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1 ベースマップとフィールドワークの準備 

1.1 ベースマップの作成 

このチュートリアルでは、Open Street Map (OSM) を使ってベースマップを作成する手順を説明しま

す。作成する地図の範囲の DXF ファイルや Shapeファイルが入手できる場合は、もちろんそれらの

ファイルを使用することができます。OCADでは DXF ファイルや Shape ファイルをインポートするこ

ともできますが、インポートしたオブジェクトを ISOMなどで定義されたシンボルに割り当てるため、

独自のクロスリファレンステーブル(*.crt)を作成する必要があります。 

 

1.1.1 Open Street Map のインポート 

ベースマップがしっかりしていればフィールドワークが楽になります。ここでは OCAD Starterを使っ

てベースマップを作成していきます。 

また、このチュートリアルは、他の OCAD製品（Orienteeringや Mapping Solution）にも対応していま

す．より高い OCAD エディション（オリエンテーリング、マッピングソリューション）を使用することもで

きます。 
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新規地図ウィザードを開く 

［ファイル］ → ［新規地図ウィザード］ 

 

データソースと地図形式の項目では

［Open Street Map］を選ぶ 
  

［OSMのデータのインポート］にチェッ

クが入っている確認してください。 

 

左のボックスのリストにある国で地図

を作成したい場合は、OSMよりもさら

に優れたデータを利用できます。詳細

はこちらをご覧ください。 

https://www.ocad.com/wiki/ 
ocad/en/index.php?title= 
New_Map_Wizard 

 

 

 

「Symbol Set for School Orienteering 

Maps 2019.ocd」を読み込みます。デフ

ォルトの縮尺は 1:1000です。 

 

お好みで縮尺を変更することができま

す。地図の範囲などに応じて 1:500、

1:1000、1:1500、1:2000を使用してくだ

さい。 

 

縮尺が 1:3000や 1:4000の場合は、

「ISSprOM 2019 4000.ocd」のシンボル

セットを使用してください。 

 

ファイル名を選択し、ファイルの場所へ

のパスを設定します。 

 

また、CRT ファイルを選択します。これ

は OSMの地図記号を OCADの地図

記号に変換するために重要です。 

OSM to ISSprOM2019.Crt に、上述の

すべての縮尺とシンボルセットを使用

してください。 

 

→ Next 
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ダイアログの左上にある検索ボックス

で Oマップの作成場所を検索して、地

図のエリアを選びます。画面に表示さ

れている範囲がインポートされます。 

必要に応じて、座標系を変更し、磁北

が真上にくるように地図を回転させま

す。 

 

→ Next 

 

 
 

 

OSMデータをもとにして、選択したシ

ンボルセットを適用した地図が自動的

に作成されます。 

 

これで外に出て地図調査を始めるた

めのベースマップの準備ができまし

た。 

 

なお、地図の中にまだ記号が割り当て

られていないオブジェクトがないかどう

かを確認してください。記号が割り当て

られていないオブジェクトは、すべて赤

色で表示されます。 
 

 

［選択］ → ［記号による選択］ 

 
［記号による選択］ダイアログで［記号

が定義されていないオブジェクト］を選

択 

 

左下には、選択されている記号の数

が表示されています。望ましいのは、

選択された記号がないことです。 

 

選択された記号がある場合は、地図を

拡大して、その記号を手動で確認しま

す。 
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1.1.2 オンライン地図サービス 
 

 

これらの記号を削除するか、［記号の

変更］のアイコン をクリックして

OCADの地図記号に変更することが

できます。選択されたすべての記号を

変更できたことを確認してください。1 

つの記号だけを変更したい場合は、そ

の記号だけを選択します。この場合、

他の記号は同様な手順で改めて選択

する必要があります。 

 

ヒント: レイヤーごとにオブジェクトを選

択して変更することもできま す。 

 

 

 

 

 
 

 
 

OSMデータに加えて、Google

マップのオルソフォトを下絵地

図として読み込むことができま

す。 

 

［下絵地図］ → ［オンライン地

図サービス］ 

 

［更新］ボタンをクリックすると

現在の座標系に合わせた位置

で Googleマップが表示されま

す。 

 

［下絵地図として取り込む］をク

リックすると、ダイアログに表

示されている画像を下絵地図

として保存し，表示されます。 

 

地図が地理的に参照されてい

るので、下絵地図は自動的に

適切な場所に表示されます。 
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下絵地図を表示するには、［表

示］を［ドラフトモード］に変更す

る必要があります。 

［表示］ →  ［ドラフトモード］ 

ドラフトモードにすると、表示ツ

ールバーにスライダバーが表

示されます。そこでは、作成中

の地図（M）と下絵地図（B）の

透明度を変えることができま

す。 

 
 

