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1. 機能 

 

国土地理院の基盤地図情報(数値標高モデル)の 5m メッシュ・10m メッシュの「JPGIS2.0 形式」と「JPGIS2.0(GML)

形式」の xml および zipファイルを十進緯度経度の TIFF(標高)ファイルに変換します。 

複数の XMLファイルがひとつの TIFF(標高)ファイルになります。 

 

 

数値標高モデルの xml、zip  ⇒ TIFF(標高) 

  十進緯度経度     十進緯度経度 

 

基盤地図情報の数値標高モデルについて  

xml 
xml 

xml 

zip 

  zip 

  xml 
xml 

xml 

TIFF(標高) 

 .tif 

 .tfw 

範囲指定のポリゴン 

 kml,kmz 

 shp(ポリゴン) 

 dxf(閉じたポリライン) 

http://www.geocoach.co.jp/
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 国土地理院のページ 

 https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php 

  

 

 

 https://www.gsi.go.jp/kiban/faq.html#3-3 

 

基盤地図情報の数値標高モデルの座標は十進緯度経度です。 

緯度・経度の間隔は一定です。 

 緯度・経度の間隔 

5m メッシュ 0.2 秒 

10m メッシュ 0.4 秒 

緯度・経度の両方で同じ間隔なので、その間隔のまま TIFF(標高)へ変換できます。 

 

保存する tifファイルのタグには、位置情報も記録していますが、緯度経度の座標を記録した tfwファイルも保存しま

す。 

https://fgd.gsi.go.jp/download/menu.php
https://www.gsi.go.jp/kiban/faq.html#3-3
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保存した.tfwファイルの例です。 

 

このメニューは、 

Phantom 

 https://www.aerotas.com/phantom-4-rtk-terrain-awareness 

  

で、地形に沿って飛行するための tifと tfwを作るために開発しました。 

 

TIFF(標高)ファイルについて 

 開く TIFF(標高) 

 http://www.geocoach.co.jp/help/TIFOpenElevation0Panel.pdf 

 

2. ダイアログ 

 

https://www.aerotas.com/phantom-4-rtk-terrain-awareness
http://www.geocoach.co.jp/help/TIFOpenElevation0Panel.pdf
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基盤地図情報の数値標高モデル（入力フォルダ） 

基盤地図情報(数値標高モデル)の xml および zip ファイルのフォルダを指定します。サブフォルダも参照し、指定され

たフォルダ以下の 5m メッシュあるいは 10m メッシュの xml および zip ファイルをすべてリードします。 

5m メッシュと 10m メッシュの混在は避けて下さい。 
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 指定したフォルダ内のファイルの例 

 

タイプ 

上記のフォルダに、5m あるいは 10m のどちらがあるかを指定します。 

  

 https://fgd.gsi.go.jp/download/mapGis.php?tab=dem 

 

xml の値が-9999 の場合の処理（ 内水面や海水面の場合の処理） 

数値標高モデルの xml は、内水面や海水面では、標高値の代わりに-9999 が記録されています。 

https://fgd.gsi.go.jp/download/mapGis.php?tab=dem
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この-9999 の値を、ダイアログで指定した標高値に置き換えます。 

海水面の標高値を 0.0 にしたり、山中の湖沼の水面の標高値を指定できます。 

 

平面直角座標系番号 

範囲指定される場合、数値標高モデルを一旦、平面直角座標系に変換して判定します。 

 

範囲指定の DXF、シェープファイル、kml・kmz（入力ファイル） 

TIFF(標高)に変換する範囲をポリゴンで指定します。 

kml・kmz ポリゴンを参照します。 

dxf 始点と終点の座標が同じ、閉じたポリラインを参照します。 

座標は平面直角座標系です。 

shp ポリゴンのシェープファイルを参照します。 

座標は平面直角座標系です。 

 

ジオイド高を加える 

基盤地図情報の数値地形モデルの Z 値は、ジオイドからの高さです。 

地球楕円体からの高さにするためには、ジオイド高さを加えます。下記参照。 

 

TIFF(標高)ファイル（出力ファイル） 

保存する TIFF(標高)ファイルを指定します。拡張子は.tif です。 
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保存した TIFのサイズ等をレポートします。 

