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1. はじめに 

本書は TerraMapWeb2022のセットアップ、及びバージョンアップの方法を記述しています。 

Windowsにおける標準的なコントロールや操作方法についての説明はしておりませんので Windowsに付属のマニュ

アル等をお読みください。 

また、本書内の青文字をクリックすると、各該当のページへ移動します。 

1-1 動作環境 

動作環境 

OS 

Windows 11 / 10 / 8.1 （日本語版） 

※ マイクロソフト社がサポートしているバージョンに限ります。 

※ Windows XP / Vista / 8 / 7では動作保証はいたしません。 

※ 日本語版以外のWindowsの場合、正常に動作しない場合がございます。 

※ .NET Framework4.6.2必須。 

※ Windowsの表示言語は日本語に設定されている必要があります。 

● .NET Framework がインストールされていない場合でも、TerraMapWeb2022 インストー

ル時にインストールされます。 

※ Windowsのカレンダーは西暦に設定されている必要があります。 

※ Windows の Guest アカウントでは正常に動作しません。「管理者」もしくは「標準」アカウン

トでログインの上ご使用ください。 

CPU 各 OSが推奨する CPU 

メモリ 各 OSが推奨するメモリ容量 

HDD空き容量 6GB以上必須 

ディスプレイ 
1024×768以上 True Color(32ビット)必須。 

※ ディスプレイの DPI設定は 100%に設定されている必要があります。 

その他 

インターネット常時接続環境が必須になります。 

TerraReport、ハフモデル分析機能をご利用の際は Microsoft Excel が必要です。 

※ Excel はデスクトップアプリ版 2013 以降必須 

※ 動作環境を満たしていても PCの設定によっては、正常に動作しない場合があります。 

※ セキュリティソフト（サーバー管理型含む）やファイアウォール、プロキシサーバーをご利用頂いている環境では、

TerraMapWeb2022 が使用するサーバーに問題なくアクセスできるよう設定していただく必要がございます。詳細は

下記 URLをご参照ください。 

https://www.mapmarketing.co.jp/pdf/tmwdocs_S2000/ProxySecuritySoftware_Exp_s2k.pdf 

 

1-2 セットアップ作業のご注意事項 

・ 【動作環境】が満たされていることをご確認ください。 

・ Windowsの国情報は、「日本」に設定してください。(コントロールパネルから設定が出来ます。) 

・ HDD容量を最低 6GB空けて作業を行ってください。 

セットアップパックダウンロードファイル容量：約 670MB 

セットアップパック展開後のファイル容量：約 1,700MB 

インストール後のファイル容量：システム/約 25MB ・ データ/約 1,600MB 

 

※ 上記容量はすべて新規インストール時でシステムと標準搭載データのみをインストールした場合の目安です。

TerraMapWeb2022のご利用やプログラムの更新、オプションデータのインストールにより、必要な容量は増加しま

す。インストール完了後、ダウンロードしたファイルおよび展開済フォルダ・ファイルは削除して頂いても問題ございま

せん。 

試用版を使用されていたユーザー様へ 

 試用版の TerraMapWeb2022 をインストール済みのコンピュータでは、正規版のログイン ID・パスワードに変更す

るだけでご利用いただくことができます。再インストールは不要です。 

※ 正規版導入時に購入されたオプションデータ等のインストールは必要です。 

 

ログイン情報の変更方法は 33ページ 4-6 ログイン情報(ログイン ID・パスワード)の変更をご参照ください。 

  

https://www.mapmarketing.co.jp/pdf/tmwdocs_S2000/ProxySecuritySoftware_Exp_s2k.pdf
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1-3 TMW ファイルについて 

【TMW ファイルについて】 

旧バージョンの TerraMapWeb で作成した TMW ファイルは TerraMapWeb2022 で読み込んで参照が可能です

が、編集に際して以下の制限事項があります。 

※ 作成した年度の行政界ポリゴンがインストールされている必要があります。 

詳細は 4-3 過去年度のポリゴンデータのダウンロードとインストールをご参照ください 

【制限事項】 

・統計データ選択機能(統計データ項目追加・削除機能) ・シンボルデータ数取込機能(T.A へのシンボルデータ

数取込む機能) 

・TerraReport出力 ・T.Aエリア追加・削除 

・T.A ライン表示、スタイル変更 ・T.A集計結果（データビューア）表示 

・T.Aグラフィカル表示(レンジ、グラフ、ドット密度等) ・T.A 内に集計されている既存統計データ項目を使用し

た計算 

  



 

 3 

2. TerraMapWeb2022セットアップの流れ 

当マニュアルに沿ってセットアップ、またはバージョンアップ作業を行ってください。 

 

また、当マニュアル内の各所に青色文字で表示されているリンクをクリックすると、 

該当のページをインターネットブラウザで表示します。 

 

セットアップマニュアルを印刷してご覧頂いている場合は、以下 URLから 

セットアップマニュアルをコンピュータ上でご確認頂くと便利です。 

https://www.mapmarketing.co.jp/pdf/tmwdocs_S2000/Setup_ManualV16.pdf 

 

Step A 

新規セットアップまたはバージョンアップを行います。 

「TerraMapWeb2022 最新セットアップパック」をダウンロードしてインストールを行います。 

 

Step B 

「統計データ」のインストールを行います。 

TerraMapWebPlus 搭載データパック、及びご購入いただいたオプションデータのインストー

ル及び必要に応じて 2005年・2010年の国勢調査データのインストールを行います。 

 

