
調査報告書作成ソフト2.6.4版の対応内容

No 種別 画面等 対応内容

1 全般 03　所有権登記名義人等
立会・確認状況等において立会日及び確認日を空欄のまま出力した際、「平成　年　月　日」と表示さ
れてしまう不具合について「　年　月　日」と表示するよう修正しました。

2022.7.19

調査報告書作成ソフト2.6.3版の対応内容

No 種別 画面等 対応内容

1 全般 写真登録画面 写真を登録する際に発生する不具合を修正しました。

2019.6.4

調査報告書作成ソフト2.6.2版の対応内容

No 種別 画面等 対応内容

1 全般 検索機能
調査報告書一覧画面で検索条件に平成と令和の範囲で検索時に令和のデータが表示さ
れない不具合を修正しました。

2019.5.22

調査報告書作成ソフト2.6.1版の対応内容

No 種別 画面等 対応内容

1 全般 検索機能
報告書作成年月日を元に検索機能を使用した場合、平成から令和をまたぐと正しく表示されない不具合
を修正しました。

2019.5.9

調査報告書作成ソフト2.6版の対応内容

No 種別 画面等 対応内容

1 全般 改元対応 改元に伴う対応

2019.4.23

調査報告書作成ソフト2.5.1版の対応内容

No 種別 画面等 対応内容

1 全般 区分建物調査報告書
専有部分の敷地権の目的である土地の申請人符号に同じ値が複数登録されている場合に、Excel及びPDF
出力時にエラーとなる不具合を修正しました。

2019.1.21

調査報告書作成ソフト2.5版の対応内容

No 種別 画面等 対応内容

1 その他 補助機能（地名の検索） 補助機能で利用している地名のデータを更新しました。

2 その他 マニュアル マニュアルを更新しました。（Ver.1.2）

2018.5.1

調査報告書作成ソフト2.4.1版の対応内容

No 種別 画面等 対応内容

1 建物 02　調査した建物 床面積において、調査報告書作成ソフト上での改行ができない点を修正しました。

2017.12.20

調査報告書作成ソフト2.4版の対応内容

No 種別 画面等 対応内容

1 全般 Excel出力
エクセル出力後にエクセル上で追記した場合に、上書きして保存するようにプログラムを改修しまし
た。



2 全般 各項目 別紙のとおり、文字数制限を変更しました。

3 全般 画像情報 画像の位置がずれて出力される現象を改修しました。

2017.12.15

調査報告書作成ソフト2.2版の対応内容

No 種別 画面等 対応内容

1 全般 Excel出力、PDF出力、印刷ボタン 調査報告書を出力中は、左記ボタンを重複でクリックできないように変更しました。

2 建物 05 資料・証言・事実等の分析 １行目に行挿入した際に、１行目の内容がクリアされる現象を修正しました。

3
建物／
区分建物

出力結果
出力時に線と文字が重ならないように修正しました。
（Excel出力時は重なって見える場合がありますが、印刷時には重ならないようになっています。）

4
建物／
区分建物

05 調査資料・証言・事実等 画面サイズを変更した際に、横スクロールが表示されない現象を修正しました。

5 全般 画像情報
出力時に日付が数値に変更される現象を修正しました。
（原紙のExcelのセルの設定を変更しています。）

2017.3.27



調査報告書作成ソフト2.1版の対応内容

No 種別 画面等 対応内容

1 全般
所有権登記名義人等
本人確認方法「その他」

出力した書類に入力した値が全て表示されない不具合を修正しました。

2 区分建物 02 調査した建物及び敷地の概要
規約敷地のチェックをオフにしても、再度画面を開くとチェックされた状態で表示される不具合を修正
しました。

3
建物／
区分建物

08 補足・特記事項 出力した書類に入力した値が全て表示されない不具合を修正しました。

4 全般 出力 出力する速度が速くなるように調整しました。

5 全般 画像サイズ 取込サイズが大きい場合に、画像サイズを自動で変更する様に改修しました。

6 全般 出力 Windows10 Anniversary update により、出力できずにエラーとなる不具合を修正しました。

7
土地
建物

06 調査資料・証言・事実等初期 表示する行数を３行から５行に変更しました。

8 全般 画像情報
画像取込時に表示される撮影年月日を元の画像ファイルの全般タブに登録されている作成日時から、詳
細タブの撮影日時を取得するにように変更しました。
※撮影日時が空白の場合には本日の日付を取得します。