 

［下絵地図］ → ［管理］ 

 

下絵地図の一覧が表示されま

す。 

 

一番左の V 列をクリックする

と、下絵地図の表示／非表示

を切り替えることができます。 

 

4列目の T 列をチェックする

と、下絵地図を透過させること

ができます。 

 

下部のボタンで下絵地図を開

いたり、削除したりすることが

できます。 
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1.1.3 OCADエキスパート向け：下絵地図をもとに等高線を描く 

 

 

ベースマップには、等高線が描かれて

いる必要があります。作図に活用でき

る地図には、国土地理院の地形図や

自治体の都市計画基本図などがあり

ます。様々なGISサイトを確認すること

も有効かもしれません。OCAD ではそ

れらの地図を下絵地図として開くこと

ができます（対応フォーマット：BMP、

GIF、JPEG、PNG、TIFF）。 

［下絵地図］ → ［開く］ 

 

地図が地理参照（ジオリファレンシン

グ）されている場合は OKをクリックし、

それ以外の場合は解像度、原図（下

絵地図）の縮尺、回転角度を設定して

から OKをクリックしてください。 

 

地図が地理参照されていない場合

は、調整する必要があります 
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これで、下絵地図から等高線を写し描くことができます。 

LiDARデータなどにアクセスできる場合は、こちらのチュートリアルをご覧ください。 

http://www.ocad.com/wiki/ocad/en/index.php?title=Using_Airborne_Laserscanning

_Data_for_Orienteering_Base_Map_Generation 

 

1.2 ベースマップとフィールドワークのための道具の準備 

フィールドワークは、手書きで行うか、タブレットコンピュータを使用します。 

 

1.2.1 手書きによるフィールドワークのためのベースマップの準備 

フィールドワーク用のベースマップは、通常、地図の縮尺よりも少し大きめの縮尺で印刷します。縮

尺 1:2000の地図の場合、適切な縮尺は 1:1000です。 ベースマップにグリッドが印刷されていると、

調査後にスキャンしたベースマップを OCADの座標に合わせるのに役立ちます。 

[下絵地図］ → [調整］ 

地図で下絵地図を調整するには、以下の手順で

行います。 

1. 下絵地図上の任意の点をクリック 

2. OCADの地図上の同じ点をクリック 

3. ステップ 1 と 2を 3～4回繰り返します。 

4. Enter キーを押すと、調整されます。下絵

地図は、クリックした点が最適に重なるよ

うに、回転したり拡大縮小されたりします。  

 
 

 

 
 

 
 

1st click 

178000/619000 

on the background map 

2nd click 

178000/619000  

on the map 

1+2 

Coordinate 

178000/619000 

adjusted 

http://www.ocad.com/wiki/ocad/en/index.php?title=Using_Airborne_Laserscanning_Data_for_Orienteering_Base_Map_Generation
http://www.ocad.com/wiki/ocad/en/index.php?title=Using_Airborne_Laserscanning_Data_for_Orienteering_Base_Map_Generation
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1.2.2 フィールドワークを手書きでするのための道具 

フィールドワークの下敷きには、丈夫な厚紙やプラスチックボードが必要です。印刷したベースマッ

プはフィルムで覆うことをお勧めします。そうすれば描いたフィルムを簡単に変えることができます。 

コンパスは、特徴物のある方向を把握するのに必要です。フィルムに特徴物や地形地物の変化を

描きこむには、先の尖った色鉛筆や、シャープペンを使うことをお勧めします。 

 

 

 

 

1.2.3 タブレットによるフィールドワーク 

タブレットの利点は、フィールドワークを家でコンピュータに描き直す必要がないことです。OCADで

は、Windows 7、8、10（32 ビットまたは 64 ビット）を搭載したタブレットが活用できます。 

OCADはフィールドワークでの描画をできるだけ人間工学的に行うためのツールとして、OCAD 

Sketch Layerを開発しました。 
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タブレットでの描画には、スケッチペン

ツールを選択します。 

 

スケッチ描画は、ペンを画面上に置い

た場所から始まり、ペンを画面から離

すと終わります。 

 

［イメージとして保存し下絵地図として

読み込む］ボタンをクリックすると、ス

ケッチレイヤーで描かれた特徴物が

PNG ファイルに保存され、この PNG

ファイルが下絵地図に加えられます。 

 
 

 

 
 

 

http://www.ocad.com/wiki/ocad/en/index.php?title=File:SketchSaveAsImage.png
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2 フィールドワーク 

