
操作説明書 (for Mac)

「Digitizer」は、Pythonコードによる QGIS のためのプラグインです。

■ 機能 ■
[Digitizer]
マップキャンバスをクリックして座標を取得し、CSV、SIMA、KMLファイルとして保存します。

[I/O]
各種ファイルをレイヤに追加します。追加の際には、登録済みのスタイルファイルを読み込み、スタイルを
適用することができます。
また、SIMA→KML変換したり、マップキャンバスの全域を画像として保存することができます。

[GDAL/OGR]
gdalwarp.exeやogr2ogr.exeを使用してラスタやベクタの投影変換をしたり、gdal_translate.exeを使用
して、ラスタのフォーマット変換をします。
また、gdal_polygonize.pyを使用してラスタ→ベクタ変換をします。

[WorldFile]
２点指定でワールドファイルを作成し、ラスタレイヤに追加します。また、WorldFileとKMLの相互変換や、
画像の回転、透過処理をします。
[ジオリファレンス]
ラスタファイルを１点指定でレイヤに追加して、マップキャンバス上でGCPファイルを作成します。

また、多項式１・２・３、新プレートスプラインによる幾何補正をします。
[Exif]
写真データのExif情報からGPS情報を読み込んでShapeファイルを作成し、ベクタレイヤに追加します。
また、CSVファイルやKMZファイルを作成します。

[座標変換]
指定した座標で地図の中心を移動します。
また、指定したEPSGで座標変換して、マップキャンバスにプロットします。
[設定]
次回起動時に復元する項目を設定します。また、復元対象項目の現在の状態を保存します。

[ver]
本プラグインのバージョン、サポートページの情報です。
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■ インストール ■
1．「Digitizer.zip」を解凍してできた「Digitizer」フォルダを /Applications/QGIS.app/Contents/Resou
rces/python/plugins の下に置きます。
2．QGISを起動して、メニューの「プラグイン」「プラグインの管理とインストール」「インストール済」に
ある「Digitizer」にチェックすると「プラグイン」の下に「Digitizer」のメニューが追加されます。また、

ツールバーにも アイコンが追加されます。

■ アンインストール ■

/Applications/QGIS.app/Contents/Resources/python/plugins の下に置いた「Digitizer」のフォルダを削
除します。

2



■ 起動 ■
プラグインメニューの「Digitizer」→「Digitizer」、またはツールバーの アイコンをクリックして
起動します。

起動後、最初のマップキャンバスのクリックで、本プラグインウィンドウが表示されます。※
起動時に最初に開くタブは、「設定」で変更することができます。

※ プラグインウィンドウが表示されない場合、メニューの「Digitizer」「ウィンドウ位置初期化」を
クリックしてから、一度QGISを終了して再起動後、「Digitizer」を起動して見てください。
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■ Digitizer ■
マップキャンバスをクリックして座標を取得し、CSV、SIMA、KMLファイルとして保存します。

「Digitizer」タブが開いた状態でマップキャンバスをクリックすると、クリックした箇所にマーカーを
表示し、プロジェクトのCRS（空間参照系）に従い座標を取得します。

２点目以降、「点間距離」に前点との点間距離が、「累計」に１点目からの累計距離が表示されます。
（プロジェクトのCRSが平面直角座標系になっていないと、正しく距離が計算されません。）
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◎ 一時保存
「/Applications/QGIS.app/Contents/Resources/python/plugins/Digitizer/work」に「coordinates.csv」
（クリックしたポイントデータ）と「distance.csv」（点間距離データ）というファイルを作成します。

◎ プロット

一時保存したファイルをベクタレイヤに追加します。クリックした箇所のポイントが「digitize」という
名のレイヤに、点間距離データが「distance」という名のレイヤに追加されます。

◎ CSV保存

取得した座標を任意のフォルダにカンマ区切りのCSVファイルとして保存します。

◎ SIMA保存
取得した座標、区画、結線データを任意のフォルダにSIMAファイルとして保存します。

◎ KML保存
取得した座標、区画、結線データを任意のフォルダにKMLファイルとして保存します。
GoogleEarthがインストールされていると、作成後、GoogleEarthが起動して、KMLファイルを開きます。

◎ 消去
取得した座標をテキストボックスから削除し、プロットされたマーカーをマップキャンバスから削除します。

◎ ポイント、結線、区画

データの取得モードを切り替えます。（ポイントデータは常に取得されます。）
結線モード 区画モード

「結線」を選択すると、左下ウィンドウに結線開始行「F00,....」が追加され、「編集中」の文字が表示さ
れます。

「区画」を選択すると、右下ウィンドウに区画開始行「D00,....」が追加され、「編集中」の文字が表示さ
れます。
「No」は、登録済みの結線または区画の数を表します。
「点数」は、登録中の結線または区画の構成点数を表します。
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◎ 確定
「結線」モードの場合は、左下ウィンドウに結線終了行「F99,」が追加されます。
「区画」モードの場合は、右下ウィンドウに区画終了行「D99,」が追加されます。
「確定」をクリックすると結線または区画データの作成を続行するか、問合せウィンドウが表示されます。
「はい」をクリックすると、新たな結線または区画データの作成モードに入ります。