【ご注意：TerraMapWebPlus をご購入いただいたユーザー様へ】 

新規インストール及びバージョンアップ時に TerraMapWebPlus 搭載データパック（データ

名：Plusデータパック_W22）のインストールは必須です。 

Step C 

「過去年度ポリゴンデータ」のインストールを行います。 

旧バージョンの TerraMapWeb で作成した地図情報ファイルを TerraMapWeb2022 を新規

セットアップしたコンピュータで開く場合に必要なデータです。 

セットアップ、及びバージョンアップ方法の詳細は、4. セットアップ方法について をご覧ください。 
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3. ダウンロード可能なデータについて 

「セットアップ統計データのダウンロードページ（TerraMapWeb2022）」からダウンロードができます。 

 

 

セットアップ統計データのダウンロード 

 

TerraMapWeb2022 をインストールする、すべてのお客様が対象です。 

セットアップ、及びバージョンアップに必要なデータがダウンロード可能です。 

TerraMapWeb ソフトウェアと TerraMapWebで利用するポリゴンファイル（TerraMapWeb で利用する行政界の

多辺図形を生成するファイル）、標準搭載データ、及び TerraMapWebPlus 用データパック、オプションでご購入

いただいた統計データ、ポイントデータ、レポート等をインストールします。 

過去年度のポリゴンデータ 

 

旧バージョンで作成した T.A を含む TMW ファイルを開く場合に必要となるデータです。 

2014年から 2018年のデータダウンロード可能です。 

作成バージョンに対応した年度のポリゴンデータをダウンロードしてお使いください。 

TerraMap Web 拡張ツール 

 TerraMapWeb で利用可能な外部ツールが、ダウンロード可能です。必要な場合はこちらからダウンロードを行って

ください。 

   

 

 

 

  

https://www.mapmarketing.co.jp/support/tmw/data_download.html
https://www.mapmarketing.co.jp/cgi-bin/sup/tmw_st_pack_s2000.cgi
https://www.mapmarketing.co.jp/cgi-bin/sup/tmw_pol_data_s2000.cgi
https://www.mapmarketing.co.jp/cgi-bin/sup/tmw_tools_s2000.cgi
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4. セットアップ方法について 

4-1セットアップファイルのダウンロードとインストール 

ここでは、TerraMapWeb2022 最新セットアップパック（TerraMapWeb のプログラムと標準データ）及びデータサービ

スパックのダウンロードとインストールを行います。 

以下の手順に沿ってインストールを行ってください。 

 

最新セットアップパックには 2022対応の以下のデータが含まれます。 

 ・TerraMapWebのセットアップ用ファイル 

・ポリゴンデータ（行政界 2018） 

・統計データ 

 

国勢調査 2015標準（行政界） 
国勢調査 2015その 1（250 m メッシュ/500m メッシュ/1km メッシュ） 
国勢調査 2015その 2（行政界） 
増減数（国勢調査 2015標準）（行政界） 
増減数（国勢調査 2015その 1）（500m メッシュ） 
リンク統計 2015（行政界/500m メッシュ/1km メッシュ） 
Static タウン 2018（行政界） 

※ Static タウン 2018（行政界）に都道府県データは含まれません。また、サンプル版のため、東京都練馬区の

みでご利用いただけます。 

・レポート 

 
TerraReport-Lite 2015(行政界) 
TerraReport-Lite2 2015(行政界) 
国勢調査 2015オプションその 2(行政界) 

※ TerraReportBasicの利用には連続した 2回分の国勢調査データがインストールされている必要があります。 

※ インストールには、インストール権限を持ったコンピュータの管理者権限でインストールを行う必要があります。 

※ ご使用の環境によっては表示される画面が異なることがございます。 

データサービスパックには TerraMapWeb2022対応の以下のデータが含まれます。 

 
標準搭載データに追加・変更が発生した場合に、更新インストールを行うためのデータです。 

※ 必要に応じて表示されます。表示されている場合のみインストールを行います。 

 

【ご注意：TerraMapWebPlus をご購入いただいたユーザー様へ】 

新規インストール及びバージョンアップ時に TerraMapWebPlus搭載データパック（データ名：Plusデータパック_W22）

のインストールは必須です。 

Plus データパック_W22 のインストール方法の詳細は 4-2 オプションデータのダウンロードとインストールをご参照くだ

さい。 

Plusデータパック_W22には TerraMapWeb2022対応の以下のデータが含まれます。 

 ・統計データ 

 

年収別世帯推計 2018（行政界） 
未来人口データ（2020～2045年）（行政界） 
Static タウン 2018（行政界） 
年収別世帯推計 2018（500m メッシュ） 
未来人口データ（2020～2045年）（500m メッシュ） 

・レポート 

 
Static タウン 2018 
年収推計 2018 
未来人口 2015 

※ インストールには、インストール権限を持ったコンピュータの管理者権限でインストールを行う必要があります。 
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[TerraMapWeb2022 最新セットアップパックのダウンロードとインストール] 

1 

「TerraMapWebデータダウンロード」ページの 

「TerraMapWeb2022 最新セットアップパック」の[ダウンロード]ボタンをクリックしてください。 

※印刷してご覧頂いている場合は、インターネットブラウザで、以下の URLへアクセスして下さい。 

 
「TerraMapWebデータダウンロード」ページ URL 

https://www.mapmarketing.co.jp/cgi-bin/sup/tmw_st_pack_s2000.cgi 

 

2 
ダウンロードにはログインが必要です。TerraMapWebのログイン ID を入力してください。 

※ ログイン画面が表示されない（ログイン済み）場合は、3へ進んでください。 

 