2.1 色と記号 

フィールドワークでは、Ｏマップと同じ色と記号を使うことをお勧めします。なぜなら、コンピュータで

地図を描き直すときに、フィールドワークを反映することが容易になるからです。 

 

2.1.1 点状特徴物 

小山、石、穴、木、噴水のような点状特徴物は、IOFシンボルと同じ記号を使います。しかし、街灯、

掲揚ポール、登り棒、ベンチのようなスクールマップのための特別な記号もあります。OCAD で利用

可能な地図記号を確認してください。必要と思われる場合には、オリジナルの地図記号を作成する

こともできます。 

 

2.1.2 線状特徴物 

線状特徴物については、IOF - Symbols from the orienteering map と同じ記号を使用してください。

ただし実際の線状特徴物とは異なる地図記号を使うこともできます。例えばはっきりとした空間の境

界には明瞭な植生界であるとか，池の輪郭には道路の境界線であったり，通過不可の崖には通過

不可の壁という具合です。Ｏマップを特徴づけていることの一つに，土地利用によって色分けをして

いることが挙げられます。完成した地図をよりよく理解するために、施設、場所、道、街路を描くのに

異なる色を使用します。それは実際の特徴物の代表的な色になっています（例：陸上競技場の

赤）。 

線状特徴物や面状特徴物を通過できるのか否かを、競技者が理解できることが重要です。 

 

2.1.3 面状特徴物 

Ｏマップを特徴づけていることの一つに，土地利用によって色分けをしていることが挙げられます。

Ｏマップからイメージを掴みやすくするために、施設、場所、道、街路を描くのに異なる色を使用しま

す。それは実際の特徴物の代表的な色になっています（例：陸上競技場の赤）。 

また，線状特徴物や面状特徴物を通過できるのか否かを、競技者が理解できることが重要です。 

2.2 調査の手順 

2.2.1 歩測 

特徴物を正確な場所に描くことよりも、他の特徴物との相対的な位置関係を正しく描くことが重要で

す。そのためには、歩数を数えて距離を測る「歩測」が活用できます。距離の分かっている場所で歩

数を数えて，100mなら何歩かかるか，100歩なら何 mなのかを把握しておくといいでしょう。  
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2.2.2 点状特徴物 

点状特徴物は、歩測とコンパスを使って場所を特定します。また、建物の壁の延長線も特徴物の位

置関係を知る手がかりになります。位置の特定が困難な特徴物は、多くの既知点からコンパスで方

向を測定する必要があります。 

(1) 既知の位置に立ちます 

(2) 特徴物に向けてコンパスで方位角を測定し，ベースマップ上で現在地から測定した方向に正し

く線を引きます。 

(3) 最初の位置から 60°～90°離れた別の既知の位置に立ち、同じ作業をします。 

(4) 同様な作業を３か所目でも行います。 

(5) 3本の線が 1点で交差しているはずです。そこが対象物の位置です。 

 

2.2.3 線状特徴物と面状特徴物 

ベースマップとして活用する地図によっては，ほとんどの線状特徴物と面状特徴物がすでに描かれ

ています。ベースマップにない建物や道がある場合は、それを描かなければなりません。既知の位

置で、コンパスを使って線状特徴物を描いていきます。特徴物の長さを歩測などで測ります。面状

特徴物の境界線に沿っても、線状特徴物に対する作業と同様の作業を行います。 

 

2.2.4 等高線 

ベースマップ上の等高線は実際の地形をうまく表現できていない可能性があります。等高線をずら

すことで、実際の地形のイメージに合わせます。また、2つの等高線の間の高低関係を表すために

フォームラインを使用することができます。 

 

 

3 フィールドワークのデジタル化 

3.1 フィールドコピーのスキャン 

ラスター形式（JPG、TIFF、PNG）で保存します。その画像データを、上述のように下絵地図として開

きます。このチュートリアルでは、基本的な作図方法を説明します。 

 

3.2 地図記号の作図 

ここでは基本的な操作について説明します。より詳しく知りたい場合は、OCAD Wiki もしくは、こちら

のドキュメント https://www.ocad.com/docs/Drawing_Orienteering_Maps_in_OCAD.pdf をご覧くださ

い。フィールドコピーのトレースでは、最初に点と線のオブジェクトから描き、最後に面のオブジェクト

を描くといいでしょう。 
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. 

