
DKG2SVG使用方法
森を走ろう！
作成 2015-8-3
更新 2016-3-14

[機能]

当ツールは、国土地理院の発行しているベクトル地図
データ
である数値地図（国土基本情報）を、ベクターグラフィックツー
ルである Inkscape 向けのSVG形式データに
変換するものです。

変換したものをInkscapeで編集／印刷出来ます。

[目次]

　１．DKG2SVGのダウンロードと解凍

　２．数値地図の購入、ダウンロードと解凍

　３．地図変換の設定値決定

　４．DKG2SVGの実行

　５．Inkscapeで地図表示／編集

　(参考情報)
　　DKG2SVGと国土地理院の
　　　地形図情報(ベクトル形式)関連ツール

　　DKG2SVG要素対応状況

（国土基本情報SVG変換ツール）

[変更履歴]

2016-3-14    空のxmlファイルがあった時の異常終了を回避
2015-8-3　   データ選択のバグ修正、
　　　　　　　　 色指定などの実行オプション変更方法追加
2015-7-14　 公開
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1.DKG2SVGの
ダウンロードと解凍

2.数値地図の購入
ダウンロードと解凍

3.地図変換の
設定値決定

4.DKG2SVG
の実行

使用方法の流れは次のとおりです

１．DKG2SVGのダウンロードと解凍

　　　ブログのリンクをブラウザでクリックしてダウンロードし、
　　　保存します。

　　　次に、保存したファイルをエクスプローラで右クリックして、
　　　「すべて展開」を選ぶと、解凍され、展開時に指定した
　　　フォルダが出来ます。

　　　フォルダには以下の４個のファイルが含まれています。

　　　この４個のファイルがあるのが確認できればプログラムの
　　　準備は終了です。特にインストールという作業はありません。

　　　DKG2SVG.bat　は設定値編集から変換、処理結果確認の
　　　　　　　　　　　　　　作業を通しで行うためのバッチファイル
　　　DKG2SVG.exe　は変換プログラム
　　　DKG2SVG.pot　は変換内容の設定するファイル
　　　DKG2SVG_def.svg　は、地図記号などのファイル

　　　実行後には、DKG2SVG.logというファイルができます。

　　　なお、当方での動作確認は、Windows 8.1 pro 64bitおよび
　　　Windows XP home 32bit で行っています。他の環境での
　　　動作確認ができた方はお知らせいただけるとありがたいです。

      

5.Inkscapeで
地図表示/編集

Inkscapeはフリーの
ドロー系作画ツールです。
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２．数値地図の購入、ダウンロードと解凍

　　日本地図センターから必要な図郭の
　　数値地図（国土基本情報）を購入してダウンロード。
　　この際、GML形式を購入の事。SHP形式には
　　対応していません。

　　購入したファイルは圧縮されて.zip形式になっている
　　ので、これを１．と同様に解凍し、以下の例のように
　　配置します。
　　例は、横浜西部(533914)と横浜東部(533915)の
　　２個の図郭にまたがる地図を作成する時のものです。

D: DKGfiles 533914

533915

533914と533915は図郭番号で、圧縮ファイルを展開する
とできるフォルダ、そのフォルダをDKGfiles（名前は任意）
の下に移動します。

それぞれの下にファイルとフォルダが40個程度あります。
使用しない図郭のフォルダが並んでいても構いません。

必要な図郭を知るには、地理院地図で図郭を表示すると
判ります。（左上の「情報」→「表示できる情報」→
「地図・空中写真」→「２万５千分１地形図郭」で枠と図郭名
が赤で表示されます）

地理院地図：http://maps.gsi.go.jp/

日本地図センター（数値地図（国土基本情報））：
http://net.jmc.or.jp/digital_data_gsiol_kokudokihon.html

上の例は、横浜・本牧周辺の図郭が表示されている所です。

それぞれの図郭名の間には２本の線があります。紙の地形図では、隣の図郭と一部が
重なるようになっているので、その重なり具合が判るようになっています。

ベクトルデータである数値地図（国土基本情報）では、隣の図郭とデータが重ならない
ように、ピンクの破線のエリアが「本牧」に含まれるようになっています。なお、ピンクの
破線は実際の画面には表示されません。
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３．地図変換の設定値決定