結線モードの継続確認ウィンドウ 区画モードの継続確認ウィンドウ

「いいえ」をクリックすると、「編集中」文字が消え、ひとつの結線又は区画データが確定します。

◎ プロジェクトのCRSを変更する（全タブ共通）

リストから選択して「変更」をクリックすると、プロジェクトのCRSを変更することができます。リストに
ない場合は、コンボボックスに直接EPSGコードを入力して「変更」をクリックします。また、カスタムCRS
やリストにないEPSGコードをリストに登録することもできます。サンプルで同梱している「user_crs.txt」
を編集してください。タイトルとEPSGコードをカンマで区切って登録します。不要な場合は、このファイル

を削除しても構いません。
[user_crs.txtサンプル]
道庁西部原点(第2期),100000
道庁中部原点(第2期),100001
道庁東部原点(第2期),100002

道庁西部原点(第3期),100003
道庁中部原点(第3期),100004
道庁東部原点(第3期),100005
地理調査所北部原点,100006

◎ スタイル設定（全タブ共通）
選択したレイヤのスタイルを変更します。
また、「I/O」でレイヤの追加時に、選択したスタイルファイルが適用されます。
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＜スタイルファイルについて＞
レイヤを追加する際、データの種類毎に、それぞれ既定のスタイルファイル（.qml）を読み込むようにして
います。主に、シンボルの色・大きさ、ラベルの色・大きさ、また、それらの表示・非表示を設定するため
に使用していますが、写真を表示するための「アクション」や「ディスプレイ」の設定が記述されているも
のもあります。

既定のスタイルファイルは、プラグインフォルダの下の「qml」フォルダにあります。
各ファイルの用途は以下のとおりです。
digitizer.qml：[Digitizer]でマップキャンバスクリック時の表示用
distance.qml：[Digitizer]で「プロット」時の点間距離の表示用

dxf.qml：[I/O]でDXF読込時の表示用
sima.qml：[I/O]でSIMA読込時の表示用
csv.qml：[I/O]でCSV読込時の表示用
kml.qml：[I/O]で作成したKML読込時の表示用

photo.qml：[I/O]のKMZ読込時の表示用と[Exif]で「レイヤに追加」時のファイル名表示用
photo2.qml：[Exif]で「レイヤに追加」時のファイル名非表示用
shp.qml：[I/O]でSHAPE読込時の表示用
geojson.qml：[I/O]でGeoJSON読込時の表示用
polygonize.qml：[GDAL/OGR]でベクタレイヤ追加時の表示用

raster(WF).qml：[WorldFile]でラスタレイヤ追加時の表示用
raster(GCP).qml：[ジオリファレンス]でラスタレイヤ追加時の表示用
SrcGCP.qml：[ジオリファレンス]で変換元のGCPの表示用
DestGCP.qml：[ジオリファレンス]で変換先のGCPの表示用

projection.qml：[座標変換]でプロット時の表示用
これらのファイルをカスタマイズすることにより、ご自身で表示スタイルを変更することができます。
また、新規のファイルを作成して「スタイル設定」から呼び出すこともできます。

スタイルファイルの作成・更新は、レイヤのプロパティを開いて、スタイルやラベル等の設定を変更し、

「スタイル」→「スタイルを保存」→「QGISレイヤスタイルファイル」で、qmlフォルダに新規保存または
上書保存してください。（qmlフォルダは、「/Applications/QGIS.app/Contents/Resources/python/plugins/
Digitizer/qml」にあります。）

右クリック 又は

ダブルクリック
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◎ 最大化・最小化（全タブ共通）

Digitizerウィンドウのサイズを切り替えます。

最大化したウィンドウ
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最小化したウィンドウ

ウィンドウの縦サイズは固定です。横サイズは、最小化サイズから最大化サイズの間で、変更が可能です。
ウィンドウ枠をドラッグすると変更することができます。
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■ I/O ■
各種ファイルを読み込み、レイヤに追加します。追加の際には、登録済みのスタイルファイルを読み込み、
スタイルを適用することができます。
また、SIMA→KML変換をしたり、マップキャンバスの全域を画像として保存することができます。

◎ ？

読み込むファイルについての制限事項が表示されます。
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◎ DXF
DXFファイルをベクタレイヤに追加します。区画・結線データはdxf(PolyLine)レイヤに、ポイントデータは
dxf(Point)レイヤに点名や地番名の文字列で表示されます。
EPSGコードを指定して、プロジェクトのCRSと異なるデータを読み込むことができます。

◎ SIMA
SIMAファイルをベクタレイヤ（ポイントレイヤ）に追加します。SIMAファイルには、区画データや結線デー
タを含んでいても構いませんが、レイヤに追加されるのはポイントデータだけです。
EPSGコードを指定して、プロジェクトのCRSと異なるデータを読み込むことができます。（指定のEPSGコード

とプロジェクトのEPSGコードが、投影座標系と地理座標系の組み合わせの場合、EPSGコードが指定されてい
ても、空間参照システム選択ウィンドウが表示されます。）

◎ CSV

CSVファイルをベクタレイヤ（ポイントレイヤ）に追加します。１行目は、フィールド名として扱われます
ので、見出し行がない場合、１行目はプロットされません。見出しで点名を「name（半角）」とすると、プ
ロットの際に点名も表示されます。データに全角文字を使用している場合、文字コードをUTF-8にしてくだ
さい。Shift-JISでは文字化けを起こします。
EPSGコードを指定して、プロジェクトのCRSと異なるデータを読み込むことができます。（指定のEPSGコード

