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1．はじめに
近年、無人航空機（以下「UAV（Unmanned Air 

Vehicle）」）が急速に普及しており、空撮、測量、物資
運搬など様々な分野での活用が検討されています。当セ
ンターでは、UAVを利用した土砂移動実態の把握や砂防
調査への適用について研究しています。ここでは、UAV
を利用したレーザー計測の砂防調査への適用研究の一例
についてご紹介します。

2．UAVによるレーザー計測
近年ではレーザー計測装置の小型化・軽量化も進んで

おり、比較的大型のUAVであれば小型のレーザー計測装
置を積載できるようになり、UAVによる航空レーザー計
測が可能になりました。有人による航空レーザー測量で
は、飛行機やヘリコプターなどの航空機による高高度か
らの計測となるため、計測機器の精度に依存する空間分
解能の制約により、小規模な地形の凹凸や土砂移動を精
度よく把握することが難しい場合がありました。一方、
UAVは低高度での飛行が容易であり、低高度からの計測
ではレーザーの減衰が少なくなるため、有人機による計
測に比べてより高精度かつ高密度な地形データ等の取得
が可能という利点があります。

そこで当センタ－では、中日本航空株式会社と共同し、
UAVに小型レーザースキャナを搭載した航空レーザー計
測システム「TOKI」を利用して、災害後などで人の立
ち入りが危険な場所の地形データの取得や、微地形・微
細な土砂移動現象把握への適用性を検証することを目的
として研究を行いました。

3．UAVレーザ計測システム「TOKI」の概要
TOKIは、UAV（マルチコプター）と、小型レーザー

スキャナ、及び位置情報等の制御・記録を行う計測シス
テムから構成されています（図-1）。

UAVには、マルチコプターの産業用ドローンを使用し
ています。1フライトあたりの航続可能時間は、安全を
考慮してバッテリーの消費率40％の12分として運用し
ました。なお、一部の調査では、UAVに無人ヘリコプ
ター（R-MAX）を利用した運用も実施しています。

レーザースキャナは、非常に軽量・小型で省電力な機

種で、以下のような特徴があります。
・ 最大500,000点/秒の測定レートを有しており、低

高度からの計測により高密度の計測が可能
・ 330°の広い照射角を有しており、機体側面から上

部にかけても計測が可能（図-2）
計測システムは、前述のレーザースキャナに加えて、

衛星航法システム（GNSS）により機体の位置情報を取
得するためのアンテナ、3軸の角速度と加速度を検出し、
機体の傾きを記録するための慣性計測装置（IMU）、お
よびそれら計器の制御装置（PC）を搭載しています。

TOKIの基礎性能については、水平精度は約3cm、標
高精度は約1cm、点群（レーザーによる照射点）密度は
およそ300点で、国土交通省公共測量作業規程における
有人の航空レーザー計測基準と比べても、高密度かつ高
精度な計測ができることがわかります。

図-2　小型レーザースキャナ（左）とその照射角のイメージ（右）
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図-1　TOKIの構成
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4．構造物とリルガリ形状の把握
セルダムの堤体、及び下流法面を対

象としてUAVによるレーザー計測を実
施しました。当該地は、計測の数年前
にセルダムが完成し、施工後に法面整
形がなされていましたが、その後の豪雨
により侵食が生じ、法面に小規模なガ
リが形成されていた箇所です。

点群データから作成した陰影図を
図-3に示します。まず、セルダムの形
状については、側面の鋼矢板の波目形
状や天端コンクリートとの隙間、手す
り等に至るまで高精細に計測できてい
ることがわかります。また、セル同士の
接合する部分など、奥まった部分につ
いてもレーザーデータを取得できていま
した。以上のように、構造物の詳細な
形状及び位置座標の把握が可能であっ
たことから、出水による鋼矢板の衝突
痕や変状、コンクリート構造物のクラッ
ク等も把握が可能と考えられ、砂防施
設の点検等や維持管理にも活用できる
と考えられます。

また、ガリについては側面も含め、最
深部まで点群データが取得できていまし
た。3次元点群データより分析したガリ
の最小の幅は0.27m、深さ0.11mと
小さいものから、最大では深さ1.90m
と、非常に深いガリまで計測可能であ

項目 仕様・性能
全長 1.40×1.40×0.55（m）
機体重量 34kg
ペイロード 約10kg（計器未搭載時）
航行速度 5 〜 30km/h
航続可能時間 12分（バッテリー消費率40％）
有効測定レート 500,000測点/秒
視野角 330°

表-1　TOKI の基本性能 ることがわかりました。このことから、UAVによるレー
ザー計測を複数時期に行うことで、これまで有人による
レーザー計測では把握できなかった小規模な土砂移動や
その移動量が把握できると考えられ、火山噴火などで火
山性堆積物の流出が継続している場合の土砂生産域にお
ける経年変化の把握などへの活用が期待されます。

5．オーバーハング地形の把握
有人機によるレーザー計測では、上空から垂直にレー

ザーを照射するため、崖などでは側面にレーザーが照射
される割合が少なくなり、地形の再現が難しくなる傾向
にあります。そこで、機体側面から上部にかけても計測
が可能というUAVレーザー計測の特徴を生かし、オー
バーハング地形を有する急峻地点において、地形の再現
性について検証を行いました。

