ区切りで指定する 

XAxisLabelColor 1.0,1.0,1.0 
X軸ラベルの表示色 
 RGB（0.0～1.0）各成分をカンマ区切りで指定する 

YAxisColor 0.0,1.0,0.0 
Y軸の表示色 
 RGB（0.0～1.0）各成分をカンマ区切りで指定する 

YAxisLabelColor 1.0,1.0,1.0 
Y軸ラベルの表示色 
 RGB（0.0～1.0）各成分をカンマ区切りで指定する 

ZAxisColor 1.0,0.0,0.0 
Z軸の表示色 
 RGB（0.0～1.0）各成分をカンマ区切りで指定する 

ZAxisLabelColor 1.0,1.0,1.0 
Z軸ラベルの表示色 
 RGB（0.0～1.0）各成分をカンマ区切りで指定する 

AxisVisibility 0 
軸の初期表示設定 
（0：表示しない、1：表示する） 

ScaleVisibility 0 
スケールの初期表示設定 
（0：表示しない、1：表示する） 

GeoRisk1Visibility 0 
情報表示(georisk1)の初期表示設定 
（0：表示しない、1：表示する） 

GeoRisk2Visibility 0 
情報表示(georisk2)の初期表示設定 
（0：表示しない、1：表示する） 

GeoRisk3Visibility 0 
情報表示(georisk3)の初期表示設定 
（0：表示しない、1：表示する） 

GeoInfoVisibility 0 
情報表示(geoinfo)の初期表示設定 
（0：表示しない、1：表示する） 

目次へ戻る 

次へ 前へ 4．3 基本設定 

4． モデル設定ファイル 

データ区分：0 

区分番号 キー名称 情報BOXの表示幅 

0,InfoBoxWidth,200 
【記述例】 
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設定項目 内容 

区分番号 1 を指定 

レイヤ名称 
設定するレイヤの名称 
  （ dxfデータの場合は dxf 内の定義名と完全に一致すること） 

レイヤID 
レイヤを識別する任意の正数（1 以上の整数 ）を指定する 
モデル内で重複しないこと 

レイヤ表示色(R) レイヤ表示色の R 成分を 0.0～1.0 で指定する 

レイヤ表示色(G) レイヤ表示色の G 成分を 0.0～1.0 で指定する 

レイヤ表示色(B) レイヤ表示色の B 成分を 0.0～1.0 で指定する 

透過度 レイヤの透過度を 0.0～1.0 で指定する （ 0：完全透過 1：非透過 ） 

レイヤ表示名 
OCTAS上ではこの表示名が表示される 
（未設定の場合は「レイヤ名称」を表示する） 
上記の「レイヤ名称」とは異なっていてよい 

初期表示状態 初期状態で非表示にする場合、hide を指定 

• レイヤ名称と以下の設定項目値をカンマ区切りで 1  レイヤ 1 行で出力します 
• レイヤ名称は全角および半角英数、その他の設定値は全て半角英数です 

【記述例】 

区分番号 

レイヤ名称 

透過度 

1,model_As,3,1,0.7,0,1,砂,hide 

レイヤID 

レイヤ表示色 レイヤ表示名 

初期表示状態 

目次へ戻る 

次へ 前へ 4．4 レイヤ表示設定 

4． モデル設定ファイル 

データ区分：1 



設定項目 内容 

区分番号 2 を指定 

グループ名称 
グループの名称 
グループ名称はモデル内で重複しないこと。また、レイヤ名と同じグループ名も不
可とする 

グループID 
グループを識別する任意の正数（1以上の整数）を指定する。モデル内で重複しな
いこと 

親グループID 
本グループが別のグループの「子」となる場合は、親のグループIDを指定する 
指定無しの場合は最上位グループとして取り扱う 

子レイヤID 本グループに属するレイヤID（複数可）をカンマ区切りで記述する 

初期表示状態 
初期状態で非表示にする場合、hide を指定 
グループが非表示の場合、属するレイヤはすべて非表示となる 
（レイヤ表示設定での hide 指定は不要） 
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• グループ名称と以下の設定項目値をカンマ区切りで1レイヤ1行で出力します 
• グループ名称は全角および半角英数、その他の設定値は全て半角英数です 