　　変換を実行するには、変換する長方形の領域の左下(西南)の角の
　　経緯度、東西の距離、南北の距離、スケールが必要なので、これを
　　決めます。

　　　　経度、緯度：　　　　　度単位
　　　　東西、南北の距離： ｍ単位
　　　　用紙のサイズ： 　　　mm単位
　　　　縮尺：　　　　　　　　　25000など

　　なお、A3縦で1/25000の地図を作る場合、東西の距離は7450m、南北の
　　距離は10500m、用紙サイズは、幅297mm、高さ420mmです。

　　経緯度は下記のように、地理院地図で左下の点を中央に持ってくると
　　その時のURLに表示されます。

地理院地図：http://maps.gsi.go.jp/
変換したい領域

緯度　経度
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４．DKG2SVGの実行

　　DKG2SVG.batをダブルクリックする。

　　　　　　↓

　　メモ帳(notepad)がDKG2SVG.optを編集する
　　画面が開くので、３．で決定した値、１．で
　　数値地図ファイルを置いたフォルダ名、
　　変換結果を出力するファイル名を入力して、　
　　保存・終了します。

　　　　　　↓

　　コマンドプロンプトの画面が数分続きます。

　　

　　　　　　↓

　　処理結果が、メモ帳（notepad）に表示され
　　ます。
　　　　　
　　　　　　処理結果の最後の行が「DKG2SVG end」になって
　　　　　　いれば、正常終了です。なお、この結果は
　　　　　　DKG2SVG.logというファイルに保存されています。　
　

#-------------------------------------------------------------------------------
# DKG2SVG 実行内容設定ファイル
#-------------------------------------------------------------------------------
lngCAW  = 139.56439; #　変換するエリア(CA)の最西端の経度
latCAS  =  35.3334; #　変換するエリア(CA)の最南端の緯度

widthM  = 7425; # 　図化する範囲の幅(m) (例)A4: 5250 * 7425
heightM = 10500; # 　図化する範囲の高さ(m)

pageWidth  = 297; #　ページ幅(mm)  このサイズ指定は、Inkscape上のページ枠表示に
pageHeight = 420; #　ページ高(mm)  つながるが、地図自体のサイズを制約することはない

#　　　　 ex) A3の地図に、A4のページサイズを指定しても良い
scale = 25000; #　縮尺

dkgTopDir = 'D:/DKGfiles'; # 国土基本情報のディレクトリー
deffile = 'DKG2SVG_def.svg'; # シンボル定義を含むsvgヘッダーファイル
outfile = 'DKG2SVG_out.svg'; # 出力ファイル
#--- ( end ) -------------------------------------------------------------------

ピンクの部分が設定場所です。
フォルダおよびファイル名は引用符で囲みます。
フォルダの階層の間は￥でなく／（半角）です。
出力ファイルに他のドライブやフォルダを指定する事
もできます。

***** DKG2SVG(150717版) started *** 2015-07-18 08:12:32 +0900***********
-[ 実行オプション ]-------------------------------------------
 変換エリア(長方形)四隅の経緯度：
[[139.56439, 35.3334], [139.56439, 35.428032178648465], [139.64605848084557, 35.3334], 
[139.64605848084557, 35.428032178648465]]

