
図 1.UAV レーザスキャナ 

図 2.基準点の標識

図 3.標識の計測結果
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1. はじめに

国土交通省では、生産性革命をめざした新たな社会

資本整備として、三次元データを基軸とする建設生産・

管理システムを実現するため BIM/CIM の取り組みを推

進しています。 

BIM/CIM にて調査、設計段階から三次元モデルを導入

することで、施工や管理段階まで品質を確保し、生産性

を向上することが求められています。さらに、近年の大

規模な土砂災害への対応として、安全かつ迅速に三次

元地形データを取得することが重要です。

本稿では、UAV レーザスキャナを中心とした三次元で

地形を測量する技術とその精度管理の手法を追究する

とともに、砂防調査や設計での有効な利用方法につい

て考察します。 

2. 砂防事業地を対象とした他の三次元測量との比較

2.1 三次元測量の比較 

砂防事業地を対象とした三次

元測量を多数実施した経験から、

UAV レーザスキャナ（図 1）と地

上レーザスキャナ、UAV写真測量、

航空レーザ測量を地形データ精

度の信頼性、効率性、経済性、安

全性の観点から比較、考察した

結果を表 1 に示す。 

 

表 1よりUAVレーザスキャナによるデータ取得が相対

的に優位と考える。  

2.2 UAV レーザスキャナの特徴的な優位点 

①上空からの観測は、死角が無いうえレーザの入射角が

大きいため、植生下であっても充分にレーザが到達す

る

②UAV は低高度、低速度であり、渓流等の谷地形でも高

密度にて地形データを取得することが可能となる

③計測作業および点群解析に要する時間が大幅に短縮

され、コストも縮減される

④急勾配地など危険箇所への立入りが省略できる

3.精度管理上の課題への対処

3.1 UAV レーザスキャナの特性と精度管理上の課題 

トータルステーション（以下 TS）や GNSS 衛星測量機

での観測では、基準点に測量機を設置し計測すること

で目標点の座標値、標高値を確定できる。一方で UAV レ

ーザスキャナは、「レーザスキャナが空中を移動し照射

部分が不随意に回転する」という特性上、任意の目標点

を狙って測定することはできない。 

 UAV レーザスキャナによる測量の精度管理は、従来の

測量機による基準点の観測値との較差が許容範囲内で

あるかを確認する。したがって三次元点群の中から基

準点を判別する必要がある。しかし、どの点が基準点を

測定しているかを明確に判別することはできない。 

 つまり、UAV レーザスキャナの基準点として「円錐形

の頂点」等の特徴点を測定し、従来の測量機での観測結

果と合致させたとしても、その特徴点が頂点をとらえ

ていたかどうかは、偶然の可能性

を否定できず、データ集合の中か

ら都合のよいデータを抽出する

こととなり、論拠的に精度を管理

できない。 

このため、基準点に設置する標

識の形状と計測した後のデータ

処理が精度管理上の課題となっ

ていた。 

3.2 基準点標識としての専用平板 

 前節より、特徴点で精度を管理

するのではなく、測定対象物を形

成する点群をひと塊として計測

することを考案した。 

中心を測量三脚に固定できる 

よう加工した正方形（0.90m× 

0.90m）の平板を製作し、図 2 の 

ように地表面と水平に基準点上に設置する。 

砂防調査・設計に有用な UAV レーザスキャナによる三次元地形データ取得にあたっての考察 
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図 4.基準点標識の計測イメージ 

表 2. 精度管理表（抜粋）TS 観測との較差 

基準点名 計測点数 ΔX（ｍ） ΔＹ（ｍ） ΔＨ（ｍ）

HK1 262 0.053 -0.065 0.024

HK2 361 0.043 -0.041 0.018

HK3 477 0.039 -0.024 0.011

HK4 392 0.028 -0.055 0.019

HK5 191 0.047 -0.072 0.031

HK6 245 0.078 -0.045 0.022

0.048 -0.050 0.021平均変位  

図 5.UAV レーザによる全計測 
の平均と基準点(HK3)の較差 

図 6.砂防事業の三次元モデル作成例(視線を変えた 2 画面) 