とプロジェクトのEPSGコードが、投影座標系と地理座標系の組み合わせの場合、EPSGコードが指定されてい
ても、空間参照システム選択ウィンドウが表示されます。）
成果数値データファイルにも対応しています。どちらのデータファイルであるかは自動判別します。成果数
値データファイルの場合、測地系や座標系の記載があれば、EPSG設定に関係なく、オンザフライ変換を有効

にして読み込みます。

◎ KML
KMLファイルをベクタレイヤに追加します。KMLファイルには、ポイント、ポリライン、ポリゴンデータを含
んでいても構いませんが、表示されるのはポリゴンデータのみです。（ポイントはCSVと同じ方法でベクタレ

イヤに追加して表示します。）
また、Google Earthのイメージオーバーレイ用のKMLファイルには対応していません。こちらは、WorldFile
⇔KMLコンバータでKML⇒WorldFile変換することにより、読み込むことができます。

◎ KMZ
KMZファイルを解凍して、ベクタレイヤ（ポイントレイヤ）に追加します。KMZファイルは、ExifにGPS情報
を持った写真データを含むものに限ります。その他のKMZについては、指定のフォルダに「kmz_temp」とい
うフォルダを作成して、そこに解凍されます。

「ファイル名表示」や「Shape出力」は、「Exif」の設定に従います。

◎ SHAPE
SHAPEファイルをベクタレイヤに追加します。表示できるのはポリゴンデータだけです。

◎ ラスタファイル（*.*）
各種ラスタファイルをレイヤに追加します。対応するフォーマットは、QGISに従います。

◎ 読込オプション（DXF・CSV・SIMA・ラスタファイル）

X座標（緯度）・Y座標（経度）のある列と、区切文字を指定することにより、様々なフォーマットのCSVを読
み込むことができます。タブを区切文字として指定する場合は、「\t（半角）」と入力します。
EPSGコードの指定は、DXF・CSV・SIMA・ラスタファイルに有効です。EPSGコードを指定しない場合は、ワー
ルドファイルを持たないラスタファイル以外は、空間参照系の選択ウィンドウが表示されます。

◎ ファイルを開く
ファイルの種類を選択、読込オプションを設定、必要に応じてスタイルファイルを選択してから、クリック
して読み込むファイルを選択します。

◎ コンバート ＆ インポート／エクスポート
<SIMA→KML>
SIMAファイルをKMLファイルに変換して、ベクタレイヤに追加します。ポイント、区画、結線データに対応
していますが、作成後QGISで表示されるのは区画データだけです。（ポイントはCSVと同じ方法でベクタレイ

ヤに追加して表示します。）
変換後、GoogleEarthがインストールされていると、GoogleEarthが起動してKMLファイルを開きます。
<画像として保存>
マップキャンバスの全域を、指定したCRSでPNG形式の画像ファイルで保存します。また、同時にワールド
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ファイルを作成し、ラスタレイヤに追加します。
EPSGを4326にして保存すると、KMLファイルも作成し、GoogleEarthがインストールされていると、作成後、
GoogleEarthで表示します。

◎ スケール

分母の整数値を入力して（分子＝１）、「変更」ボタンをクリックすると、マップキャンバスの縮尺を変更す
ることができます。また、▲（ズームイン）、▼（ズームアウト）をクリックすることで、固定値（▲は現
在の縮尺の２倍、▼は現在の縮尺の２分の１）でスケールを変更することができます。

◎ 全域にズーム
クリックすると、追加されたレイヤで現在表示状態になっているレイヤの全域にズームします。（タイルレ
イヤプラグインで地理院地図を表示していると、正常動作しません。）

◎ 選択した領域にズーム
クリックすると、選択中のレイヤの領域にズームします。

◎ 新しいレイヤの投影座標系
投影座標系の無い新しいレイヤが作成または読み込まれた場合の設定をします。QGISメニューの「設定」「オ

プション」「新しいレイヤの投影座標系」の設定をここでするものです。

◎ EPSGコード（「GDAL/OGR」のEPSGコード、「ジオリファレンス」のEPSG、「座標変換」のEPSGコードと共通）

クリックすると、日本国内でよく使われる、主なEPSGコードの一覧が表示されます。

◎ WM(T)Sサーバからレイヤを追加（Windowsのみの機能です。）
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■ GDAL/OGR ■
gdalwarp.exeやogr2ogr.exeを使用してラスタやベクタの投影変換をしたり、gdal_translate.exeを
使用して、ラスタのフォーマット変換をします。

◎ 投影変換

[ラスタ→ラスタ] gdalwarp.exe を使用して、投影変換します。
「ラスタ→ラスタ」をチェックして、変換元・変換先ラスタのEPSGコードを指定してください。
ラスタの場合は、常にGeoTIFFが作成されますので、変換先ラスタフォーマットの指定は不要です。
（tif以外に設定しても無視されます。）

[ベクタ→ベクタ] ogr2ogr.exe を使用して、投影変換します。
「ベクタ→ベクタ」をチェックして、変換先のラスタフォーマット、変換元・変換先のEPSGコードを指定
してください。
変換先がkmlの場合は、EPSGが4326に固定されます。（4326以外に設定しても無視されます。）

