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１１１１. . . . はじめにはじめにはじめにはじめに    

レーザプロファイラは、光を能動的に発射し、

対象物から反射してくる時間を計測し距離を測る

が、現在地形計測に用いられている機器は、使用

している波長帯が近赤外域であるため、水域では

水底まで届かず（吸収される）計測不能か水面ま

での距離を計測することとなる。 

現在シミュレーション等で河川地形が必要な場

合、河川定期縦横断データ等から推定して用いる

場合が多く、陸域と水域では精度に大きな違いが

ある。実際の河床地形を精度良く取得できれば、

より現実的な解析が可能ではないかと考えられる。 

河床地形を面的に計測する手段としては、音響

測深によるマルチビーム測深機が挙げられるが、

ここ数年、緑の波長帯を用いた航空機搭載型グリ

ーンレーザ測深技術による水底地形の面的計測手

法が実用化されつつある。日本ではまだ計測実績

も少なく、データを目にする機会も少ない。本報

告では、グリーンレーザ装置を航空機に搭載し、

河川における深浅測量を実施した結果を、他デー

タと比較しながら紹介するとともにシミュレーシ

ョンへの活用を試みたので報告する。 

2. 2. 2. 2. グリーンレーザプロファイラグリーンレーザプロファイラグリーンレーザプロファイラグリーンレーザプロファイラについてについてについてについて 1)    

グリーンレーザ装置は、緑域波長のレーザパル

スを使用して距離を計測する装置で、その波長特

性により水中を透過して詳細な水底地形を捉える

ことができる（図 1 参照）。現在主流となっている

グリーンレーザ装置は、LADS Mk3（Fugro LADS 社

製）や VQ-820-G（RIEGL 社製）があり、それぞれ

の計測性能は表 1 のとおりである。計測間隔は条

件にもよるが、通常 50cm から 1m となっており、

陸上用の LP データと遜色はない。最も気になる計

測可能な水深については LADS Mk3 では透明度の

2.5 倍、VQ-820-G では 1 倍となっており、濁流時

に計測することは不可能であり、透明度がある時

期に計測する必要がある。 

    

図図図図    1111    水面における水面における水面における水面におけるレーザパルスの反射の違いレーザパルスの反射の違いレーザパルスの反射の違いレーザパルスの反射の違い    

表表表表    1111    機材諸元機材諸元機材諸元機材諸元    

    

3.3.3.3.検証用検証用検証用検証用計測データについて計測データについて計測データについて計測データについて    

グリーンレーザプロファイラによる水底地形の

計測精度、計測可能水深の限界等を把握するため、

三重県の西南海岸及び雲出川の河口付近において、

河川域と海岸域の計測を行った。計測は LADS Mk3

及び VQ-820-G で行った。計測諸元を表 2 に示す。 

表表表表    2222    計測諸元計測諸元計測諸元計測諸元    

精度の検証は、海岸域のみ実測による深浅測量

結果が入手できたので、各計測点の標高値を比較    

装置名 LADS Mk3 VQ-820-G

計測年月 平成24年12月上旬 平成24年12月上旬

飛行高度 約450m 約450m

レーザ点間隔 4m 0.5m

装置名 LADS Mk3 VQ-820-G

メーカー Fugro LADS RIEGL

発射パルス波長 532nm（緑域） 532nm（緑域）

最大水深計測深度 水の透明度の2.5倍（最大80m） 水の透明度の1倍

スキャン周期 18scans/sec 50～200scans/sec

レーザ発射回数 最大1.5ｋHz 最大520kHz

レーザ照射範囲 最大42度 最大60度

計測間隔 可変（2×2 m～8×5 m
通常50cm～1m程度
（計測条件による）

ビーム幅
約3m（飛行高度に因らず

水面で一定）
1mrad（対地1000mで1m幅）

レーザ測距精度 0.15m 25mm

照射エネルギー 5mJ 0.02mJ

レーザクラス Class 4 クラス3B

陸上地形計測範囲 標高50mまで
標高1500mまで（反射率ρ≧20%）

標高2000mまで（反射率ρ≧60%）

標準飛行高度 360～900m AGL 600m AGL
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することにより行った。平均較差を表 3 に示す。 

