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航空レーザ測量による精密地形情報の整備と活用 

 

１．はじめに 

国土地理院では航空レーザ測量による精密地形情報

の整備を進めるとともに陰影段彩表示した地図の作成

も進めている．精密地形情報は河川や火山の地形把握，

洪水時の浸水や火山災害の想定などへの活用が期待さ

れ，防災等に係る国土管理に非常に有用である． 

また，地理空間情報活用推進基本法（平成19年５月

30 日法律第 63 号）の施行に伴い，精密地形情報は基

盤地図情報のうち標高点（DEM）の整備に活用されてお

り，当該標高点の情報はインターネットによる提供・

流通が充実しつつある． 

本発表では国土管理における精密地形情報の整備や

活用などについて紹介する． 

 

２．国土管理における精密地形情報 

我が国は脆弱な国土の上で社会・経済活動を営んで

おり，国等は安全・安心で豊かな国民生活の実現，活

力ある社会経済の持続等のニーズへの対応が求められ，

防災等に係る国土管理が重要となっている． 

的確な国土管理のためには先端技術の活用が効率

的・効果的であり，これにより国土の面的・広域的で

高精度な観測，使いやすい形での情報管理や高度な情

報利用が実現できる.高さ精度 30cm 以内の「数値地図

５ｍメッシュ（標高）」に代表される航空レーザ測量に

よる精密地形情報は先端技術の一つといえる． 

航空レーザ測量とは，測量用航空機に搭載したレー

ザスキャナ装置から地表面に向けてレーザ光線を発射

し，反射して戻ってくるまでの時間を計測することで

詳細な地形や建物の形状等を直接取得する測量技術で

ある（図－１）． 

 

 

図－１ 航空レーザ測量のイメージ 

（地表面に向けてレーザ光線を発射） 

 

 

３．精密地形情報の整備・提供 

３．１ 精密地形情報の整備 

国土地理院では航空レーザ測量を活用し，平成19年

度より精密３Ｄ電子基盤情報整備事業として，政令指

定都市の人口集中地区を中心とした地域を対象に精密

地形情報の整備を実施している． 

また，平成19～20年度には国土交通省河川局と連携

し，全国の一級河川を対象に河川局により整備された

河川区域及び氾濫区域のオリジナルデータ（フィルタ

リング前の建物，樹木等の高さを含んだデータ；DSM）

を活かし，木曽三川下流域や江戸川中・下流域など幾

つかの地域で精密地形情報の整備を実施した． 

さらに，地震，洪水等による災害発生時にも精密地

形情報の整備を実施している．「平成 16 年７月新潟・

福島豪雨」・「平成 16 年 10 月新潟県中越地震」に対応

した中越地区（平成 16～17 年度）や「平成 19 年７月

新潟県中越沖地震」に関連した柏崎・飯綱地区（平成

19～20年度）の他，「平成20 年６月岩手・宮城内陸地

震」に対応して栗駒・一関地区の精密地形情報を現在

整備中である． 

これらの成果は，「数値地図５ｍメッシュ（標高）」

としてCD-ROMにより刊行するとともに，基盤地図情報

の標高点（DEM）としてインターネットによる公開を順

次行っている．図－２は「数値地図５ｍメッシュ（標

高）」等の整備地域であり，今後の刊行分については基

盤地図情報としても同時に公開する予定である． 

 

 
東京都区部，埼玉東南部，

横浜及川崎，濃尾平野， 

京都及大阪，高知， 

福岡，宮崎，中越 

整備・提供済み 

柏崎・飯綱 平成21年６月提供（予定）

江戸川，新潟，仙台 今後提供（予定） 

 栗駒・一関 整備中 

図－２ 「数値地図５ｍメッシュ（標高）」等の整備地域 
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３．２ 精密地形情報の提供 

「数値地図５ｍメッシュ（標高）」の刊行では，国土

基本図に対応し平面直角座標系を使い，その図枠に合

わせて東西方向２km×1.5km 毎のデータファイルとし

て格納している．データ形式は「Lem 形式」と呼ぶ独

自のテキスト形式を使っている． 

また，基盤地図情報の標高点（DEM）のインターネッ

トによる公開（ダウンロード提供）では，地理情報標

準プロファイル （JPGIS） に基づいたXML形式でデー

タを格納している（図－３）．さらに全国をシームレス

化した形でのデータとするために経緯度座標系として

いる．これらは，基本法に付帯する告示（平成19年８

月29日施行）の規定に対応するものである． 

 

 
図－３ インターネットによるダウンロード提供 

 