3 
表示された「TerraMapWeb2022 最新セットアップパック」のダウンロードボタンをクリックします。 

※ お使いのブラウザによってクリック後の表示が異なります。 

 

 

 

ダウンロードされたファイルを実行します。） 

 

デスクトップ等わかりやすいフォルダ選択して「保存」を行い、選択したフォルダまたは自動的に保存されたフォ

ルダ内のファイルを「実行」してください。 

※ 拡張子「.exe」が表示され、ファイル名が「データ名称.exe」となっている場合があります。 

ダウンロードファイル名：TerraMapWeb2022 最新セットアップパック 

※ 約 650MBございますのでダウンロードにお時間がかかる場合がございます。 

※ 拡張子「.exe」が表示され、ファイル名が「TerraMapWeb2022 最新セットアップパック.exe」となっている場合が

あります。 

  

①TerraMapWeb のログインＩＤを入力 

②[ログイン]をクリック 

https://www.mapmarketing.co.jp/cgi-bin/sup/tmw_st_pack_s2000.cgi
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ダウンロードが終了すると警告が出る場合があります。 

表示された場合は[ダウンロードの表示]をクリックします。 

 

 

 

[ダウンロードの表示]ウインドウが表示されます。 

[操作]をクリックします。 

 

 

[WindowsDefender SmartScreen]が表示されます。 

[その他のオプション] をクリックします 

 

 

[実行]が表示されます、クリックして処理を行います。 

 

 

4 TerraMapWeb2022 最新セットアップパックの[実行]を行うとファイルの展開・インストールを開始します。 

 

お使いのコンピュータの設定によって、コンピュータ保護の警告画面が表示されます。 

  

[詳細情報]をクリックすると、画面が切り替わります。 

[実行]をクリックして処理を続行します。 

 

「ユーザーアカウント制御」が表示されます。 

[はい]をクリックして続行します。 

 

  

クリック 

クリック 

クリック 
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デスクトップに「TerraMapWeb2022 最新セットアップパック」フォルダを作成して展開します。 

進捗状況が表示されます。 

  

 

展開が終了すると、旧バージョンからバージョンアップを行う場合、メッセージが表示されます。 

[はい]をクリックして続行します。 

[いいえ]をクリックすると処理を中止します。 

  

 

[次へ]をクリックして続行します。インストールの進捗が表示されます。 
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お使いの環境によってMicrosoft .NET Framework インストール画面が表示されます。 

※表示されない方は次のページへお進みください。 

 

 

[インストール]ボタンをクリックします。 

 

 

 

Microsoft .NET Frameworkのインストール中に再起動の案内画面が表示されます。 

[はい]をクリックしてコンピュータの再起動を行います。 

 再起動後はインストール開始時と同じWindowsユーザーアカウントでログインします。 

引き続き、「TerraMapWeb Series2000 - Install Shield」ウィザードが表示されインストールが継続されます。 

※ 自動で再開しない場合は[次へ]をクリックしてください。 

※ 「TerraMapWeb Series2000 - Install Shield」ウィザードが表示されない場合 

「TerraMapWeb2022 最新セットアップパック」フォルダ内の、[setup]をダブルクリックします。 

 

 

新規インストールの場合「利用規約」が表示されます。 

 

 

[使用許諾契約の条項に同意します]を選択して[次へ]をクリックします。 

クリック 
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[インストール]をクリックしてインストールを開始します。 

  

 

インストールの進捗画面が表示されます。 
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TerraMapWeb2022 のインストールが完了すると引き続き「ポリゴンデータ」と「統計データ」のインストールの確

認画面が表示されます。 

すでにインストール済みのデータは、チェックされず濃いグレーで表示されます。 

[インストール]をクリックすると確認画面が表示されます。 

 

  

[はい]をクリックしてデータのインストールを実行します。 

[いいえ]をクリックするとデータのインストールを中止しま

す。 

インストールが終了すると確認画面が表示されま

す。[OK]をクリックして処理を完了します。 

  

 

インストールが終了すると「完了」画面が表示されます。[完了]をクリックしてソフトウエアのインストール終了しま

す。 
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[データーサービスパックのダウンロードとインストール] 

3 
表示されている「データサービスパック」のダウンロードボタンをクリックします。 

※ お使いのブラウザによってクリック後の表示が異なります。 

 

 

 

「実行」「保存」「キャンセル」の選択肢が表示される場合(Internet Explorer等) 

 「実行」を選択してください 

「実行」の選択肢が表示されない、または自動的に保存される場合 

（Microsoft Edge、Google Chrome 等） 

 
デスクトップ等わかりやすいフォルダ選択して「保存」を行い、選択したフォルダまたは自動的に保存されたフォ

ルダ内のファイルを「実行」してください。 

※ 拡張子「.exe」が表示され、ファイル名が「データ名称.exe」となっている場合があります。 

 
ダウンロードが終了すると警告が出る場合があります。 

表示された場合は[ダウンロードの表示]をクリックします。 

 

 

 

[ダウンロードの表示]ウインドウが表示されます。 

[操作]をクリックします。 

 

 

[WindowsDefender SmartScreen]が表示されます。 

[その他のオプション] をクリックします 

 

 

[実行]が表示されます、クリックして処理を行います。 

 

  

クリック 



 

 13 

4 統計データの「実行」を行うとファイルの展開を開始します。 

 

お使いのコンピュータの設定によって、コンピュータ保護の警告画面が表示されます。 

 

 

 
[詳細情報]をクリックすると、画面が切り替わります。 

[実行]をクリックして処理を続行します。 

  

「ユーザーアカウント制御」が表示されます。 

[はい]をクリックして続行します。 

 