表表表表    3333    実測実測実測実測値値値値と計測値の平均較差と計測値の平均較差と計測値の平均較差と計測値の平均較差    

計測時期と深浅測量時期が一致していないため

平均較差は精度の目安と見るべきだが、計測精度

において両装置に大きな違いはなく、1/1,000 図

面の精度を持っていることを示している。 

計測限界水深は、今回の計測においては表 4 に

示す結果となった。 

表表表表    4444    計測限界水深計測限界水深計測限界水深計測限界水深    

上記の結果は、海岸域が河川域と比べ濁りや流

れの影響を受けにくいためと考えられる。また、

両装置の違いはレーザの強度によるものと考えら

れる。河川域での計測画像を図 2 に示す。水域に

おいてもデータの欠測

は見られず、河床地形

がよく表現されている。 

基盤地図情報の 10m メッシュ、近赤外レーザ、

グリーンレーザの各データから作成した横断面図

の比較を図 3 に示す。水域において基盤地図はそ

の解像度から河床状況を表現しておらず、近赤外

は水面の一様な高さを取得している。一方グリー

ンは河床形状を表現していることがわかる。    

4. 4. 4. 4. 洪水流洪水流洪水流洪水流シミュレーションへの活用の試みシミュレーションへの活用の試みシミュレーションへの活用の試みシミュレーションへの活用の試み    

グリーンレーザデータおよび近赤外レーザデー

タから作成した河床地形により洪水流シミュレー

ションを行い比較した。計算は HyperKANAKO2)を使

用し、詳細な河床地形を扱うため地形データのサ

イズは 2m メッシュとした。なお、グリーンレーザ

シミュレーション用 LP データは、陸域を近赤外レ

ーザ、水域はグリーンレーザデータを用い、合成

することにより水域から陸域まで切れ目のないデ

ータを作成し解析に使用している。 

        

図図図図    3333 比較横断面図比較横断面図比較横断面図比較横断面図((((赤：近赤外赤：近赤外赤：近赤外赤：近赤外    緑：緑：緑：緑：Green Green Green Green 青：基盤地図青：基盤地図青：基盤地図青：基盤地図))))    
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5555. . . . まとめまとめまとめまとめ    

本稿では，グリーンレーザプロファイラによる

河床地形データの取得について、実際の計測例を

紹介するとともに、シミュレーションへの活用の

試みを報告した。河床地形計測の詳細な精度検証

は今後の課題となるが、広範囲を迅速に計測可能

な航空機をプラットフォームとしたグリーンレー

ザ河床地形計測は、精度的にも他手法と遜色なく

有効な手段と考えられる。一方地形データが詳細

になるに従い、計算処理にかかる時間が問題とな

る。今後のプログラム開発の課題としたい。 
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図図図図    2222    計測結果画像計測結果画像計測結果画像計測結果画像    

基盤地図基盤地図基盤地図基盤地図    

近赤外近赤外近赤外近赤外    

グリーングリーングリーングリーン    

水域水域水域水域    

装置名 LADS Mk3 VQ-820-G

平均較差 0.37m 0.33m

装置名 LADS Mk3 VQ-820-G

海岸域 水深約20m 水深約5m

河川域 水深約2m 水深約2m
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低低低低    <<<<----    流動深流動深流動深流動深    ----> > > > 高高高高    

図図図図    4444    シミュレーション結果の比較シミュレーション結果の比較シミュレーション結果の比較シミュレーション結果の比較    

グリーンレーザグリーンレーザグリーンレーザグリーンレーザ    

近赤外近赤外近赤外近赤外レーザレーザレーザレーザ    

- B-381 -