◎ ラスタフォーマット変換
gdal_translate.exe を使用して、ラスタフォーマットの変換をします。
変換元・変換先EPSGの指定は不要です。変換先のラスタフォーマットのみ指定してください。

◎ ラスタ→ベクタ変換
gdal_polygonize.py を使用して、ラスタファイルからベクタファイルへ変換します。
変換元ラスタは、GeoTIFFやワールドファイルなど位置情報をもつラスタファイルである必要があります。
（位置情報がない場合は、画像が反転します。）

変換先フォーマットにより、先に画像の透過処理が必要な場合があり、処理に時間がかかる場合があります。

◎ 画像情報取得
gdalinfo.exe を使用して、ラスタデータの情報を取得します。
変換元・変換先のラスタフォーマット・EPSGの指定は不要です。

読み込むラスタデータが GeoTIFFの場合、ワールドファイルの作成が可能です。また、空間参照系が緯度・
経度系（EPSGが4326か4612）の場合、KMLファイルの作成も可能です。

◎ EPSGコード（「I/O」の EPSGコード と共通）

クリックすると、日本国内でよく使われる、主なEPSGコードの一覧が表示されます。
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◎ 保存
「投影変換」や「フォーマット変換」で作成した作業用のコマンドや、取得した画像情報をテキストファイ
ルとして保存します。

本プラグインでは、細かなオプションの指定はできませんので、必要に応じて、このテキストを編集して
ターミナルに貼り付けてご利用ください。

参考ページ
a list of all related documentation pages http://www.gdal.org/pages.html

◎ 関連付け（Windowsのみの機能です。）
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■ WorldFile ■
ラスタファイルの図郭の対角の２点に座標を与え、ワールドファイルを作成し、ラスタレイヤに追加します。
また、WorldFileとKMLの相互変換や、画像の回転、透過処理をします。

◎ ラスタレイヤ追加

ワールドファイルを作成したい画像ファイルをラスタレイヤに追加します。
最大化・最小化ボタンの右のテキストボックスに、読み込んだファイルのパスが表示されます。
「画像の回転」の場合も、最初に「ラスタレイヤ追加」が必要です。
PDFの場合、PNGファイルに変換してラスタレイヤに追加することができます。

※「ワールドファイル作成」では、ラスタファイルの画面座標と図郭座標が分かっている場合、「ラスタレ
イヤ追加」を省略することができます。

◎ ワールドファイル作成
ワールドファイルは、読み込んだ画像ファイルと同じフォルダに、画像ファイル名＋'w'という名前で作成

されます。CRSはプロジェクトの設定が適用されますので、予め、データに合わせてEPSGを変更しておく必
要があります。

◎ 図郭切取

これにチェックしてワールドファイルを作成すると、図郭の画面座標で画像を切り出し、この切り出した画
像を対象にワールドファイルを作成します。

◎ ベクタ変換

ワールドファイル作成後に、ベクタファイル（DXF、SHAPE、GeoJSONのいずれか）に変換し、レイヤに追加
します。対応するフォーマットは、DXF、SHAPE、GeoJSONです。指定方法は、右のテキストボックスに、
DXF→dxf、SHAPE→shp、GeoJSON→geojsonと入力します。（大文字・小文字どちらでも構いません。）作成後
レイヤに追加されますが、GeoJSONの場合は、正常に表示されません。（ファイルは正常に作成されます。）
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◎ OCR
これにチェックして「ラスタレイヤの追加」で登記情報提供サービスで取得した地図のPDFを読み込むと、
図郭パターン（新見出有・旧見出有・旧見出無）を自動判別し、現在のパターン設定と違う場合はパターン
を変更します。
また、「Tesseract（バージョン3.05.01で動作確認）」がインストールされていると、平面直角座標系と図郭

の座標を読み取り、プロジェクトのCRSと異なる場合はプロジェクトのCRSを変更し、図郭座標欄に座標値を
表示します。

座標系の取得に失敗すると上図のウィンドウが表示されます。
プロジェクトのCRSが読み込んだPDFのCRSと同じ場合は、そのまま「ワールドファイル作成」へ進んで構い

ません。
次回以降、正しく認識させたい場合は、クリップボードに「 line = line.replace('l', '
**')」のテキストを転送していますので、「**」の部分に正しい座標系を入力して、「digitizer.py」に追加
してください。追加する場合は、「line = line.replace('l', 'II')」を検索して、その下に追加してくだ
さい。正しい座標系の指定は、1系=I、2系=II、3系=III、4系=IV、5系=V、6系=VI、7系=VII、8系=VIII、

9系=IX、10系=X、11系=XI、12系=XII、13系=XII、14系=XIV、15系=XV、16系=XVI、17系=XVII、18系=XVIII、
19系=XIX（全て半角）で入力してください。
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◎ 右上と左下の画面座標と、図郭座標、手動OCR

右上と左下の画面座標と、図郭座標を入力します。（左側のテキストボックスが画面座標で、右側が図郭座
標です。）

デフォルトでは、画面座標に右上X=-596,Y=4306、左下X=-4563,Y=371（新見出有）がセットされています。
（デフォルトで「新見出有」「旧見出有」「旧見出無」がパターン登録されており、登記情報提供サービスで
取得した地図を400dpiの画像ファイルとして保存した場合は、このいずれかが使用できると思います。
登録パターンにない場合は、図郭右上と左下の画面座標を、追加したラスタの図郭をクリックして取得しま