 

 
  

ファイルのチェックと解凍の「進捗状況」が表示されます。展開が終了すると「データインストーラ」が表示されま

す。 

※ ファイルサイズが大きい場合進捗状況の表示が止まる場合がございます、そのまましばらくお待ちください 

 

 

 

[インストール]をクリックすると確認画面が表示されます。 

クリック 

クリック 

データファイル名称 

インストールするデータのサイズによって、インス

トール対象が表示されるまで数分間を要する場合

がございます。 

表示されるまでお待ち下さい。 

表示される内容はデータによって異なります。 

ファイルを解凍しています 
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[はい]をクリックしてデータのインストールを実行します。 

[いいえ]をクリックするとデータのインストールを中止します。 

 

 

インストールが終了すると確認画面が表示されます。 

[OK]をクリックして処理を完了します。 
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4-2オプションデータのダウンロードとインストール 

ここでは、Plusデータパック、2010年、2005年度国勢調査データ、及びご購入いただいたオプション統計データのダウ

ンロード・インストールを行います。 

以下の手順に従い、データのインストールを行ってください。 

※ Plusデータパックは TerraMapWeb Plusを導入されたユーザー様向けデータとなります。 

※ TerraReportBasicご利用いただく場合、2010年度国勢調査データのインストールが必要です。 

※ データのインストールを行わない場合は「4-5 初回起動時のログイン情報設定」へお進みください。 

旧バージョンで作成した地図情報ファイルを読み込む場合は「4-3過去年度のポリゴンデータのダウンロードとイン

ストール」へお進みください。 

※ 乗降数データなどのポイントデータのインストールについては「4-4 ポイントデータのダウンロードとインポート」をご

覧ください。 

※ インストールには、インストール権限を持ったコンピュータの管理者権限でインストールを行う必要があります。 

※ ご使用の環境によっては表示される画面が異なることがございます。 

※ インストールするデータによって、ファイル名・フォルダ名・画像などは異なります。このマニュアルでは、各オプション

データ名を「･･･(データ名)」と表現しています。 

 

[データのダウンロード～インストール] 

1 

「TerraMapWebデータダウンロード」ページの 

ご利用になるデータの[ダウンロード]ボタンをクリックしてください。 

※印刷してご覧頂いている場合は、インターネットブラウザで、以下の URLへアクセスして下さい。 

 
「TerraMapWebデータダウンロード」ページ URL 

https://www.mapmarketing.co.jp/cgi-bin/sup/tmw_st_pack_s2000.cgi 

2 
ダウンロードにはログインが必要です。TerraMapWebのログイン ID を入力してください。 

※ ログイン画面が表示されない（ログイン済み）場合は、3へ進んでください。 

 

3 
ログイン後、インストールを行うデータのダウンロードボタンをクリックします。 

※ お使いのブラウザによってクリック後の表示が異なります。 

 

 

 

「実行」「保存」「キャンセル」の選択肢が表示される場合(Internet Explorer等) 

 「実行」を選択してください 

「実行」の選択肢が表示されない、または自動的に保存される場合 

（Microsoft Edge、Google Chrome 等） 

①TerraMapWeb のログインＩＤを入力 

②[ログイン]をクリック 

https://www.mapmarketing.co.jp/cgi-bin/sup/tmw_st_pack_s2000.cgi
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デスクトップ等わかりやすいフォルダ選択して「保存」を行い、選択したフォルダまたは自動的に保存されたフォ

ルダ内のファイルを「実行」してください。 

※ 拡張子「.exe」が表示され、ファイル名が「データ名称.exe」となっている場合があります。 

 
ダウンロードが終了すると警告が出る場合があります。 

表示された場合は[ダウンロードの表示]をクリックします。 

 

 

 

[ダウンロードの表示]ウインドウが表示されます。 

[操作]をクリックします。 

 

 

[WindowsDefender SmartScreen]が表示されます。 

[その他のオプション] をクリックします 

 

 

[実行]が表示されます、クリックして処理を行います。 

 

 

4 統計データの「実行」を行うとファイルの展開を開始します。 

 

お使いのコンピュータの設定によって、コンピュータ保護の警告画面が表示されます。 

 

 

 
[詳細情報]をクリックすると、画面が切り替わります。 

[実行]をクリックして処理を続行します。 

クリック 

クリック 

クリック 



 

 17 

  

「ユーザーアカウント制御」が表示されます。 

[はい]をクリックして続行します。 

 

 

 
  

ファイルのチェックと解凍の「進捗状況」が表示されます。展開が終了すると「データインストーラ」が表示されま

す。 

※ ファイルサイズが大きい場合進捗状況の表示が止まる場合がございます、そのまましばらくお待ちください 

 

 

 

[インストール]をクリックすると確認画面が表示されます。 

 

 

[はい]をクリックしてデータのインストールを実行します。 

[いいえ]をクリックするとデータのインストールを中止します。 

データファイル名称 

インストールするデータのサイズによって、インス

トール対象が表示されるまで数分間を要する場合

がございます。 

表示されるまでお待ち下さい。 

表示される内容はデータによって異なります。 

ファイルを解凍しています 
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インストールが終了すると確認画面が表示されます。 

[OK]をクリックして処理を完了します。 
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4-3過去年度のポリゴンデータのダウンロードとインストール 