【記述例】 

区分番号 

グループ名称 

2,地質モデル,1,,1,2,3,4,5,6,7 

親グループID 

グループID 

子レイヤID 

※グループ情報に含まれなかったレイヤについては、単独で最上位に存在しているものとして取り扱
います 

データ区分：2 

次へ 前へ 4．5 レイヤグループ情報 

目次へ戻る 4． モデル設定ファイル 



設定項目 内容 

区分番号 3 を指定 

レイヤ名称 
設定するレイヤの名称（dxf 内でのレイヤ名と完全に一致すること） 

もしくはグループの名称（グループ定義の名称と完全に一致すること） 

情報区分 

情報レベル1～4 を指定する（整数） 
 1 : geolisk1 
 2 : geolisk2 
 3 : geolisk3 
 4 : geoinfo 

情報内容 

表示する情報文字列を指定する 
文字列内にカンマや半角ダブルクォートが含まれる場合は、以下のルールとする 
 ・文字列を 「 ” 」 （半角ダブルクォート）で囲う 
 ・文字列内の半角ダブルクォートは 2 重化 「 ”” 」 する 
また、文字列中に「¥n」がある場合はその位置で文字列を改行する 
（実際に改行した状態での記載は不可） 

フォント名 フォント名を指定する 

フォントサイズ フォントサイズを指定する 

フォント色(R) 文字の色の R 成分を 0.0～1.0 で指定する 

フォント色(G) 文字の色の G 成分を 0.0～1.0 で指定する 

フォント色(B) 文字の色の B 成分を 0.0～1.0 で指定する 

背景色(R) 表示Boxの色のR成分を 0.0～1.0 で指定する 

背景色(G) 表示Boxの色のG成分を 0.0～1.0 で指定する 

背景色(B) 表示Boxの色のB成分を 0.0～1.0 で指定する 

背景色(α) 表示Boxの色の透明度を 0.0～1.0 で指定する （1が不透明） 

アイコン 
アイコンの番号を指定する→後頁のアイコン表参照 
未指定の場合はアイコン表示無し（デフォルト） 

関連ファイル名 
関連ファイル名（もしくは関連ファイルへの絶対パス） 
ファイル名のみ指定の場合は、ファイルはデータファイルと同じ場所に置くこと 
（※現状ではoctaファイルの中には入れないでください） 

関連ファイル表示名 情報Boxでの関連ファイル表示名。未指定の場合はファイル名を表示する 

基準位置 

情報ボックスの位置決め基準位置を指定する（ビュアの四隅から選択する） 
1 : 左上 
2 : 左下 
3 : 右上 
4 : 右下 
 
・基準位置を指定した場合は、以下のXYも必ず指定すること 
・未指定の場合は自動位置決め。XYの指定は不要 

X 基準位置から情報ボックスまでのX距離（画面ピクセル） 

Y 基準位置から情報ボックスまでのY距離（画面ピクセル） 
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• レイヤ名称と以下の情報項目値をカンマ区切りで1情報1行で出力します 
• レイヤ名称、情報内容及びフォント名は全角および半角英数、 
     それ以外の設定値は全て半角英数です 

4．6 レイヤ情報設定 

4． モデル設定ファイル 目次へ戻る 

次へ 前へ 

データ区分：3 

※レイヤが非表示の場合は情報も表示しません 
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目次へ戻る 

次へ 前へ 

4． モデル設定ファイル 

4． 6 レイヤ情報設定 

【記述例】 

z 

3,ground,1,”盛土層”,メイリオ,10,0,0,0,1,1,1,1,8, 

区分番号 

レイヤ名称 

表示させたい情報 

フォント名 

フォントサイズ 情報区分   背景色 
（白・不透明） 

フォント色（黒） アイコン 

D¥data¥PJ_A¥octas¥picture1,”picture1”,2,1,1 

関連させるファイル（or絶対パス） 

基準位置と情報
ボックスの距離
（X,Y方向の 
画面ピクセル） 

情報ボックスの 
位置決め基準位置 

表示させたいファイル名 
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4．6 レイヤ情報設定 

4． モデル設定ファイル 目次へ戻る 

次へ 前へ 

情報表示アイコン表 

番号 アイコン 番号 アイコン 番号 アイコン 
1 

 

2 

 

3 

 
4 

 

5 

 

6 

 
7 

 

8 

 

9 

 
10 

 

11 

 

12 

 
13 

 

14 

 

15 

 
16 

 

    

101 

 

102 

 

103 

 
104 

 

    

 

1. 地盤崩壊 
2. 盤ぶくれ、 
  ヒービング 
3. リッパ高 
4. 遺跡 
5. 地盤変形 
6. 液状化 
7. ガス 
8. 埋設物 
9. 不同沈下 
10. ボイリング 
11. 健康被害 
12. 土砂災害 
13. 地盤沈下 
14. 泥濘化 
15. 環境汚染 
16. 浸水 