す。（取得する図郭の対角の2点をラジオボタンで選択してからクリックします。）
図郭座標はキーボードからの入力の他、「Tesseract-OCR（バージョン3.05.01で動作確認）」がインストール
されていると、マップキャンバスのクリックで、入力することができます。

「Tesseract」がインストールされていると、右側のチェックボックスが有効になります。上から右上X、右
上Y、左下X、左下Yです。読み取る箇所にチェックして、座標値を囲む対角の２点をクリックします。

上図のように矩形の点線は表示されませんので、ご注意ください。右上Xは右回り90度、左下Xは左回り90度
回転しているものに限ります。

◎ 呼出
画面座標を登録済パターンから読み込んで、図郭の選択ボタン（ラジオボタン）をリセットします。

「パターン登録」で、カスタムパターンを追加することもできます。
「新見出有」を選択した場合は、右上X=-596,Y=4312、左下X=-4564,Y=371となります。
「旧見出有」を選択した場合は、右上X=-596,Y=4306、左下X=-4563,Y=371となります。
「旧見出無」を選択した場合は、右上X=-636,Y=4312、左下X=-4604,Y=371となります。

（何れも、登記情報提供サービスで取得した地図を、Acrobatで400dpiの画像として保存した場合の設定で
す。）

◎ 登録

図郭右上・左下の画面座標とパターン名を入力して、「登録」ボタンをクリックすると、カスタムパターン
を追加することができます。追加したパターンは、Digitizerのプラグインフォルダに「pattern.txt」とし
て保存されます。

◎ 「右上」「左下」ボタン

クリックすると、マップキャンバスの中心を右上又は左下の画面座標にセットします。
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<WorldFile作成手順>
1．「ラスタレイヤ追加」をクリックして、WorldFileを作成したいラスタファイルを読み込みます。※
2．必要に応じて、「図郭で切り取る」「ベクタ変換する」オプションを選択します。
3．登記情報提供サービスで取得した地図等、パターン化したデータの場合、パターンの「呼出」で、図郭
の画面座標をセットします。パターン登録がない場合は、図郭の対角の２点（右上＆左下または左上＆右下

の組み合わせ）を指定して、画面座標を読み取ります。（ラジオボタンをチェックしてから、マップキャン
バスで該当する図郭をクリックします。）右上、左下の画面座標が左列のテキストボックスにセットされた
ら次へ進みます。

※ 読み込む画像の図郭に傾きがあると、正しいワールド

ファイルが作成されません。

4．右列のテキストボックスに、対応する図面座標を入力します。
5．「WorldFile作成」をクリックすると、ワールドファイルが作成されます。（図郭左下Y座標を入力して、
「Enter」キーを押しても「WorldFile作成」が実行されます。）
「ベクタ変換する」にチェックがない場合は、1の「ラスタレイヤ追加」で追加されたレイヤが削除され、
作成したワールドファイルを使って、レイヤに追加されます。

「ベクタ変換する」にチェックがある場合は、「ベクタファイルの保存」ウィンドウが表示されます。
保存するフォルダを選択、ファイル名を入力し「保存」をクリックするとラスタ→ベクタ変換が始まります。
※ ベクタ変換する場合は、いったん画像の透過処理が必要なことがあり、保存ダイアログが表示されるま

で時間がかかることがあります。

完了すると、作成したファイルパスの情
報ウィンドウが表示され、「OK」をクリッ
クすると、1の「ラスタレイヤ追加」で追

加されたレイヤが削除され、作成したベ
クタファイルがレイヤに追加されます。

×
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◎ WorldFile⇔KMLコンバータ
空間参照系が世界測地系の緯度・経度（EPSG:4326又は4612）のワールドファイルを、GoogleEarthのイメー
ジオーバーレイ用のKMLファイルに変換します。また、KMLファイルをワールドファイルに変換します。
<変換手順>
1．変換種別を選択します。

2．「変換」をクリックして、ラスタファイルを追加し、画像サイズを取得します。続けてファイルの保存ダ
イアログが表示されますので、適宜のフォルダ・ファイル名で保存します。
WorldFile⇒KML変換の場合、ラスタレイヤ追加の際、同一フォルダにワールドファイルがなければ、先にワ
ールドファイルの選択ウィンドウが表示され、次に、KMLの保存ウィンドウが表示されます。

KML⇒WorldFile変換の場合は、ラスタファイルを追加後、KMLファイルの選択ウィンドウが表示されます。
保存するファイル名は、ラスタファイル名＋'w'という名前で、ラスタファイルと同じフォルダに保存され、
作成後、ラスタレイヤに追加されます。
また、WorldFile⇒KML変換の場合は、GoogleEarthがインストールされていると、変換後、GoogleEarthが起

動してKMLを開きます。

◎ 画像の回転
スキャンして傾いてしまった地図画像や、元から回転させて配置されている地積測量図等の傾きを補正しま
す。最初に「ラスタレイヤ追加」で、回転させる画像を読み込みます。