ここでは、旧バージョンで作成した T.A が含まれる TMW ファイルを、TerraMapWeb2022 でご使用頂く場合に必要な

過去年度のポリゴンデータのダウンロード・インストールを行います。 

それ以外の方は「4-4 ポイントデータのダウンロードとインポート」へお進みください。 

以下の手順に従い、データのインストールを行ってください。 

※ インストールには、インストール権限を持ったコンピュータの管理者権限でインストールを行う必要があります。 

※ ご使用の環境によっては表示される画面が異なることがございます。 

※ インストールするデータによって、ファイル名・フォルダ名・画像などは異なります。このマニュアルでは、各ポリゴン

データ名を「行政界ポリゴンデータ 20**」と表現しています。 

 

[T.A作成バージョンとダウンロードファイル名] 

T.A作成バージョン (エリア Ver.) ダウンロードファイル名 

TerraMapWeb 2021 (2020.001) 行政界ポリゴンデータ 2020 

TerraMapWeb 2020 (2019.001) 行政界ポリゴンデータ 2019 

TerraMapWeb 2019 (2018.001) 行政界ポリゴンデータ 2018 

TerraMapWeb 2018 (2017.001) 行政界ポリゴンデータ 2017 

TerraMapWeb 2017 (2016.001) 行政界ポリゴンデータ 2016 

※ 各データは約 200MBございます。ダウンロードにお時間がかかる場合がございます。 

※ 2012年以前の行政界ポリゴンデータが必要な場合は、お問い合わせください。 

 

[データのダウンロード～インストール] 

1 

「TerraMapWeb過去年度のポリゴンデータ」ページの 

ご利用になる行「行政界ポリゴンデータ 20**」の[ダウンロード]ボタンをクリックしてください。 

※印刷してご覧頂いている場合は、インターネットブラウザで、以下の URLへアクセスして下さい。 

 
「TerraMapWebデータダウンロード」ページ URL 

https://www.mapmarketing.co.jp/cgi-bin/sup/tmw_pol_data_s2000.cgi 

2 
ダウンロードにはログインが必要です。TerraMapWebのログイン ID を入力してください。 

※ ログイン画面が表示されない（ログイン済み）場合は、3へ進んでください。 

 

3 
ログイン後、インストールを行うデータのダウンロードボタンをクリックします。 

※ お使いのブラウザによってクリック後の表示が異なります。 

 

 

①TerraMapWeb のログインＩＤを入力 

②[ログイン]をクリック 

https://www.mapmarketing.co.jp/cgi-bin/sup/tmw_pol_data_s2000.cgi
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「実行」「保存」「キャンセル」の選択肢が表示される場合(Internet Explorer等) 

 「実行」を選択してください 

「実行」の選択肢が表示されない、または自動的に保存される場合 

（Microsoft Edge、Google Chrome 等） 

 
デスクトップ等わかりやすいフォルダ選択して「保存」を行い、選択したフォルダまたは自動的に保存されたフォ

ルダ内のファイルを「実行」してください。 

※ 拡張子「.exe」が表示され、ファイル名が「データ名称.exe」となっている場合があります。 

 
ダウンロードが終了すると警告が出る場合があります。 

表示された場合は[ダウンロードの表示]をクリックします。 

 

 

 

[ダウンロードの表示]ウインドウが表示されます。 

[操作]をクリックします。 

 

 

[WindowsDefender SmartScreen]が表示されます。 

[その他のオプション] をクリックします 

 

 

[実行]が表示されます、クリックして処理を行います。 

 

  

クリック 
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4 統計データの「実行」を行うとファイルの展開を開始します。 

 

お使いのコンピュータの設定によって、コンピュータ保護の警告画面が表示されます。 

 

 

[詳細情報]をクリックすると、画面が切り替わります。 

[実行]をクリックして処理を続行します。 

  

「ユーザーアカウント制御」が表示されます。 

[はい]をクリックして続行します。 

 

  

 

「進捗状況」が表示されます。 

  

 

  

クリック 

クリック 

データファイル名称 
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展開が終了すると「データインストーラ」が表示されます。 

[インストール]をクリックすると確認画面が表示されます。 

 

 

[はい]をクリックしてデータのインストールを実行します。 

[いいえ]をクリックするとデータのインストールを中止します。 

  

 

インストールが終了すると確認画面が表示されます。 

[OK]をクリックして処理を完了します。 
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4-4ポイントデータのダウンロードとインポート 

ご購入いただいたポイントデータを TerraMapWeb2022にインポートする場合にお読みください。 

それ以外の方は以上でで TerraMapWeb2022のセットアップは完了です。起動してご利用ください。 

※ 新規セットアップの場合は、起動時にログイン情報の入力を求められます。 

入力方法については、「4-5 初回起動時のログイン情報設定」をご確認ください。 

※ 起動時に環境エラーメッセージが表示され起動できない場合は、「4-7 環境設定」をご確認ください。 

以下の手順に従い、「ポイントデータ」のインポートを行ってください。 

※ ご使用の環境によっては表示される画面が異なることがございます。 

 

[データのダウンロード～展開] 

1 

「TerraMapWebデータダウンロード」ページの 

ご利用になるデータの[ダウンロード]ボタンをクリックしてください。 

※印刷してご覧頂いている場合は、インターネットブラウザで、以下の URLへアクセスして下さい。 

 
「TerraMapWebデータダウンロード」ページ URL 

https://www.mapmarketing.co.jp/cgi-bin/sup/tmw_st_pack_s2000.cgi 

 

2 
ダウンロードにはログインが必要です。TerraMapWebのログイン ID を入力してください。 

※ ログイン画面が表示されない（ログイン済み）場合は、3へ進んでください。 

 

3 

ログイン後、インストールを行う[データ名（ポイント）] データのダウンロードボタンをクリックします。 

※ お使いのブラウザによってクリック後の表示が異なります。 

ネットワークドライブなどネットワーク上への保存はお控えください。 

 