　　　　途中省略

annoCtg：その他（ふりがな）=> 0/3, 土地利用（公園）=> 6/19, 土地利用（史跡名勝天然記念物）=> 
2/8, 土地利用（演習場、ゴルフ場等）=> 9/28, 居住地名（町字名）=> 257/780, 居住地名（通称）=> 
1/45, 山地（山、岳、峰等）=> 2/3, 建物（その他）=> 9/38, 建物（国の機関）=> 2/12, 建物（大学、大
学院）=> 2/15, 建物（寺院）=> 3/13, 建物（文教施設）=> 5/43, 建物（水族館、動植物園）=> 0/2, 建
物（特殊学校）=> 5/16, 建物（発電所）=> 1/4, 建物（県庁）=> 0/1, 建物（短期大学）=> 2/3, 建物
（矯正施設）=> 3/3, 建物（神社）=> 4/8, 建物（自衛隊、米軍）=> 1/4, 構造物（高塔、煙突等）=> 
0/2, 河川、湖沼（河川、用水等）=> 6/20, 河川、湖沼（湖、沼、池等）=> 0/2, 海上交通施設（港湾施
設）=> 0/6, 海上交通施設（港湾）=> 0/5, 海域、海岸地形（海、湾等）=> 0/2, 航空交通施設（空港
名）=> 0/1, 行政区画（市区町村）=> 13/38, 陸上交通施設（道路名）=> 6/20, 陸上交通施設（道路
施設）=> 9/28, 陸上交通施設（道路構造物）=> 0/10, 陸上交通施設（鉄道構造物）=> 0/2, 陸上交
通施設（鉄道路線名）=> 5/31, 陸上交通施設（鉄道駅名）=> 27/107, 陸域自然地名（岩、温泉
等）=> 0/1
*************** DKG2SVG end ******* 2015-07-18 08:17:30 +0900 **********
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[実行オプションの省略時値とその変更]

色などの設定は、指定しない場合、右のとおりになります。
右の値と変えたい場合は、前ページの右上にある、
DKG2SVG.optの編集画面に必要な行を追加する事で
変更することができます。

建物サイズの設定
　　BldMin = 100;　　#東西南北のサイズ合計が
　　　　　　　　　　 #この数字(m)以上の建物を表示

道路幅の扱いの設定
　　RoadWidthFlg = 1; # 0:高速道路以外は１本線、
　　　　　　　　　　　# 1:道路幅により地図の幅も変更
色の設定
　　RoadColorEd =  '#646464'; # 道路枠の色
　　RoadColorHw =  '#64c373'; # 高速自動車国道等の塗り色
　　RoadColorNw =  '#ff7a7a'; # 国道の塗り色
　　RoadColorPw =  '#ffff00'; # 都道府県道の塗り色
　　RoadColorGw =  '#ebe6cf'; # その他一般道の塗り色

　　RailColorBase= '#333333'; # 鉄道(地上)
　　RailColorUG =  '#cca500'; # 鉄道(トンネル・地下)
　　RailColorOH =  '#aaaaaa'; # 鉄道(高架)

　　WaterColorWA = '#4dd2cf'; # 河川、海の塗り色
　　WaterColorWL = '#0000ff'; # 水涯線、海岸線の塗り色
　　WaterColorBk = '#646464'; # 堤防
　　WaterColorSL = '#555555'; # 水部構造線
　　WaterColorAWE ='#222222'; # 人工水路(空間、枠)
　　WaterColorAWC ='#b4c8ff'; # 人工水路(空間、塗り色)
　　WaterColorAWU ='#0000ff'; # 人工水路(地下、塗り色)

　　ContourColor50='#dd8855';  # 等高線(50m)
　　ContourColor10='#cc8855';  # 等高線(10m)
　　ContourColorVN='#896235';  # 等高線数値

　　TpgphLineColor='#cc8855';  # 地形表記線(崖など)

　　ParkColor 　　= '#00ff44'; # 公園の色(fill-opcity:0.3)
　　SpcfAreaColor = '#777777'; # 特定地区界の色

　　BldColorNm =   '#f4e2b2'; # 普通建物の色 3101
　　BldColorKr =   '#f4e2b2'; # 堅牢建物の色 3102
　　BldColorKs =   '#f4e2b2'; # 高層建物の色 3103
　　BldColorMh =   '#f4e2b2'; # 無壁建物の色 3111,3112
　　BldColorEt =   '#f4e2b2'; # その他建物の色 3188,3199