回転方法は、二通りあります。
(1)マップキャンバスをクリックして基線となる画面座標を２点取得し、0°方向または90°方向に回転させ
る方法（画面下から上が0°、左から右が90°）
(2)任意の右回りの回転角を入力して回転させる方法

(1)の場合、0°方向に回転させる場合は、「画面座標取得」にチェックしてから、1点目にマップキャンバス
上の回転後の下の点、2点目に回転後の上の点をクリックし、２点の方向角を取得します。そして「0°方向」
にチェックして「回転」を実行します。
90°方向に回転させる場合は、1点目にマップキャンバス上の回転後の左の点、2点目に回転後の右の点をク
リックし、２点の方向角を取得します。そして「90°方向」にチェックして「回転」を実行します。

(2)の場合は、テキストボックスに回転させたい右回りの角度（ddd.dddd...）を入力して、「右回りの回転
角」にチェックして「回転」を実行します。
「回転」をクリックすると、ファイルの保存ダイアログが表示されますので、適宜のフォルダ・ファイル名
で保存します。

作成後、保存した画像がラスタレイヤに追加されます。

<0°方向で回転させる場合>

「0°方向」をクリック
「画面座標取得」をチェッ
ク
「１点目」をクリック
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回転後に画面下になるマッ
プキャンバス上の点をクリ
ック

「２点目」をクリック

回転後に画面上になるマッ
プ

キャンバス上の点をクリッ
ク

「回転」をクリック
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<90°方向で回転させる場合>

「90°方向」をクリック
「画面座標取得」をチェック
「１点目」をクリック

回転後に画面左になるマッ
プキャンバス上の点を
クリック

「２点目」をクリック
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回転後に画面右になるマッ
プキャンバス上の点をクリ
ック

「回転」をクリック

<右回りの回転角で回転させる場合>

「右回りの回転角」をクリ
ック

角度を入力
(ddd.dddd...形式）

「回転」をクリック

◎ 透過 PNG／TIF の作成
背景色を透過処理したPNGまたはTIF画像を作成します。
<作成手順>
1．出力フォーマット（PNGまたはTIF）を選択します。

2．「透過色」ボタンをクリックすると色選択のダイアログが表示されますので、背景色（透過したい色）を
選択して「OK」をクリックします。
3．画像データが背景色と線色の2色の場合は、線色ボタン左のチェックボックスにチェックして、「線色」
ボタンで線の色を選択します。（チェックすると、画像が２色以上の場合、透過色で設定した色以外はすべ

て線色で設定した色に置き変わります。）
4．「作成」をクリックして、透過処理するラスタファイルを読み込みます。続けてファイルの保存ダイアロ
グが表示されますので、適宜のフォルダ・ファイル名で保存します。
作成後、保存した画像がラスタレイヤに追加されます。また、元画像と同じフォルダにワールドファイルが
ある場合は、保存した画像ファイル名＋'w'という名前で保存先のフォルダにワールドファイルが作成され

ます。
※「透過 PNG／TIF の作成」には、時間がかかります。 画像のフォーマットによって、透過処理できない
ものがあります。（Group3、Group4、ZIPの圧縮形式のTIFは扱えません。）
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■ ジオリファレンス ■
QGISのコアプラグイン「ジオリファレンサー」で使用するGCPファイルを作成します。ラスタファイルは座
標軸に対して回転があっても、歪みがあっても構いません。最初にラスタ上で１点だけ座標を与え、大雑把
に背景地図と重ね合わせ、マップキャンバス上でGCPファイルを作成するものです。
また、QGISの「ジオリファレンサー」を使用せずに、本プラグインから直接「ジオリファレンシング」する

ことができます。（対応する変換タイプは、多項式１・２・３とシンプレートスプラインです。）
対応するCRS（空間参照系）は、平面直角座標系に限ります。

<GCPファイル作成とジオリファレンシングの手順>
1．プロジェクトのCRSを、平面直角座標系に設定します。

2．「ラスタレイヤ追加」をクリックして、レイヤに追加します。最大化・最小化ボタンの右のテキストボッ
クスに、読み込んだファイルのパスが表示されます。「変換元座標」のラジオボタンがチェックされます。
PDFの場合、PNGファイルに変換してラスタレイヤに追加することができます。
3．「変換元座標」のラジオボタンがチェックされた状態で、ラスタレイヤ上の1点をクリックします。「変換
先座標」のラジオボタンにチェックが移ります。変換先座標のテキストボックスに平面直角座標を入力する

か、背景地図の対応点をクリックして変換先座標を取得します。
4．ラスタデータの縮尺と解像度を入力します。
5．「ワールドファイル作成」をクリックすると、ワールドファイルが作成され、それを使用して新たにラス
タレイヤが追加されます。また、地図の中心を2で指定した変換先座標に移動します。

6．追加したラスタレイヤのポイントと対応する背景地図のポイントを交互にクリックします。（ラスタレイ
ヤ追加以降は、GCPの座標取得モードになり、マップキャンバスをクリックするたびに、「変換元座標」と「変
換先座標」のラジオボタンが交互に切り替わります。また、変換先座標は、キーボードから入力することも
できます。）

