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概要：現在は DEM(Digital Elevation Model)と 3Dプリンターを利用すると手軽に立体地形模型を誰でも作成す

ることが可能となっているが、なかなかその利用が進んでいない。その原因はそれを手軽に実現することが可能

なアプリケーションソフトウェアが存在しない為と考え、DEMと 3Dプリンターを利用して手軽に立体地形模型

を作成することが可能なアプリケーションソフトウェアの開発を行うことにした。日本では国土地理院の DEMを

ネットから誰でもダウンロードできるため、データはこれを利用する。また、3Dプリンターはだれでも入手可能

な FDM型プリンターを利用する。これらを統合して日本国内の任意の地形をブロック単位で立体地形模型として

出力することが可能となるシステムの開発を行う。 
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1. はじめに 

 一般に地図は平面であるが、地形は立体である

ため地形を表す地図も本来は立体であるべきで

はないかと考えられる。また、3D プリンターは

現在多くの分野で利用されている。一方で国土地

理院が発行しているDEMの活用用途はまだ少な

く、より活用すべきであると思われる。そこで本

研究では DEM と 3D プリンターを利用して地形

を立体のまま手に取れるようにすること、またそ

の過程を工夫することでより使いやすくするこ

とを目的に立体地図を作成するシステムの構築

を行う。 

 

2. DEM を用いた立体地図模型の作成 

2.1 本研究で構築するシステムの設計 

 本研究では 3Dプリンター利用のデータフォー

マットにWavefront OBJ形式（以下OBJファイル）

を用いた。OBJファイルはテキスト形式で主に頂

点座標とテクスチャ座標と法線の 3 つの情報と、

それらをつなぐインデックスが記述されている。 

本研究では DEM を図 2.1 で示すフローで変換

し、3D プリンターを用いて印刷する。 
 

 

 

 

 

図 2.1 印刷までのフローチャート 

2.2 既存システムとの比較 

 類似のシステムとして国土地理院が提供する

地理院地図 3D がある。長方形で選択した範囲の

地形の 3D データを 3D プリンターのデータフォ

ーマットでダウンロードできる機能がある。しか

し、このシステムには以下の課題があると思われ

る。 

・高さ情報そのままのモデルがダウンロードされ

るため、印刷時に高さの分だけコストがかかる。 

・東西及び南北方向の範囲を選択するとき距離に

対するデータ量を値で設定できない。 

・地図上で選択できる範囲の大きさは 256×256

ピクセル～2048×2048ピクセルである。 

そこでこれらの課題を解決し、より実用的に

DEM から 3D モデルへの変換を行うシステムの

開発を目指した。 

 

3. 実験システム 

3.1 運用環境 

実験環境を以下に記す。 

OS：Windows 10 Pro  メモリ：32.0GB 

USB メモリ：8GB 

また、使用したソフトと用途を以下の表に記す。 
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ソフト名 用途 

Visual Studio 2015 システムの作成 

3D Builder OBJ ファイルの確認 

ideaMaker 3.3.1 スライサー 

Raise3D N1 3D プリンター 

 

3.2 システム構築と実装 

 システム構築の手順を以下に記す。 

(1) DEM から標高のデータを読み取る機能の実

現。データの個数は 1 ファイルにつき東西

方向に 1125 個、南北方向に 750個の標高デ

ータが記録されている。 

(2) 読み取ったデータを OBJファイル形式に変

換し出力する機能の実装。 

(3) 標高データを分割して OBJファイル形式に

変換し出力する機能の実装。 

(4) 読み取ったデータを内側が空洞の OBJファ

イル形式に変換し出力する機能の実装。 

(5) 出力範囲内の標高データすべてから高さが

指定した値分だけ等しく減少される機能の

実装。 

(6) 縦横のデータ数を変える機能の実装。 

(7) 標高に任意の倍率をかける機能の実装。 

 

4. 出力結果 

 前項 3.2の機能が実装されたソフトウェアを用

いて実際の地形模型の出力を行った。その結果を

図 4.1-4.2 に示す。図では富士山の山頂付近の標

高データを処理して作成した OBJ ファイルを、

3D Builder で確認したもの(a)とスライス後 3D プ

リンターで出力したもの(b)をそれぞれ示す。 
 

 

 

 

 

      

   (a)OBJ ファイル    (b)3D プリンター出力 

図 4.1 富士山の山頂付近のモデル（南側） 

 

 

 

 

     

   (a)OBJ ファイル     (b)3D プリンター出力 

図 4.2 富士山の山頂付近のモデル（東側） 

次に高さを削減するシステムの結果について

述べる。富士山の山頂付近のモデルを積層ピッチ

0.1000mmでスライスするとき、標高を 1500m分

削減する前と後でそれぞれ ideaMakerが出した印

刷見積もり予想の結果を表 4.1にまとめた。 

表 4.1 標高削減前後の印刷見積もり結果比較 

 1500m削減前 1500m削減後 

印刷時間 78087 秒 53967 秒 

材料量 141.2 g 87.6 g 

価格 635.6 円 394.31 円 

標高を 1500m 削減すると印刷時間は 64.5％、

材料量と価格は 62.04％に抑えられた。 

また、地図の出力範囲はそのままにデータ数を

削減するシステムについての結果を図 4.3に示す。

(a)は 375×375 のデータ数、(b)は 125×125 のデー

タ数の富士山山頂付近のモデルを ideaMakerで確

認したものである。(b)のほうがデータ量が少な

いため地表面は粗くなっている。 

(a)375×375 のデータ数  (b)125×125 のデータ数 

図 4.3 富士山頂の 3D モデル画像 

  

5. おわりに 

 本来 3D である地形を 3D プリンターで印刷し

3D のまま手に取れるようにすることで、教育や

趣味をはじめとした広い分野で活用ができると

考えられる。また本研究では DEM データを処理

する過程で工夫をすることで所要時間や費用が

抑えられたりデータの粗さを調整できたりとよ

り実用的にすることができた。今後、本研究で作

成した OBJ ファイルを地理院地図の他のデータ

や外部のデータと組み合わせたり、ほかの CG ソ

フトや Unity などにインポートして活用したり、

特徴量抽出など他の技術と組み合わせたりする

ことで、3 次元の地図データがよりいろいろな用

途で使われることを期待する。 

参考文献 

[1] 国土地理院, “立体地図（地理院地図 3D・触

地図）,” 国土地理院, 19 3 2014. [オンライン]. 

Available: https://maps.gsi.go.jp/3d/. [アクセス日: 

25 1 2019]. 