101. Adobe Acrobat 
   (pdf) 
102. Microsoft Excel 
103. Microsoft Word 
104. OCTAS 
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設定項目 内容 

区分番号 4 を指定 

設定項目キー 設定項目のキー名称 

設定項目値 設定項目の値 

• キー名称と設定値のペアを 1項目 1行で出力します 
• キー名称及び設定値は全て半角英数とします 
• デフォルト値のままで良い項目は指定する必要ありません 

キー名称 デフォルト値 設定内容 

SwitchXY 0 

XYを交換するか 
  0 ：交換しない （数学座標系） 
  1 ：交換する   （測量座標系） 
  ※本設定は点群データのみ使用 

OriginalCoordinate 0 

元データの座標系 
  0 ：緯度経度 
  1 ：UTM 
  2 ：日本公共座標 

OriginalDatum 0 
元データの測地系 
  0 ：世界測地系 (ITRF94) 
  1 ：日本測地系 (TokyoDatum) 

OriginalCoordinateNo   
元データの座標系の系番号 
  UTM座標系の場合：：51～56 
  日本公共座標系の場合：1～19 
  緯度経度の場合は設定不要 

DisplayCoordinate 0 

表示する（変換後の）座標系 
  0 ：緯度経度 
  1 ：UTM 
  2 ：日本公共座標 

DisplayDatum 0 
表示する（変換後の）測地系 
  0 ：世界測地系( ITRF94) 
  1 ：日本測地系(TokyoDatum) 

DisplayCoordinateNo   
表示する（変換後の）座標系の系番号 
  UTM座標系の場合：51～56 
  日本公共座標系の場合：１～19 
  緯度経度の場合は設定不要 

※各座標系の座標の単位は以下の通りです 

座標系 座標単位 

緯度経度 度 

UTM m 

日本公共座標系 m 

データ区分：4 

目次へ戻る 

次へ 前へ 

4． モデル設定ファイル 

4．7 座標系設定 
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設定項目 内容 

区分番号 5 を指定 

設定項目キー 設定項目のキー名称 

設定項目値 設定項目の値 

• キー名称と設定値のペアを 1項目 1行で出力します 
• キー名称及び設定値は全て半角英数とします 
• デフォルト値のままで良い項目は指定する必要ありません 

キー名称 デフォルト値 設定内容 

MeshSize 50 

モデル柱状図のメッシュサイズ 

  5, 10, 50、250, 500, -1のいずれかを指定する 
 

実際のサイズは以下の通り 
  500：2次メッシュを緯度方向/経度方向それぞれ 
     20等分したサイズ（500mメッシュ） 
  250：2次メッシュを緯度方向/経度方向それぞれ 
     40等分したサイズ（250mメッシュ） 
  50 ：2次メッシュを緯度方向/経度方向それぞれ 
     200等分したサイズ（所謂50mメッシュ） 
  10 ：2次メッシュを緯度方向/経度方向それぞれ 
     1000等分したサイズ（所謂10mメッシュ） 
  5 ：2次メッシュを緯度方向/経度方向それぞれ 
    2000等分したサイズ（所謂5mメッシュ） 
  -1：任意指定、別途MeshWidth, MeshHeightを指定すること 