7-1．必要な数のGCPを取得したら、「GCP 保存」をクリックします。ラスタファイルと同じフォルダにラス
タファイル名＋「.points」という名のファイルが作成されます。このとき、作成したワールドファイルは
削除されます。
7-2．「GCP 保存」せずに、「ジオリファレンシング」をクリックすることにより、直接ジオリファレンシン
グすることもできます。（GeoTIFFが作成されます。）対応する変換タイプは、多項式１・２・３とシンプレ

ートスプラインです。線形、ヘルマート、投影変換を使用したい場合は、「GCP 保存」して、QGISの「ジオ
リファレンサー」を使用してください。
※ GCP作成時は、[ラスタファイルのCRS＝プロジェクトのCRS]でなければなりませんが、GCP登録後、プロ
ジェクトのCRSを変更し、ラスタファイルのEPSGを入力して「ジオリファレンシング」すると、異なる空間

参照系（プロジェクトの空間参照系）のGeoTIFFを作成することができます。
※「ラスタレイヤ追加」でGCPファイルをもつラスタファイルを読み込むと、GCPファイルも同時に読み込ま
れます。変換の設定をして、「ジオリファレンシング」をクリックするとGeoTIFFを作成することができます。
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<ワールドファイルを持った地図Ａに、ワールドファイルを持たない地図Ｂ（地図Ａを回転させたもの）を
重ねる場合の例> ※ 世界測地系13系の場合

地図Ａ ワールドファイル 地図Ｂ

1．EPSGを2455に変更します。

2．「ラスタレイヤ追加」で地図Ｂを読み込みます。「変換元座標」のラジオボタンがチェックされます。
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3．ラスタレイヤ上の1点をクリックします。

4．「変換先座標」のラジオボタンにチェックが移ります。
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5．「I/O」 の「レイヤ追加」で、地図Ａを読み込みます。

6．地図Ａをドラッグしてレイヤを下にします。
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7．「ジオリファレンス」に戻ります。

8．変換先座標のラジオボタンにチェックが付いた状態で、地図Ａ上の対応点をクリックします。
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9.変換先座標に取得した座標が入力されます。（マップキャンバスをクリックせずに、直接おおよその平面
直角座標を入力することもできます。）
地図Ｂの画像の縮尺と解像度を入力し、ワールドファイル作成をクリックします。（解像度が不明の場合は、
概算値で構いません。）

10．仮のワールドファイルが作成され、地図Ａ上に地図Ｂが重なります。
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11．変換元座標のラジオボタンにチェックが移り、ここからGCP作成モードに入ります。

12．地図Ｂの変換元の点をクリックします。Srcという点がプロットされます。
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13．変換先座標のラジオボタンにチェックが移ります。

14．地図Ａの対応点をクリックします。Dstという点がプロットされます。

この作業（12、14）を必要な点数分繰り返します。
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15.必要な点数のGCPを取得したら、「GCP保存」をクリックします。画像データと同じフォルダにGCPファイ
ルが保存されます。（ここでは、EPSG2455_rotate.png.pointsというファイルが作成されます。）

16．完了のメッセージが表示されます。
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17．「GCP保存」せずに、「ジオリファレンシング」をクリックすることにより、直接ジオリファレンシング
することもできます。（GeoTIFFが作成されます。）
対応する変換タイプは、多項式１・２・３とシンプレートスプラインです。線形、ヘルマート、投影変換を
使用したい場合は、「GCP保存」して、QGISの「ジオリファレンサー」を使用してください。

18．EPSG2455_rotate_modified.tifが作成され、レイヤに追加されます。
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■ Exif ■
写真データのExif情報からGPS情報を読み込んでベクタレイヤに追加します。
また、CSVファイルやKMZファイルを作成します。

<操作手順>

1．「写真フォルダ選択」をクリックして、位置情報を持つ写真のあるフォルダを選択して「レイヤに追加」
をクリックします。その際、「Shape出力」にチェックしてあると、Shapeファイルの保存ダイアログが表示
されますので、保存先フォルダとファイル名を指定して保存してください。
「Shape出力」にチェックしない場合は「photo」というレイヤが、チェックした場合は「photo(ESRI Shape

file)」というレイヤが追加されます。
「レイヤに追加」する前に「ファイル名表示」にチェックしておくと、プロットされたポイント付近にファ
イル名が表示されます。また、、平面直角座標系を選択すると、座標変換も併せて実行します。（レイヤを追
加する前に、オンザフライ投影変換を有効にして、EPSG:4326（WGS 84)で読み込んでいます。）
※ Exif情報をもたない画像や、Exif情報があってもGPS情報が不足している画像は無視されます。）

2．「地物アクションの実行」で「view」を選択して、ポイントをクリックすると写真が表示されます。

「地物アクションの実行」アイコン

3．「レイヤに追加」で、プラグインフォルダにphoto.csvを作成しますが、このファイルは作業の度に上書
きされます。「CSV保存」で、任意のフォルダ、ファイル名で保存することができます。

4．「KMZ保存」で kmzファイルを作成し、GoogleEarthがインストールされていると、GoogleEarthを起動し
て、作成したkmzを開きます。

33



5.「消去」でプラグインウィンドウを初期化し、追加したレイヤを削除します。
※「Shape出力」しない場合、「photo」レイヤは編集モードへの切り替えができませんので、地物の移動が
必要な場合は「Shape出力」し、「photo(ESRI Shapefile)」のレイヤを編集してください。ただし、編集結
果は「KMZ保存」や「CSV保存」には反映されません。