 

 

「実行」「保存」「キャンセル」の選択肢が表示される場合(Internet Explorer等) 

 「実行」を選択してください 

「実行」の選択肢が表示されない、または自動的に保存される場合 

（Microsoft Edge、Google Chrome 等） 

 デスクトップ等わかりやすいフォルダを選択して「保存」を行い、選択したフォルダ、または自動的に保存されたフ

①TerraMapWeb のログインＩＤを入力 

②[ログイン]をクリック 

https://www.mapmarketing.co.jp/cgi-bin/sup/tmw_st_pack_s2000.cgi
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ォルダ内のファイルを「実行」してください。 

※ 拡張子「.exe」が表示され、ファイル名が「データ名称.exe」となっている場合があります。 

 

 
ダウンロードが終了すると警告が出る場合があります。 

表示された場合は[ダウンロードの表示]をクリックします。 

 

 

 

[ダウンロードの表示]ウインドウが表示されます。 

[操作]をクリックします。 

 

 

[WindowsDefender SmartScreen]が表示されます。 

[その他のオプション] をクリックします 

 

 

[実行]が表示されます、クリックして処理を行います。 

 

 

4 統計データの「実行」を行うとファイルの展開を開始します。 

 

お使いのコンピュータの設定によって、コンピュータ保護の警告画面が表示されます。 

 

 

[詳細情報]をクリックすると、画面が切り替わります。 

[実行]をクリックして処理を続行します。 

クリック 

クリック 

クリック 
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「ユーザーアカウント制御」が表示されます。 

[はい]をクリックして続行します。 

 

 

   

「展開先の指定」ウインドウが表示されます。デフォルトでは「DeskTop¥TerraMapWeb ポイントデータ」フォル

ダ以下に、データ名フォルダを生成して展開します。[参照]ボタンをクリックして展開先のフォルダの指定も可能

です。 

※ ネットワークドライブなどネットワーク上への展開はお控えください。 

※ 書庫名でフォルダを作成のチェックは不要です。 

[展開]をクリックすると展開が始まります。 

 
 

 

 展開が完了すると展開先に指定したフォルダが作成されます。ダブルクリックして開きます。 

 

[データのインポート] 

[データバンクインポート] [ユーザーシンボルインポート]を行い TerraMapWebにデータを取り込みます。 

1 

デスクトップに作成されたショートカットから、TerraMapWeb2022 を

起動します。 

ログイン情報画面が表示された場合は「4-5 初回起動時のログイン

情報設定」をご参照ください。  

2 データバンクにデータをインポートします。 

  

 

データバンクタブ内のスタートボタンをクリックします。 

ダブルクリック 

クリック 

データファイル名称 

クリック 
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表示されたスタートメニュー内の[インポート]をクリックします 

 

 

 

「インポート元データ選択」ページが表示されます。[追加]をクリックし[データのダウンロード～展開]で生成された

フォルダ内にある「csv」ファイルを選択し追加します。 

 

 

①ファイルデータタブを選択します 

③[次へ]をクリック 

②追加をクリックし 

[CSV データ]を選択します 

新規データバンク名称

とメモを入力できます。 

クリック 
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「保存方法選択」ページが表示されます。 

[新規インポートタブ]を選択し[新規データバンク名称]を入力し、[次へ]をクリックします。 

  



 

 28 

 

 

 

「コーディング設定」ページが表示されます。 

[座標値]タブを選択し[座標測地系選択]で日本測地系または世界測地系を選択します。 

[経度項目・緯度項目]で経度項目の列、緯度項目の列が選択されていることを確認します。 

[完了]ボタンをクリックすると「処理中ですしばらくお待ちください」と表示されます。 

※ポイントデータの座標測地系については、各ポイントデータに付属する仕様書または解説書をご確認ください 

 

 

完了後、終了メッセージが表示されます。[OK]をクリックします。 

データバンクインポートは終了です。 

引き続きユーザーシンボルインポートを行います。 

  

 

クリック 

選択中の列は選択項目

で確認できます 

 

[経度項目]欄で[経度]、[緯度項目]欄で[緯度] 

の列が選択されていることを確認します。 
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3 データバンクに取り込んだデータを、ユーザーシンボルインポートします。 

 

 

 

データバンクタブ内の[スタート]ボタンをクリックします。 

 

 

[ユーザーユーザーシンボルインポート]をクリックします。 

 

 

「データバンク選択」画面が表示されます。 

データバンク一覧からデータバンクインポートでインポートしたデータバンクを選択し、 

[次へ]をクリックします。 

クリック 

クリック 
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「グループ選択画面」が表示されます。 

[新規作成インポート]タブを選択し、ユーザーシンボルグループ名を任意で入力します。 

[完了]をクリックするとユーザーシンボルインポート処理が開始します。 

 完了すると「シンボルタブ」「シンボル一覧」にインポートしたユーザーシンボルが表示されます。 
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4-5初回起動時のログイン情報設定 

TerraMapWeb2022起動時に、ログイン情報変更画面が表示された場合のみ、ご確認ください。 

 

1 デスクトップに作成されたショートカットから、TerraMapWeb2022 を起動します。 

 

 

2 

TerraMapWeb2022起動時に「ログイン情報」画面が表示された場合 

ログイン ID とログインパワスワードを入力し、[OK]ボタンをクリックします。 

※ プロキシサーバーをご利用の場合、[プロキシ設定]にチェックを入れ、プロキシＩＤとプロキシパスワードも入力し

てください。 

なお、プロキシサーバーをご利用中かどうか、また、プロキシ ID・プロキシパスワードは、ネットワーク管理者様

へご確認ください。弊社サポートセンターではご対応できません。 

 