9 全般 別紙のとおり
別紙のとおりにチェックがされた状態の場合で、入力されたデータが無い場合にタイトル行のみ表示す
るように変更しました。

2016.11.17

調査報告書作成ソフト2.0版の対応内容

No 種別 画面等 対応内容

1 全般 Excel,PDF出力
09調査図の「別紙のとおり」にチェックをしても、出力時にチェックマークが反映されない不具合を修
正しました。

2 全般 データの修復・ 適化処理
「パスワードが正しくありません、エラー番号3031」が表示され、終了出来ない現象の対応を加えまし
た。

3 全般 報告書作成日 報告書作成日にカーソルを当てスクロールをさわると日付が変更してしまう不具合を修正しました。

4 土地 10 補足・特記事項
この箇所の文字のフォントサイズが「9」となっていたため、文字のフォントサイズを「10」に変更し
ました。

5 土地 03 所有権等登記名義人等
「その他」を選択し、文章を入れる際に文字数の制限があり、「所有者登記名義人」欄は改行される
が、「立会人」欄は11文字以上入力すると文章が途切れてしまう不具合を修正しました。

6 建物 06 資料・証言・事実等の分析
長い文章を入力した場合、１行目は複数段で文章全体が表示されるが、その他の行は１行でしか表示さ
れない不具合を修正しました。

7 建物 08 補足・特記事項 データ出力時、記載事項が表示されず「＃＃＃＃＃＃＃」の表示となる不具合を修正いたしました。

8 建物 Excel出力 「別紙のとおり」が正しく出力されない不具合を修正しました。

9 建物
07 現地の状況
申請建物の状況（詳細）欄

画像ファイルの添付数の表示がおかしくなる不具合を修正しました。

10 区分建物
02 調査した建物及び敷地の概要
建物敷地

「規約敷地・法定敷地の別」の「規約敷地」のチェックマークが消えない不具合を修正しました。

2016.11.17



調査報告書作成ソフト1.3版の対応内容

No 種別 画面等 対応内容

1 全般 印刷ボタン 印刷時に「ページ指定」を可能にしました。

2 土地 09筆界位置の計測 初の観測日が「＃（シャープマーク）」の表示になる不具合を修正しました。

3 土地 07現地の状況 写真の貼付がされないときや回転したり、違う場所に重ねて貼り付いてしまう不具合を修正しました。

4 建物 07現地の状況
写真を添付し、「PDF出力」「Excel出力」「印刷」をした際に、写真が添付されない不具合を修正しま
した。

5 建物 09調査図 登録した画像全てが出力されない不具合を修正しました。

6 区分建物 PDF出力 PDF出力をクリックするとエラーが発生し、出力できない不具合を解消しました。

2016.8.8

調査報告書作成ソフト1.2版の対応内容

No 種別 画面等 対応内容

1 全般 印刷ボタン 印刷時に、プリンタを変更できるようにダイアログを変更しました。



2 全般 画像情報 画像削除時に、表示される画像が正しいもので表示されない不具合を修正しました。

3 全般 画像情報
画像編集ツールでトリミングを行っても、画像のトリミング結果が正しく登録されない不具合を修正し
ました。

4 全般 調査図 １ページ１画面を選択しても、正しく出力されない不具合を修正しました。

5 建物 02 調査した建物 Excel等出力時に階数と床面積の出力位置が平行に出力されない不具合を修正しました。

6 建物 Excel出力 「別紙のとおり」が正しく出力されない不具合を修正しました。

7 土地 10 補足・特記事項
Excel出力時に「※各欄における記録事項を補足すべき事項等を記録する。」を出力しない様に修正し
ました。

8 建物 06章など 右クリック→行挿入を選択しても、行削除になる不具合を修正しました。

9 建物 02 調査した建物 Excel出力時に、床面積が未入力の場合にエラーとなる不具合を修正しました。

10 建物 02 調査した建物 Excel出力時に、地下１階が改行される不具合を修正しました。

11 建物 01 登記の目的 チェックが入っているのに、PDF等出力したものには入っていない不具合を修正しました。

12 建物 05 調査資料・証言・事実等 「資料等名」の括弧書き部分が改行されない不具合を修正しました。

13 建物
07 現地の状況　申請敷地内の状況項
目

「種類・構造・所有者等」欄の「報告事項」に記入した文章の文字配置が『左詰め上詰め』になってい
たので、『左詰め中央配置』に変更しました。

14 全般 画像選択
現状は環境設定で指定したフォルダを開くような仕様でしたが、1.2版では、作成中の調査報告書を終
了するまで 後に選択したフォルダを開くように変更しました。