「Shape出力」しない場合

「Shape出力」した場合
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■ 座標変換 ■
指定した座標で地図の中心を移動します。
また、異なるCRS間の座標変換をして、マップキャンバス上にプロットします。

Digitizer（QGIS 2.x版）

Digitize3（QGIS 3.x版）

35



◎ 変換元
1-1．EPSG
変換元のEPSGコードを入力します。（コードは「EPSG」タブを参照してください。）
ラジオボタンをクリックするとプロジェクトのEPSGがセットされます。
1-2．X（緯度）

変換元のX座標（緯度）を入力します。
1-3．Y（経度）
変換元のY座標（経度）を入力します。

◎ 変換先
2-1．EPSG
変換先のEPSGコードを入力します。（コードは「EPSG」タブを参照してください。）
ラジオボタンをクリックするとプロジェクトのEPSGがセットされます。

2-2．X（緯度）
変換後のX座標（緯度）が表示されます。
2-3．Y（経度）
変換後のY座標（経度）が表示されます。

◎ 地図の中心にする
変換元座標に入力した座標を地図の中心にして、ポイントレイヤとして追加します。
変換元座標は、設定のEPSGに関係なく、プロジェクトのCRSのものとして扱います。（変換計算はしません。）

◎ 変換実行
1-1,1-2,1-3,2-1を入力後クリックすると変換が実行されます。

◎ マップキャンバスから座標を取得する
チェックしてマップキャンバスをクリックすると、プロジェクトのCRS（1-1で設定したものではありません。）

で、1-2,1-3に、取得した座標を表示します。

◎ 変換後、ポイントレイヤに追加する
チェックすると、変換元・変換先のCRSに関係なく、プロジェクトのCRSに変換してポイントレイヤに追加し、

地図の中心にします。

◎ EPSGコード（「I/O」の EPSGコード と共通）
クリックすると、日本国内でよく使われる、主なEPSGコードの一覧が表示されます。

◎ 一括変換（Digitizer3のみ）
CSV形式のファイルを読み込んで、一括変換します。
X座標（緯度）・Y座標（経度）のある列と、区切文字を指定することにより、様々なフォーマットのCSVを読
み込むことができます。タブを区切文字として指定する場合は、「\t（半角）」と入力します。

SIMAの場合は、設定に係わらず、拡張子により自動判別して読み込みます。

36



◎ 日本測地系⇔世界測地系の投影変換について

QGISの日本測地系⇔世界測地系の投影変換は、一等三角点「東京大正」における変換パラメータである
「３パラメータ」を使用したものと思われます。
「測地成果２０００導入に伴う公共測量成果座標変換マニュアル」（１３頁参照）
http://psgsv2.gsi.go.jp/koukyou/download/henkan_manual/pdf/henkan_manual.pdf

下記は、平面直角座標系13系の計算例（XYBL TOOL 4 を使用）です。ご利用にあたっては、要求する精度に
よって注意が必要です。

[3パラメータによる変換]
日本測地系 → 世界測地系

点名 Ｘ座標 Ｙ座標 Ｘ座標 Ｙ座標 結果
----------------------------------------------------------------------------------
H1 -120000.00000000 -99000.00000000 -119731.33159784 -99325.25759604 3par

H2 -120000.00000000 -98000.00000000 -119731.33228148 -98325.26675537 3par
H3 -120000.00000000 -97000.00000000 -119731.33295817 -97325.27591445 3par
H4 -120000.00000000 -96000.00000000 -119731.33362791 -96325.28507327 3par

[TKY2JGD.parによる変換]
日本測地系 世界測地系

点名 Ｘ座標 Ｙ座標 → Ｘ座標 Ｙ座標 結果

----------------------------------------------------------------------------------
H1 -120000.00000000 -99000.00000000 -119728.87119431 -99320.24009022
H2 -120000.00000000 -98000.00000000 -119728.85233192 -98320.24186953
H3 -120000.00000000 -97000.00000000 -119728.84262621 -97320.25068511
H4 -120000.00000000 -96000.00000000 -119728.83848506 -96320.25655938
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■ 設定 ■
次回起動時（QGISの起動時、または、本プラグインのリロード時）の復元項目の設定と、復元対象項目の
現在の状態の保存をします。

◎ 現在の状態を保存

チェックされた復元対象項目の、現在の状態を保存します。

◎ 復元設定を保存
復元対象項目について、個別に、復元する・しない の設定を記憶します。チェックを外した項目は、デフ

ォルトの状態で起動します。

◎ [×]ボタンのクリックで設定を保存する
これにチェックすると、[×]ボタンでウィンドウを閉じた時に、「復元設定を保存」と「現在の状態を保存」
を実行します。

※ [×]ボタンでウィンドウを閉じることは、本プラグインを終了することとは異なります。

※「作業フォルダ」について

PCのユーザー名に半角スペースを使用していると正常動作しませんので、適宜のフォルダに変更してくだ
さい。
変更先のフォルダパスには、半角スーペースの他、全角文字も使用しないでください。
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■ ver ■
本プラグインのバージョン、サポートページの情報です。

URLはハイパーリンクになっていますので、クリックするとブラウザが起動して開くことができます。
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