#-------------------------------------------------------------------------------
# DKG2SVG 実行内容設定ファイル
#-------------------------------------------------------------------------------
lngCAW  = 139.56439; #　変換するエリア(CA)の最西端の経度
latCAS  =  35.3334; #　変換するエリア(CA)の最南端の緯度

widthM  = 7425; # 　図化する範囲の幅(m) (例)A4: 5250 * 7425
heightM = 10500; # 　図化する範囲の高さ(m)

pageWidth  = 297; #　ページ幅(mm)  このサイズ指定は、Inkscape上のページ枠表示に
pageHeight = 420; #　ページ高(mm)  つながるが、地図自体のサイズを制約することはない

#　　　　 ex) A3の地図に、A4のページサイズを指定しても良い
scale = 25000; #　縮尺

dkgTopDir = 'D:/DKGfiles'; # 国土基本情報のディレクトリー
deffile = 'DKG2SVG_def.svg'; # シンボル定義を含むsvgヘッダーファイル
outfile = 'DKG2SVG_out.svg'; # 出力ファイル

BldMin = 0;
RoadColorHw='#ffa096';                                                                            
#--- ( end ) -------------------------------------------------------------------

例）　建物をすべて表示し、高速道路の色
　　　を変更するために２行追加する
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５．Inkscapeで地図表示／編集

　　出来たファイルをInkscapeで開くと、
　　地形図が表示されます。

　　　　　地図が表示されるまでには、数分かかり
           ます。時間はパソコン次第です。

　　レイヤー分けされているので、
　　特定のレイヤーは表示しないとか
　　レイヤーの重ね合わせ順を変更する事
　　ができます。

　　DKG2SVGからは、PDFファイルや
　　画像ファイル（背景の透過可能）が
　　簡単に出力できるので、最終的な加工
　　は、他のソフト（LibreOffice、GIMP等）
　　で行うことも容易です。

表示切替　編集不可切替　レイヤー名

変換エリアにかかっている要素をすべ
て変換するので、一部は変換エリアの
外まで続きます。
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***** DKG2SVG(150717版) started *** 2015-07-18 08:12:32 +0900***********
-[ 実行オプション ]-------------------------------------------
 変換エリア(長方形)四隅の経緯度：
[[139.56439, 35.3334], [139.56439, 35.428032178648465], [139.64605848084557, 35.3334], [139.64605848084557, 
35.428032178648465]]

 国土基本情報dir：D:/DATA/@地図/@国土地理院/@国土基本情報
 svgヘッダーファイル：DKG2SVG_def.svg
 出力ファイル：DKG2SVG_out.svg
 処理対象ジオメトリークラス：
["WA", "WL", "WStrL", "WfArea", "Cstline", "RdCL", "RailCL", "RvrCL", "PwrTrnsmL", "BldA", "StrctArea", "Park", "SpcfArea", 
"TpgphArea", "TpgphLine", "TpgphSbl", "Cntr", "GCP", "LUSbl", "Monument", "PwrPlnt", "RTwr", "BldSbl", "TrfSbl", "StrctSbl", "Anno"]

 シンボル定義数：54
---------------------------------------------------------------
 [ setDkgFiles started ] --- 2015-07-18 08:12:32 +0900-------
 dir [D:/DATA/@地図/@国土地理院/@国土基本情報/533904-戸塚/] selected
 dir [D:/DATA/@地図/@国土地理院/@国土基本情報/533905-本牧/] selected
 dir [D:/DATA/@地図/@国土地理院/@国土基本情報/533914-横浜西/] selected
 dir [D:/DATA/@地図/@国土地理院/@国土基本情報/533915-横浜東/] selected
 [ setDkgFiles end ] ------- 2015-07-18 08:12:32 +0900-------
--- WA --------------------------------------------------------------
 file [D:/DATA/@地図/@国土地理院/@国土基本情報/533904-戸塚/DKG-GML-533904-WA-20150313-0001.xml] selected
 file [D:/DATA/@地図/@国土地理院/@国土基本情報/533905-本牧/DKG-GML-533905-WA-20150211-0001.xml] selected
 file [D:/DATA/@地図/@国土地理院/@国土基本情報/533914-横浜西/DKG-GML-533914-WA-20150223-0001.xml] selected
 file [D:/DATA/@地図/@国土地理院/@国土基本情報/533915-横浜東/DKG-GML-533915-WA-20150211-0001.xml] selected
total：698/3423
ftCode：5100=> 27/306, 5200=> 671/3117