 

 

地図サーバーへの接続テストが行われます。そのままお待ちください。 

 

 

地図サーバーへの接続テストが終了します。 

  

ダブルクリック 

クリック 
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3 

ログインに成功した場合 ログイン情報が作成され、ID とパスワードが保存されます。 

確認メッセージが表示されたら、[OK]をクリックしてください。 

TerraMapWeb2022が起動します。 

 

 

 
 

 

4 ログインに失敗した場合 ログインできなかった原因をメッセージで表示します。 

 

 

 
No メッセージ 原因と対処方法 

2 サーバログイン情報を確認してくだ

さい 
ログイン ID、または、ログインパスワードが間違っています。再度入力し、お試し

ください。 

4 地図サーバー接続有効期限を過

ぎている可能性があります 

地図サーバーへの接続認証エラーです。お問い合わせください 

7 地図サーバーIP 認証に失敗した

可能性があります 
ご利用のインターネット回線ではご利用いただけません。ご指定の IP アドレス

(GlobalIP)のインターネット回線でご利用ください。 

8 同一 ID による同時接続数オーバ

ーの可能性があります 
ご入力のログイン IDで、他のコンピュータでご利用中の可能性があります。時間

を空けて再度お試しください。 

10 ネットワークに接続されていない可

能性があります 
HTTP 通信に失敗しました。インターネットの接続に問題がないかご確認くださ

い。また、 

「Proxy・セキュリティソフトについて」をご確認いただき、 

TerraMapWeb2022 が問題なくネットワークに接続できるように、セキュリティソ

フト・ファイアウォール・プロキシサーバー等の設定を行ってください。 

50 一定時間以内に地図サーバーか

ら応答がありませんでした 
ログイン ID、ログインパスワードに不正な文字が入力されている可能性がありま

す。ログイン ID とログインパスワードを再度入力し、お試しください。また、コピー

＆ペーストで入力した場合、不正な文字が入る場合があります。キーボードで直

接ご入力ください。 

※上記以外のメッセージが表示される場合、お問い合わせください。 

  

メッセージ 

No. 

https://www.mapmarketing.co.jp/pdf/tmwdocs_S2000/ProxySecuritySoftware_Exp_s2k.pdf
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4-6ログイン情報(ログイン ID・パスワード)の変更 

地図サーバーへログインするためのログイン情報（TerraMapWeb のログイン ID・パスワード）の変更を設定しま

す。試用版がインストールされているコンピュータでは、正規版のログイン ID・パスワードに変更していただくことで

再インストールせずそのままご利用できます。 

社内のプロキシを経由するネットワーク環境の場合の設定も行います。 

 

1 [ログイン情報 (Series2000) ]を起動します。 

【Windows10】の場合 【Windows8.1】の場合 

Windowsスタート メニュー一覧 

[Terra][TerraMapWeb Series2000]内 

Windowsの[アプリ]メニュー 

 
 

2 ログイン情報（ログイン ID・パスワード）を入力します。 

 

[ログイン情報]ウインドウ、[サーバーログイン情報]に、変

更する[ログイン ID]と[ログインパスワード]を入力します。 

 

プロキシ設定を行う場合は、チェックを入れて[プロキシ ID 

][プロキシパスワード]を入力します。 

 [OK] 地図サーバー接続テストを行います。成功すると更新の確認画面が表示されます。 

 

 

[はい] 

クリックするとログイン情報を更新します。 

確認画面が表示されます。[OK]をクリック

して処理を終了します。 

 

 

[いいえ] 
処理を中止して[地図サーバーログイン情

報変更]ウインドウに戻ります。 

[キャンセル] 処理をキャンセルして終了します。 
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4-7環境設定 

TerraMapWeb2022起動時に、環境エラーメッセージが表示された場合のみ、ご確認ください。 

TerraMapWeb2022 を起動時に、起動に必要なファイル

に問題が発生した場合、 

環境エラーメッセージが表示され、TerraMapWeb を起

動することができません。「環境設定(Series2000)」を使

用して、環境の設定を行ってください。 
 

【Windows 10】の場合 

 

Windowsスタートメニューから、[すべてのプログラム] 

[Terra][TerraMapWeb Series2000][環境設定（Series2000）]をクリ

ックします。 

【Windows 8.1】の場合 

 

Windowsアプリメニューから、[Terra][TerraMapWeb 

Series2000][環境設定（Series2000）]をクリックします。 

[環境設定]ウインドウ 

 

環境設定の詳しい使用方法は下記 URLの専用マニュアルをご覧ください。 

https://www.mapmarketing.co.jp/pdf/tmwdocs_S2000/FixEnvironment_Exp_s2k.pdf 

  

https://www.mapmarketing.co.jp/pdf/tmwdocs_S2000/FixEnvironment_Exp_s2k.pdf
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4-8アイコンファイルの更新について 

TerraMapWeb2019から地図上で表示するアイコンを高解像化いたしました。 

新規インストールを行った場合はデフォルトで高解像度化された新アイコンがインストールされています。 

TerraMapWeb2018以前から TerraMapWeb2022へバージョンアップを行った場合、旧アイコンのままになっておりま

す。新アイコンをご利用の際はメンテナンスツールからアイコン情報の初期化を行ってください。 

【ご注意】 

アイコンの初期化を行うとこれまで設定されたT.Aの分析地点アイコン、シンボルアイコン、シンボルレンジのアイコン種

別およびマトリックスのパターンの設定も同時に初期化されるため再設定が必要となります。 

 