3.2.1 点状特徴物の作図 

点状特徴物を描くには、記号ボックスで点状

特徴物の記号をクリックします。次に任意の

描画モードを選択して、画面の地図上で特徴

物の場所をクリックします。 

デフォルトでは記号の上が北向きになってい

ます。向きを変えたい場合は、オブジェクトの

描画中にクリックして、任意の方向にドラッグ

します。 

 
 

 

 
 

 

3.2.2 線状特徴物の作図 

記号ボックスで線状特徴物の記号を選びま

す。線状特徴物を描くためのいろいろな方法

があります。 

1. 直線を描きたい場合は、「直線モー

ド」を選択します。マウスの左ボタンを

クリックしたまま、線を描いていきま

す。  

2. 曲線を描くには、曲線モードを選択し

ます。画面の地図上で描きたい線状

の点をクリックし、ポインタを移動させ

て同様に頂点でクリックして接線を描

き、マウスのボタンを離します。これ

を繰り返して頂点を追加していき線

状特徴物を描きます。 

3. ]直線モードと曲線モードを混在させ

て線状特徴物を描くことができます。 

 

[オプション]→ [OCAD プリファレン

ス... ] 

カテゴリ：[描画と編集] 

[曲線モード：描画面上でクリックによ

り直線モードに変更]をチェック。 
曲線モード時には、マウスをドラッグ

すれば曲線を描き、ドラッグしないで

クリックすれば直線を描きます。 
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3.2.3 面状特徴物の作図 

記号ボックスで面上特徴物の記号を選択しま

す。面上特徴物を描く場合もいろいろな方法

があります。 

1. ラインモードには，楕円モード，円モ
ード，長方形モードがあります  

2. 楕円モードまたは円モードを使うとき
は，エリアの端をクリックして、反対側

までドラッグします。楕円モードの場
合は、もう一度クリックして、楕円の

幅だけドラッグする必要があります。  

3. 長方形モードを使う場合は，エリアの
最初の角をクリックします。マウスボ

タンを押したまま、ポインタを長辺に

沿って次の角までドラッグし、マウス

ボタンを離します。  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

3.2.4 作図のコツ 

また、既存のオブジェクトをなぞったり、塗りつぶしたり、既存のオブジェクトにつなげたりすることも

できます。さらに詳しくは、チュートリアル Drawing Orienteering Maps in OCAD を参照してくだ

さい。 

 

https://www.ocad.com/docs/Drawing_Orienteering_Maps_in_OCAD.pdf
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3.3 オブジェクトの編集 

オブジェクトを編集するための方法は目的で使い分けます． 

オブジェクトの選択と編集  （例）オブジェクトを移動する 

オブジェクトの選択と頂点の編集  （例）頂点の挿入、移動、削除をする 

 

3.3.1 オブジェクトや頂点の移動 

1. オブジェクトの選択と編集モード

では，オブジェクトを選択して移動させ

たりすることができます。オブジェクト

の選択と頂点の編集モード では

クリックして，オブジェクトを移動させ

ることができます。 

2. オブジェクトや頂点をクリックします。 

3. マウスの左ボタンを押しながら、オブ

ジェクトや頂点を新しい位置に移動さ

せます。マウスの左ボタンを離して完

了します。 

 
オブジェクト 

 
頂点 

 

 

  

 

3.3.2 セグメントの移動 

隣り合う 2つの頂点を一緒に移動させるに

は、頂点の間のセグメントをクリックし、マウ

スの左ボタンを押したまま新しい位置までド

ラッグします。 
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3.3.3 オブジェクトの反転 

編集描画ツールバーのオブジェクトの選択

と編集モード を選びます。 

1. オブジェクトをクリックします。 

2. 機能ツールバーにあるオブジェクトの

反転アイコン をクリックします。。  

 
 

 

3.3.4 平行移動 

1. 既に描いてある道に重ねた水路を描

きます。 

2. 編集描画ツールバーのオブジェクト

の選択と頂点の編集モード をクリ

ックします。 

3. 描いた水路のオブジェクトをクリックし

ます。 

4. 編集描画ツールバーの平行移動アイ

コン を選択します。 

5. 水路上の頂点をクリックし（A）、道か

ら離れた位置にドラッグします（B）。 
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4 レイアウト、プリント、エクスポート 

4.1 レイアウト 

一般的には次の情報を地図の余白に表示します。 

• 地図名 

• 縮尺 

• 等高線間隔 

• 作成日 

• 地図発行者 

• 地図作成者 

• 磁北線，ノースマーク 

• 凡例 

• ロゴマーク 

4.2 印刷とエクスポート 

地図の印刷と様々なフォーマットでのエクスポートができます。 

 [ファイル] → [印刷] を選択して，OCADから直接印刷することができます。 

 [ファイル → [エクスポート] を選択して、PDFや他のフォーマットに出力することができます。 
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5 サンプル地図 

 