４．精密地形情報の活用 

４．１ 「1:25,000デジタル標高地形図」の作成 

精密地形情報はハザードマップ整備など防災を初め

とする種々の分野での活用が期待できる． 

その代表的な活用方法として，精密地形情報による

陰影段彩図に 1:25,000 地形図を重ねた地図が挙げら

れる．国土地理院ではこの地図を「1:25,000デジタル 

 

図－４ 「1:25,000デジタル標高地形図」の整備地域 

 

標高地形図」として整備を進めてきた（図－４，６）． 

なお，平成 21 年度には，「さいたま」，「京都」，「仙

台」の各地区での「1:25,000デジタル標高地形図」の

整備を予定している． 

 

４．２ 復旧・復興対応での活用 

復旧・復興対応時の情報整備に併せて「1:25,000デ

ジタル標高地形図」を作成するようにしている． 

例えば，「平成 19 年７月新潟県中越沖地震」に関連

して柏崎市周辺地域を対象に「1:25,000デジタル標高

地形図」を作成し，復興計画のベースマップとして，

あるいは災害復興箇所の地形的条件の把握等のために

利活用されるべく，国の機関，地方公共団体等の関係

機関に順次配布することとしている（図－５）． 

今後も同様の復旧・復興時対応を図っていきたいと

考えている．

 

 
図－５ 1:25,000デジタル標高地形図（柏崎）
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４．３ 河川管理での活用 

国土交通省河川局と連携した精密地形情報整備にお

いて，「1:25,000 デジタル標高地形図」の作成も行っ

ている．「1:25,000 デジタル標高地形図」の作成意義

や活用価値は，地形の起伏や河川の形状を微細かつ立

体的に表現できることから，これまで木曽三川下流部

地域や江戸川中・下流域で「1:25,000デジタル標高地

形図」を作成し，河川管理に関連する業務における計

画，管理あるいは解析を行う際のベースマップとして

有効活用されている（図－６）． 

特に木曽三川下流部地域のデジタル標高地形図につ

いては，関係機関により設置された「東海ネーデルラ

ンド高潮・洪水地域協議会」での検討でも活用された． 

 

 

 
図－６ 1:25,000デジタル標高地形図（名古屋と濃尾平野西部を合成） 

 

４．４ 地殻変動推定や浸水想定における活用 

精密地形情報は地殻変動推定や浸水想定に対しても

非常に有効なものである． 

精密地形情報は３次元データなので，断層モデルを

使って地殻変動の立体的・定量的な解析や表現ができ，

従来のアナログ技術では対応できない画期的なもので

ある．このとき「1:25,000デジタル標高地形図」を使

うことで表現が一層視覚的となりうる． 

一方，これまでの浸水想定では主に 1:2,500 都市計

画図に描画される２ｍ毎の等高線データから算出した

標高データが用いられてきた．しかしながら 1:2,500

都市計画図の精度を見ると，標高点の標準偏差は0.66

ｍ以内，等高線の標準偏差は 1.0ｍ以内と精度的課題

があり，航空レーザ測量による精密地形情報の活用は

この課題の解決につながるものとして注目されている．  

ここでは，中央防災会議の「東南海，南海地震等に

関する専門調査会」での精密地形情報の活用事例を紹

介する．この専門調査会では中部圏・近畿圏での内陸

直下型地震への防災対策について検討を進めてきた．

平成 20 年８月に上町断層帯の地震による地殻変動等

に伴う浸水可能性について，①地震により地表面に段

差ができる場所付近からの浸水の評価，②地殻変動に

よる沈降が生じるゼロメートル地帯での浸水の評価，

のそれぞれについて取りまとめている． 

この際，精密地形情報をもとに作成した陰影段彩図

が定量性・視覚性に優れた資料であるとして，地震前

後で想定される地盤高や海抜０ｍ以下の広がりを示す

資料として有効活用された（図－７～10）． 
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図－７ 淀川（毛馬～河口）［現況］            図－８ 淀川（毛馬～河口）［地震発生後］ 

上町断層帯の地震前後で想定される地盤の高さ 

（地殻変動により，上町断層帯の西側で最大約70cmの沈降，東側で最大約1.9ｍの隆起があると想定） 

 

      
図－９ 淀川（毛馬～河口）［現況］            図－10 淀川（毛馬～河口）［地震発生後］ 

上町断層帯の地震前後で想定される海抜０ｍ以下の広がり 

（地殻変動による沈降で，大阪湾周辺部でのゼロメートル地帯が拡大し，その範囲面積が約1.3倍になると想定） 
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４．５ 防災訓練における活用 