ModelName モデル柱状図 データの表示名称を指定する 

MeshWidth 
メッシュのＸ方向をm単位で指定する 
（MeshSize=-1の時） 

MeshHeight 
メッシュのＹ方向をm単位で指定する 
（MeshSize=-1の時） 

N_Min 1 レイヤ化するN値の最小 

N_Max 50 レイヤ化するN値の最大 

N_Step 5 レイヤ化するN値の間隔 

N_NoValue -9999 N値データ無しとする値 

N_OverMax_Enabled 0 
1：最大値を超えたレイヤを用意する 
0：最大値を超えたレイヤを用意しない 

N_UnderMin_Enabled 0 
1：最小値を下回るレイヤを用意する 
0：最小値を下回るレイヤを用意しない 

N_NoValue_Enabled 0 
1：<No Value>レイヤを用意する 
0：<No Value>レイヤを用意しない 

4．8 モデル柱状図設定 

4． モデル設定ファイル 目次へ戻る 

次へ 前へ 

データ区分：5 
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目次へ戻る 

次へ 前へ 

4． モデル設定ファイル 

4．8 モデル柱状図設定 

「モデル柱状図.ini」ファイル設定の例 

土質区分の設定 

◆「モデル柱状図.ini」ファイルはxmlデータと同じフォルダに入れます 
（iniファイルの名称は固定です） 

N値の設定 

N値のグループ設定 

地下水位の設定 

土質などのグループ設定 

情報表示設定 

モデル柱状図設定 

座標系設定 

1, 0 -  0,101,0.0,0.0,1.0,1.0,0≦N＜1 
1, 1 -  1,102,0.0,0.2,1.0,1.0,1≦N＜2 
1, 2 -  2,103,0.0,0.3,1.0,1.0,2≦N＜3 
・・・・・ 

N値範囲：「データ区分5」で指定したN_Stepの値（半角スペース
「 」を必ず入れる） 

RGB レイヤ名 



設定項目 内容 

区分番号 6 を指定 

マーカーID マーカーの識別ID。モデル内でユニークであること 

マーカー名称 マーカーの名称。この名称で表示される 

レイヤ名称 マーカーに関連付けるレイヤの名称（モデル内の定義名と完全に一致すること） 

X座標 マーカー基準位置X座標 

Y座標 マーカー基準位置Y座標 

Z座標 マーカー基準位置Z座標 

フォント名 フォント名を指定する 

フォントサイズ フォントサイズを指定する 

フォント色(R) 文字の色の R 成分を 0.0～1.0 で指定する 

フォント色(G) 文字の色の G 成分を 0.0～1.0 で指定する 

フォント色(B) 文字の色の B 成分を 0.0～1.0 で指定する 

背景色(R) 表示Boxの色のR成分を 0.0～1.0 で指定する 

背景色(G) 表示Boxの色のG成分を 0.0～1.0 で指定する 

背景色(B) 表示Boxの色のB成分を 0.0～1.0 で指定する 

背景色(α) 表示Boxの色の透明度を 0.0～1.0 で指定する （1が不透明） 

関連ファイル名 

関連ファイル名（もしくは関連ファイルへの絶対パス） 
※ファイルの参照ルールについては、後述の「関連ファイルの参照について」をご
参照ください。また、octaファイルに格納された関連ファイルの取り扱いについては、
後述の「octaファイル内にある関連ファイルの取り扱いについて」をご参照ください 
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• マーカー名称と以下のマーカー属性値をカンマ区切りで1マーカー1行で出力します 
• マーカーはモデル座標系で管理され、モデルと一緒に動きます 
• マーカー名称及びフォント名は全角および半角英数、それ以外の設定値は全て半角英数です 

データ区分：6 

関連ファイルの参照について 
レイヤ情報及びマーカーの関連ファイルは、以下のルールでファイルを参照します 
  
関連ファイルが絶対パスで指定されている場合： 
  ・絶対パスで指定されたファイルを直接参照する 
  
関連ファイルがファイル名のみ指定されている場合： 
１）データがoctaファイルの場合 
    以下の優先順位でファイルを参照する 
    (1)octaファイル内にあるファイル 
    (2)データファイルと同じ場所にあるファイル 
２）データがoctaファイル以外 
    データファイルと同じ場所にあるファイルを参照する 

4．9 マーカー設定 

4． モデル設定ファイル 目次へ戻る 

次へ 前へ 
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octaファイル内にある関連ファイルの取り扱いについて 
octaファイル内にある関連ファイルを参照する場合は、一度システム標準のテンポラリフォル
ダにファイルを出力した後に、ファイルの標準アプリケーションで開きます 
  
＜出力先＞ 
[Windows標準のtempフォルダ]/OCTAS/[octaファイル名]/[関連ファイル名] 
  
テンポラリの関連ファイルへの編集操作を防ぐために、ファイルは【読み取り専用】属性で出力
されます。編集／保存する場合はアプリケーションの別名保存の機能を利用し、ユーザー領域に
ファイルを保存した後に、行うようにしてください 
（zip中のファイルをExcel等で開いたときと同様の動作） 
出力したテンポラリの関連ファイルはOCTAS終了時に削除されます。ただし、この関連ファイ
ルが開かれたままの場合は、（アプリケーションによっては）ファイルがそのまま残る場合があ
ります 
このテンポラリの関連ファイルの削除処理は、OCTAS終了時に毎回行われますので、上記のよ
うにファイルが残ったとしても、次回以降の起動終了で削除されます 

【記述例】 

区分番号 

レイヤ名称 透過度 

6,2,砂層,model_As,10,0,0,0,1,0.5,0,0.8, 

マーカーID 

レイヤ表示色 

マーカー基準位置 

マーカー名称 透過度 

D¥data¥PJ_A¥octas¥picture1 

関連させるファイル（or絶対パス） 

目次へ戻る 

次へ 前へ 

4． モデル設定ファイル 

4．9 マーカー設定 
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