　　　　　　　　　　　　途中省略

--- Anno --------------------------------------------------------------
 file [D:/DATA/@地図/@国土地理院/@国土基本情報/533904-戸塚/DKG-GML-533904-Anno-20150313-0001.xml] selected
 file [D:/DATA/@地図/@国土地理院/@国土基本情報/533905-本牧/DKG-GML-533905-Anno-20150211-0001.xml] selected
 file [D:/DATA/@地図/@国土地理院/@国土基本情報/533914-横浜西/DKG-GML-533914-Anno-20150223-0001.xml] selected
 file [D:/DATA/@地図/@国土地理院/@国土基本情報/533915-横浜東/DKG-GML-533915-Anno-20150211-0001.xml] selected
total：380/1323
ftCode：0110=> 13/38, 0210=> 257/780, 0220=> 1/45, 0312=> 2/3, 0321=> 0/2, 0322=> 6/20, 0332=> 0/1, 0341=> 0/2, 0411=> 6/20, 
0412=> 9/28, 0413=> 0/10, 0421=> 5/31, 0422=> 27/107, 0423=> 0/2, 0431=> 0/5, 0432=> 0/6, 0441=> 0/1, 0511=> 0/2, 0531=> 9/28, 
0532=> 2/8, 0534=> 6/19, 0612=> 2/12, 0613=> 3/3, 0615=> 1/4, 0621=> 0/1, 0631=> 2/15, 0632=> 2/3, 0634=> 5/16, 0651=> 0/2, 
0653=> 1/4, 0661=> 4/8, 0662=> 3/13, 0673=> 5/43, 0681=> 9/38, 0710=> 0/3
annoCtg：その他（ふりがな）=> 0/3, 土地利用（公園）=> 6/19, 土地利用（史跡名勝天然記念物）=> 2/8, 土地利用（演習場、ゴルフ場等）=> 
9/28, 居住地名（町字名）=> 257/780, 居住地名（通称）=> 1/45, 山地（山、岳、峰等）=> 2/3, 建物（その他）=> 9/38, 建物（国の機関）=> 
2/12, 建物（大学、大学院）=> 2/15, 建物（寺院）=> 3/13, 建物（文教施設）=> 5/43, 建物（水族館、動植物園）=> 0/2, 建物（特殊学校）=> 
5/16, 建物（発電所）=> 1/4, 建物（県庁）=> 0/1, 建物（短期大学）=> 2/3, 建物（矯正施設）=> 3/3, 建物（神社）=> 4/8, 建物（自衛隊、米
軍）=> 1/4, 構造物（高塔、煙突等）=> 0/2, 河川、湖沼（河川、用水等）=> 6/20, 河川、湖沼（湖、沼、池等）=> 0/2, 海上交通施設（港湾施設）
=> 0/6, 海上交通施設（港湾）=> 0/5, 海域、海岸地形（海、湾等）=> 0/2, 航空交通施設（空港名）=> 0/1, 行政区画（市区町村）=> 13/38, 陸
上交通施設（道路名）=> 6/20, 陸上交通施設（道路施設）=> 9/28, 陸上交通施設（道路構造物）=> 0/10, 陸上交通施設（鉄道構造物）=> 
0/2, 陸上交通施設（鉄道路線名）=> 5/31, 陸上交通施設（鉄道駅名）=> 27/107, 陸域自然地名（岩、温泉等）=> 0/1
*************** DKG2SVG end ******* 2015-07-18 08:17:30 +0900 **********