精密地形情報を使った「1:25,000デジタル標高地形

図」が防災訓練で資料として活用された事例もある． 

国土交通省が主催で今後発生が懸念される東南海地

震・南海地震による被害軽減のため「平成20年度大規

模津波防災総合訓練」が平成20年10月19日に宮崎県

宮崎市で実施された．この訓練には，国，地方公共団

体，公共機関等から約76機関の参加があり，国土地理

院からは，訓練のために宮崎市一帯の地形的特徴を説

明する資料として「1:25,000デジタル標高地形図」を

使ったパンフレットを作成した（図－11）．

 

図－11 パンフレット（一部頁を抜粋） 

 

５．これからの活用のあり方 

精密地形情報の活用では，「1:25,000 デジタル標高

地形図」以外にも，下記のような様々な活用の可能性

が考えられる． 

○浸水シミュレーション 

アプリケーションを使った洪水や津波・高潮によ

る浸水シミュレーションが挙げられる．現に国土地

理院に対して国の機関，地方公共団体等の関係機関

から浸水シミュレーションのための精密地形情報の

提供依頼が複数寄せられており，随時対応している

ところである． 

○陰影段彩以外の２次データの算出 

精密地形情報からの陰影段彩以外の２次データの

算出として，傾斜や水系，集水面積などが挙げられ

る．傾斜や集水面積は斜面災害を予測するときの因

子となりうるなど，このような地形情報を算出・整

備することは有意義である． 

○地形分類データとの組み合わせ 

地形分類と災害等との間には相関関係がある．例

えば，低地の一般面である海岸平野や後背低地，旧

河道などでは河川洪水，内水氾濫などの洪水被害を

受けやすく，特に後背低地や旧河道は周囲のより低

いので水が停滞しやすく湛水期間も長いとともに，

地盤も悪い場合が多いので地震時には特に揺れが大

きくなり，液状化も懸念される． 

地形分類データと精密地形情報による地盤高など

を加味することで，地形分類と災害等との相関関係

をより明確化・精緻化することが可能となる． 

○地形の３Ｄ表示やアニメーション 

精密地形情報の３Ｄ表示やアニメーションも効果

的なものである．従来は精密地形情報に陰影段彩を

施し面的に表示するが，これを鳥瞰的な３Ｄ表示や
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アニメーションにすることにより，一層の臨場感を

もって地形を解釈することが可能になる． 

ヒートアイランド現象やビル風といった都市環境，

あるいは地形や眺望を考慮した都市景観といった分

野での活用も期待できる． 

○地震発生時における倒壊建物等の検出 

航空レーザ測量が広範に行われ，オリジナルデー

タも含めた精密地形情報の蓄積が進めば，将来，地

震発生時における倒壊建物等の迅速な検出に役立つ． 

発災前の平常時に取得したDSM と発災直後の航空

レーザ測量で取得されたDSM を比較し，建物等の高

さの差分を求めるなど高さの変化を手がかりに建物

倒壊等を迅速に検出でき，被災者救助に役立つこと

が期待できる． 

 

６．普及・啓発 

国土地理院では，データ整備・提供を進める一方，

一層の活用を図るため，利活用のためのセミナー開催

や「1:25,000デジタル標高地形図」の解説書を作成し，

普及・啓発にも努めている． 

 

６．１ 利活用セミナーの開催 

国土地理院では航空レーザ測量による精密地形情報

等の防災等での利活用を促進させるため，各地でセミ 

ナーを開催している．平成18年度は都内，平成19年 

度は名古屋市，そして平成20年度は新潟市で開催した． 

 

６．２ 解説書の作成 

「1:25,000デジタル標高地形図」がより利活用され

ることを目指すもので，図内の幾つかの地区について

地形の形成や街並みに着目した記述を付した資料であ

る．まず「東京都区部編」と「名古屋編」を作成した

が，今後も同様の作成に取り組みたいと考えている． 

図－12は「東京都区部編」の中の荒川下流域周辺に

おけるゼロメートル地帯について記述した頁である． 

 

７．終わりに 

国土地理院では精密３Ｄ電子基盤情報整備事業とし

て精密地形情報を引き続き整備を進めるとともに，

「1:25,000デジタル標高地形図」整備も進めていると

ころである． 

一方，国土交通省河川局では平成20～21年度におい

て，全国の一級河川の河川区域・氾濫区域等を対象に

精密地形情報の整備が進められている． 

これにより精密地形情報の整備が一層進捗するとと

もに，インターネットによるダウンロード提供が実施

されることにより情報整備に加えて流通・共用も進み，

GIS を駆使した行政サービスの高度化や新規事業・産

業の創出にもつながり，国土管理への貢献も期待でき

る． 

これらを念頭に置きつつ，今後もデータ整備・提供

や普及・啓発などに努めていきたい． 

 

 

図－12 解説書「東京都区部編」（一部頁を抜粋） 
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