 

 

保存したワールドファイル.tfwの例です。 

 

3. ジオイド高について 
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https://www.gsi.go.jp/buturisokuchi/grageo_geoid.html 

 

基盤地図情報の数値標高モデルの Z値は、ジオイドからの標高です。 

 

 

ドローンにセットする TIFFの Z値が「地球楕円体」からの「楕円体高」の場合、このメニューから出力する TIFFの

Z値を 

「ジオイド高」からの「標高」 

ではなく、 

「地球楕円体」からの「楕円体高」 

にするためには、ジオイド高を加える必要があります。 

 楕円体高 ＝ 標高 ＋ ジオイド高 

 

https://www.gsi.go.jp/buturisokuchi/grageo_geoid.html
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https://www.gsi.go.jp/buturisokuchi/grageo_geoidseika.html 

 

上図はジオイド高の分布です。 

 

https://www.gsi.go.jp/buturisokuchi/grageo_geoidseika.html
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 https://vldb.gsi.go.jp/sokuchi/surveycalc/geoid/calcgh/calcframe.html 

国土地理院のページで、ジオイド高が計算できます。 

 

4. 保存した TIFF(標高)の確認 1 

 

保存した TIFF(標高)は 

 QGIS 

 https://www.qgis.org/ja/site/forusers/download.html 

で、開いて確認できます。 

 

tifのタグには、座標系について 

EPSG 6668 (JGD2011) 

を記録しています。 

 

https://www.qgis.org/ja/site/forusers/download.html
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QGIS 3.10.0 での表示例です。 

 

5. 保存した TIFF(標高)の確認 2 

 

弊社のアプリケーションのメニュー 

 ファイル／開く TIFF(標高) 

 http://www.geocoach.co.jp/help/TIFOpenElevation0Panel.pdf 

  

で開いて、十進緯度経度から平面直角座標系に変換して、三次元で表示できます。 

 

http://www.geocoach.co.jp/help/TIFOpenElevation0Panel.pdf
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標高値で段彩したポイントを表示しています。 

 

 

十進緯度経度での範囲、平面直角座標系に変換後の範囲などをレポートしています。 

 

6. 関連するメニュー 

 

数値標高モデルの xml を、それぞれ TIFF(標高)に変換します。 

 数値標高モデルを TIFF(標高)へ変換 2 

 http://www.geocoach.co.jp/help/FGDDem2BlTiffElev2Dialog.pdf 

 

数値標高モデルの xml から、平面直角座標系の図郭別の TIFF(標高)を作成します。 

 数値標高モデルを TIFF(標高)へ変換(XY) 

 http://www.geocoach.co.jp/help/FGDDem2XyTiffElev0Dialog.pdf 

 

7. 更新記録 

 

2019/11/25 

http://www.geocoach.co.jp/help/FGDDem2BlTiffElev2Dialog.pdf
http://www.geocoach.co.jp/help/FGDDem2XyTiffElev0Dialog.pdf
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✔このメニューを作成 

 

2019/11/28 

✔保存する tif に情報を変更・追加しました。 

 1024(GT Model Type) に 2 (Model Type Geographic(緯度・経度)) をセット 

 4099(VerticalUnitsGeoKey)に 9001(Linear_Meter)を追加 

 

2019/12/10 

✔保存する TIFF(標高)の Z値に、ジオイド高を加算できるようにしました。 

 

 

2019/12/13 

✔この説明書を訂正、索引に項目を追加 

 

2019/12/21 

✔この説明書の誤字を訂正 

 

2020/01/05 

✔この説明書に「関連するメニュー」を追加 

 

2020/05/02 

✔説明を追加 

 

2020/07/22 

✔関連するメニューへのリンクを追加 

 

2021/04/11 

✔ダイアログに「左下セルの位置」を追加 

  

 

2021/06/06 

✔関連するメニューへのリンクを追加 

 

8. 索引 

 

EPSG 6668 ............................................................................................................................................... 10 
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JGD2011 .................................................................................................................................................. 10 

Phantom ..................................................................................................................................................... 3 

十進緯度経度 .............................................................................................................................................. 1 

 

 