（処理結果詳細）

後記「DKG2SVG要素対応状況」を参照の事
但し、図郭によって、対象のジオメトリーが
ない場合もあります。

変換エリアに重なる図郭のフォルダが選択
された事を示します。

各ジオメトリーの処理で選択されたファイル
を示します。

選択されたファイルに含まれる要素の総数
と、変換エリア内の要素の数を示します。
ftCodeなどは要素の種別を示します。詳細
は、国土地理院の地物種別コード表を参照
の事。

設定情報など



基盤地図情報
　　ベクトル情報
　　無料
　　地形図25000を再現するのに
　　充分な情報は含まれていない
　　例）地図記号なし
　　　       　学校などの記号なし
　　     エリアの属性としての地名
　　　　はあるが、表示位置などの
　　　　情報はない

数値地図（国土基本情報）
　　ベクトル情報
　　有料（175円/図郭）
　　地図記号あり
　　　　　学校、寺社、植生など各種
　　注記あり
　　　　　地名、駅名、施設名など
　　　　　表示を考慮した属性付　　　
　　電子国土を迅速に反映

DKG2SVGと国土地理院の地形図情報（ベクトル形式）関連ツール

基盤地図情報ビューワ
　　国土地理院製　（FGDV)
　　要素を選択して表示や
　　エクスポートできる
　　　　（SHP、GML、SXF形式）

VectorMapMaker
　　森田伸ニ氏製
　　要素を選択して
　　エクスポートできる（DXF形式）

電子国土基本図ビューワ
　　国土地理院製　（DKGV)
　　要素を選択して表示できる
　　エクスポート機能はない

LIbreOfficeDraw
　無料
officeのドロー系
と同様の操作で、
レイヤーも使える

SVG形式

レイヤー、
シンボルや
use要素が
変換されない

SHP形式は
Pro版のみ

PDF形式

レイヤーは
失われるが
ほぼ100%再
現され、ベク
トル編集可能

SHP形式 ： GIS(地理情報システム)用のフォーマットである
　　　　　　　　シェープ形式の事。実際は、.shp以外の形式の
　　　　　　　　ファイルも含んで構成される。

要素の種類毎に読み込む必要あり。また、道の幅や色、
シンボルの表示などの処理は、専用プラグインなどがない
かぎり、すべて取り込み側での手操作。

レイヤー分け、道の幅や色、シンボルの表示などの処理も
自動化されている。

森を走ろう！
作成 2014-8-21
更新 2015-7-18

DXF形式

OCAD
　有料

Illustrator
　有料

DXF形式

SHP形式

SHP形式

PlugX プラグイン
(株)地理情報開発
有料
地形図25000を
ほぼ再現SHP形式

Inkscape
　無料
高機能のドロー系
ソフト。

GML形式

GML形式

DKG2SVGコンバータ
　無料、森を走ろう！
　地形図25000をほぼ再現
　---------------------
　windows向けには、ダブルクリックで
　実行できるプログラムを容易。
　

SHP形式

SVG形式



DKG2SVG要素対応状況
森を走ろう！
作成 2015-7-7

要素の対応状況 レイヤーと要素

水域 'WA','WL','WStrL','WfArea'
'Cstline'

地形 'Park','SpcfArea'
'TpgphArea','TpgphLine'
'TpgphSbl','Cntr'

道路など 'RdCL',RailCL','RvrCL'
'PwrTrnsmL'

建物 'BldA','StrctArea'

記号 'GCP','LUSbl','Monument'
'PwrPlnt','RTwr'
'BldSbl','TrfSbl','StrctSbl'

注記 'Anno'のうち駅名以外

駅名 'Anno'のうち駅名

対応済凡例

Inkscapeで扱いやすいように、
要素は下記の７レイヤーに分けた。
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