 

[新アイコンへの更新を行う] 

初期化手順 

 

メンテナンスツールを起動します。 

【Windows 10】の場合 

 

 

Windowsスタートメニューから、[すべてのプログラム] 

[Terra][TerraMapWeb Series2000][メンテナンス（Series2000）]をクリッ

クします。 

【Windows 8.1】の場合 

 

 

Windows アプリメニューから、[Terra][TerraMapWeb Series2000][メン

テナンス Series2000）]をクリックします。 

 

[メンテナンス]画面が表示されます。 

[初期化]ボタンをクリックします。 

 

旧アイコン 
新アイコン 
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[初期化処理]画面が表示されます。 

[アイコン]以外のチェックを外して[OK]をクリックすると初期

化が行われます。 

 

※チェックされている項目が初期化の対象となります。 

誤って[アイコン]以外の項目他の項目のチェックが入ったま

まになっていると、その項目も初期化されます、ご注意くだ

さい。 

 

[処理結果]画面が表示されます。 

エラーが発生している場合は、エラーの原因を除いて改め

て行ってください。 

 

[OK]をクリックします。 

 

[初期化処理]画面に戻ります。[キャンセル]をクリックしま

す。 

[メンテナンス]画面に戻ります。[終了]をクリックして処理を

終了します。 

 

アイコン更新の確認方法 

 

 
 

 

[メニュー]ボタン[オプション][アイコン管理]をクリックします。 

[アイコン管理]ウインドウが表示されます。 

 

左図のアイコンに更新されていることをご確認ください。 

旧アイコンを使用する場合 

 旧バージョンで使用していたアイコンは以下のフォルダに格納されてい

ます。[アイコン管理]ウインドウから必要に応じて登録して使用できま

す。 

登録方法 

 [追加]ボタンをクリックします。 

表示された[登録を行うアイコンを指定してください]ウインドウで以下

の格納フォルダを指定します。 

使用するアイコンを選択して[開く]ボタンをクリックして登録します。 

※ アイコンは複数選択が可能です 

[格納先フォルダ] 

C:¥ProgramData¥Terra¥TerraMapWeb 

Series2000¥DefFiles¥UserAppFolder¥Terra¥TerraMapWeb 

Series2000¥Icon 

  

[アイコン]以外のチェックを

外します 
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5. アンインストール手順 

5-1 ご注意事項 

アンインストールを行うコンピュータで作成されたデータを今後も使用する場合は、[メンテナンス]→[バックアップ・リカバ

リ処理]にて、今まで使用していたデータをバックアップされることをお勧め致します。 

TerraMapWeb2022でのバックアップ・リカバリ方法の詳細については、下記 URLの専用マニュアルをご覧ください。 

https://www.mapmarketing.co.jp/pdf/tmwdocs_S2000/Backup_Exp_s2k.pdf 

 

1 使用していた各データのバックアップ取得 

 

【Windows 10】の場合 【Windows 8.1】の場合 

  

Windows スタートメニューから、[すべてのプログラム] 

[Terra][TerraMapWeb Series2000][ メンテナンス

（Series2000）]をクリックします。 

Windowsアプリメニューから、[Terra][TerraMapWeb 

Series2000][メンテナンス（Series2000）]をクリックし

ます。 

[TerraMapWeb Series2000 メンテナンス]ウインドウ 

 

 

2 

アンインストール後も残るフォルダがございます。 

完全に削除を行う場合は書道で削除を行ってください。 

※ バックアップ処理を行う間に削除を行うと、バックアップファイルが作成できなくなります。 

 

TerraMapWeb2022 をアンインストールしても、以下のフォルダが残ります。 

※ 「*****」=Windowsログインユーザーアカウント名 

アプリケーションデータフォルダ 

 “C:¥ProgramData¥Terra¥ TerraMapWeb Series2000” フォルダ 

ユーザー別データフォルダ 

 “C:¥Users¥*****¥¥AppData¥Roaming¥Terra¥TerraMapWeb Series2000” フォルダ 

ドキュメントフォルダ 

“C:¥Users¥*****¥Documents¥Terra¥TerraMapWeb Series2000” フォルダ 

※ お使いの環境によって、以下のフォルダが残る場合があります。 

<32bitOS> “C:¥Program Files¥Terra¥ TerraMapWeb Series2000” フォルダ 

<64bitOS> “C:¥Program Files (x86)¥Terra¥TerraMapWeb Series2000” フォルダ 

  

https://www.mapmarketing.co.jp/pdf/tmwdocs_S2000/Backup_Exp_s2k.pdf
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5-2 アンインストール手順 

※アンインストールを行われる際は、コンピュータの管理者権限でアンインストールを行ってください。 

※TerraMapWeb2022を起動している場合は、必ず終了させてからアンインストールを行ってください。 

1 Windowsの[コントロールパネル]を開きます。 

2 [プログラムと機能]を開きます。 

 

 
 

[TerraMapWeb Series2000]を選択し、[アンインストール]をクリックします。 

確認画面が表示されますので[はい]をクリックします。 

Windows インストーラー画面が表示されますので、そのままお待ちください。 

アンインストールが終わると[プログラムと機能]に戻りますので、[閉じる]をクリックして終了して下さい。 

※ 下記のメッセージが表示された場合は、[OK]ボタンをクリックして進んでください。Windows のレジストリに登

録されている複数のファイルで同様のメッセージが表示される場合がございますが、問題ございませんので、

すべてのメッセージで[OK]をクリックして進んでください。 
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