森林内の設置であっても、三次元点群からレーザの反

射強度で平板を特定できるよう、白色塗料を上面に塗布

している。 

天竜川上流直轄砂防管内の新宮川流域での砂防事業

計画地にて、平成 30 年 1 月に三次元測量を実施する際

に、この専用平板を採用し精度を管理した。 

基準点標識の設置数は、公

共測量作業規程の航空レーザ

測量の欄を準用し、点数は計

測対象面積（km2）を 0.25 で割

った値に 1を足した値とし、最

低数は 4点とする。可能な限り

計測対象全域で均等に配置す

る。 

図 4 のとおり、標識を設置

後、平板中心の座標・標高値を

TSにて測定したうえで、UAV レ

ーザスキャナで三次元測量す

る。平板に照射された計測点

群は、図 3のように容易に判別

することができる。 

3.3 UAV レーザスキャナ測量 

の精度管理 

図 5 のとおり、平板内の全

計測点の座標・標高値を平均

し、これを精度管 

理の対象とした。 

理論上、平板の

計測点数が増え

るほど、その平均

値は平板の中心

に近似する数値

となり、検証の確

度が高くなる。 

3.4 精度管理結果と今後留意する事項 

 表 2 に示すように、座標較差は平均で 50mm 以内、標

高較差は 21mm となり、専用平板を使用し、精度管理し

たことで、UAV レーザスキャナシステムの高密度な計測

と高精度な点群解析を裏付ける結果になった。また点

検として地上レーザにて計測した三次元地形データと

の検証を行い、整合していることを確認している。 

ただし UAV レーザスキャナシステムは普及途上であ

り、従来の測量機器と違い、客観的に機械器具の検定を

実施し証明する機関が存在しない。したがってシステ

ムの中のレーザスキャナ、GNSS、IMU、UAV 機体のうち

何れかが劣化し、調整を要する事態になったとしても

気付かない可能性がある。

その対処として日頃の整備や適時に行うキャリブレ

ーションを基本とし、全ての計測につき前節までの精

度検証を適切に実施することが不可欠である。さらに

点検測量として、測量機器検定を受けた測量機器によ

り、地形測量や横断測量を適当な範囲で実施し、三次元

地形データとの整合を確認することが望ましい。 

4.砂防調査、設計での有効利用

砂防事業では、概略、予備、詳細と順を追って設計が

進められている。UAV レーザスキャナ測量にて三次元地

形データを取得しておけば、以降の設計で必要な縦横

断図等は、自由に展開が可能となる。図 6 のように施設

の検討位置や道路ルート位置の追加、変更があっても

即座に地形形状を確認でき、スムーズかつスピーディ

ーで経済的な設計が行える。 

 

このためには、専用平板を活用した UAV レーザスキ

ャナ測量を精度よく実施することが必要となる。砂防

事業地の場合には、周辺に細かな構造物がさほど存在

しないため、地盤面の変化を主に把握することができ

れば砂防施設設計には有効である。これに必要な点群

データ密度の取得が十分に可能と考える。 

5.おわりに

今回は、砂防の調査・設計にあたり UAV レーザスキャ

ナにより三次元で地形測量する優位性を述べるととも

に、主に専用平板を活用した精度管理について論じた。 

なお実施にあた

っては、流域内の

森林の粗密、下草

の程度、範囲内の

構造物の状況、航

行時の安全確保に

よる制約等によっ

ては、十分な点群

データが得られな

い場合もある。こ

のような場合に

は、図 7 のように

他の三次元測量と

の併用や精度向上

のためのフライト

計画等を十分検討したうえで実施する必要がある。 

今後も生産性革命を担う、UAV レーザスキャナによる

三次元地形測量とその活用の向上に向け、改善検討を

引き続き進めたい。

 図 7. UAV レーザと地上レーザの
併用による作業計画例  
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