15 土地 タイトル
土地タイトルを入力して「登録」せずに「閉じる」ボタンを押した際に、変更確認のメッセージが表示
されない不具合を修正しました。

16 土地 04 登記原因及びその日付
申請番号を消して登録しても、再度作成画面を起動した際やタブを切り替えた際に番号が再度表示され
る不具合を修正しました。

17 土地 06資料・証言・事実等の分析 地番のセルを改行可能にしました。

18 区分建物
02 調査した建物及び敷地の概要＿専
有部分

本欄に床面積に入力した際に、入力数値と「□」の表示が重なる不具合を修正しました。

19 区分建物
02 調査した建物及び敷地の概要＿専
有部分

「原因及びその日付」に、「敷地権等」を記載・登録して閉じ、再度開くと記載情報が消えてしまう不
具合を修正しました。

20 区分建物 03 所有権登記名義人等
「本人確認方法」の「その他」に記載・登録して閉じ、再度開くと記載情報が消えてしまう不具合を修
正しました。

21 建物 Excel出力 Excel出力やPDF出力にすると、02調査した建物欄が改ページされてしまう不具合を修正しました。

22 全般 Excel出力等
Excel出力・PDF出力のボタンを（エラー発生の原因となる為）複数回クリック出来ない様に制御しまし
た。

23 全般 07 現地の状況＿滅失建物の特定
調査期間及び画像情報ボタンを追加しました。
※　システムの都合上、画像が無い場合でも調査期間の行は非表示にすることができません。

24 建物 10 補足・特記事項
入力した文字が##########・・・・で表示される現象を修正しました。
（セルの表示形式を標準に変更しました。）

25
建物
区分建物

調査図
建物、区分建物の調査図に土地と同じ様に、調査図番号、タイトル、出力サイズの選択機能を追加しま
した。

26 全般 フォルダ削除 調査報告書のデータを削除した際に、関連するフォルダも削除するように変更しました。



2016.7.1

調査報告書作成ソフト1.1版の対応内容

No 種別 画面等 対応内容

1 全般 文字数
①　コンボボックスのセル→255文字に統一。
②　①以外は1000文字に統一しました。

2 ツール
環境設定・単語
設定・文章入力
取込

新規データベースを利用する場合に他のパソコンのデータから環境設定・単語設定・文章入力を取込機
能を追加しました。

3 一覧 一覧
調査報告書作成画面を閉じて一覧に戻った時に、 後に選択している調査報告書Ｎｏを選択している状
態にしました。

4 土地 Excel出力 筆数が多いときのページの分割位置を調整しました。

5 建物 07現地の状況
「申請建物の状況(詳細)」 →「床面積の算定」→「特殊階」→「ロフトの有無」を再表示した際に、
チェックボックス「有」にチェックが入る現象を修正しました。

6 建物 画像情報

出力の際に撮影年月日及び備考が全景写真しか表示されない現象を改修しました。

※　調査箇所（　）写真と自動変換していた箇所は、今回の改修で自動変換致しません。
タイトルに入力した内容で出力されるように変更しています。

7 建物 01登記の目的 選択した登記の目的がExcelに出力するとチェックがない状態になってしまう現象を修正しました。

8 区分 02専有 「敷地権の目的たる土地」を「敷地権の目的である土地」に変更しました。

9 区分 05資料 資料等名に長文を入力した際に、画面で折り返し表示されない現象を修正しました。

10 画像 画像情報 取込後に画像の順番を変更する機能を追加しました。

11 画像 画像情報
画像編集画面を閉じた時に、１番目の画像を選択した状態ではなく、 後に編集していた画像を選択す
るように変更しました。

12 画像 画像情報
画像情報を追加した時に、１番目の画像を選択した状態ではなく、追加した１番目の画像が選択される
ように変更しました。

13 設定 環境設定

報告書番号を変更した場合、画像ファイルもコピーする機能を追加しました。

※「ツール」→「環境設定」→「その他」に「報告書番号を変更した場合、画像ファイルもコピーす
る」の項目を追加しました。

14 Excel Excel 建物調査報告書の床面積のセルを整数部分は5桁まで出力するように改修しました。

15 Excel 05資料 資料等名に長文を入力した際に、Excel出力するとすべての文字が表示されない現象を修正しました。

16 PDF PDF PDFに出力するとスペースの「□」が表示される現象を修正しました。

17
マニュアル

マニュアル

1.1版に更新しました。

[主な更新箇所]
・入力方法(入力補助、画像登録等）の説明
・環境設定追加項目の説明
・データベースの共有方法
・データの移行方法　　　　　　　　　　等

2016.4.18