計測の結果、オーバーハング箇所でも他の斜面と同等
の密度の点群が取得できました（図-5）。UAVによるレー

方法
条件 

（対地高度/
速度）

水平精度 
（標準偏差）

標高精度 
（標準偏差）

点群密度 
（/1m2）

TOKI 80m
15km/h 0.031m 0.009m 300

固定翼 2,000m
260km/h － 0.054m 1

回転翼 450m
100km/h 0.026m 0.018m 16

表-2　TOKI の計測精度※

※高橋 弘　�超小型モバイルレーザ計測装置のUAV�への適用、先端測量技術�107号、p.102-114、2015を基に整理

図-3　点群データによる陰影図

図-4　堰堤の下流法面の断面
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ザー計測は、有人機によるレーザー計測よりも地形の再
現性が高く、崖や崩壊地の形状や植生下の転石といった
災害の要因の発見にも有効と考えられます。

6．礫径の把握
有人による航空レーザー測量では、計測精度にもより

ますが一般に礫を判別する事は難しく、さらに形状を判
別することが可能なのは巨礫のみです。一方、空中写真
によるSfM（Structure from Motion）では小さな礫
の形状も判別できますが、長さの指標を持たないため、
精度良く計測することは困難です。そこで、UAVによる
レーザー計測による礫径の計測・把握を試行しました。

遊砂地の流路に配置されている礫を対象として、1m
未満の礫を任意に49個選定し、位置と直径を実測し、
UAVレーザー計測で取得した点群データから礫の抽出を
行い、抽出の可否の検証を行いました。

取得された点群データからは、周辺の礫と大きな差異
（大きさや高さ）があるものについては判別が可能でした
が、周辺の礫に埋もれているものや丸みのあるものにつ

いては、縁が明瞭に表現されず、抽出しにくい傾向にあ
りました（図-6）。選定した礫の礫径は、最大77cm、
最小で5cmで、点群データによる判別は、礫径別にみる
と、礫径が50cm以上の礫は全数の判別が可能でした
が、礫径が25cm 〜 50cmの礫では8割程度、25cm
以下では7割弱の判別率でした。なお、判別ができな
かった礫は9個で、いずれも礫径が38cm以下、周囲の
礫と密着しているものでした。

以上の結果から、50cm程度の礫については、UAVに
よるレーザー計測での形状把握が可能であることがわか
りました。一方、礫径の小さいものについては点群データ
のみでの判別では精度がおちるため、画像を併用し、レー
ザーデータで判別が可能な礫を長さの基準として、画像
から大凡の礫径を推定する方法が有効と考えられました。

7．立木の把握
UAVレーザー計測による点群データを基にした樹高・

胸高直径の把握を試行するとともに、同時に地上調査を
実施して実測値との比較を行い、立木調査への適用性を
検証しました。

まず、UAVレーザー計測により取得した点群データか
ら、胸高直径の把握を行いました。樹木は、胸高直径と
して（地上高1.5m付近）の点群を抽出し、点群から樹木
の本数と直径を測定しました。計測の結果、直径30cm
程度の樹木については、詳細な断面形状まで把握するこ
とができましたが、5cmを下回る小径木については、樹
木として抽出できる場合でも、点群密度の関係から正確
な断面形状及び直径の把握は困難でした（図-7、8）。ま
た、下層植生が密な場合や急傾斜地では、大径木でも樹
木の形状把握は困難な場合がみられました（図-9）。

また、点群データによる計測値と地上調査による実測
値との比較をすると、人工林など立木密度の比較的小さ
いではほぼ一致するのに対し、立木密度の比較的大きい
広葉樹林などではばらつきがおおきくなる傾向がみられ
ました。レーザー計測の特性から、立木密度が大きい場
合や下層植生が多い場合は、幹にレーザーが照射されな
いため、抽出の精度が低下するものと考えられました。

以上の点から、UAVレーザー計測による立木調査は、
人が立ち入れない箇所の調査に有効な手段ですが、点群
データによる樹木の抽出可否は地形や下層植生の状態に
大きく依存すること、立木の胸高直径や樹高を機械的・
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図-5　点群データによる斜面の陰影図（上）と断面図（下）

図-6　礫の判別状況
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自動的に解析するのは困難であることなどから、適用条
件を考慮した運用が必要と考えます。

8．崩壊地の状況把握
崩壊地の点群データを基に、概況把握及び拡大崩壊兆

候の把握（亀裂の有無）を試みました。対象とした崩壊
地は、崩壊の発生から時間が経過していて植生が回復して
おり、空中写真判読（図-10）では植生により全体像が十
分に掴めず、ひとつの崩壊と思われていましたが、UAV
レーザー計測により大きく分けて3箇所の崩壊があること
が確認されました（図-11）。植生下の地形の把握に有効
であるというUAVレーザー計測の利点が活きた事例です。

また、点群データから作成した陰影図では、崩壊地A
上部にはわずかに亀裂の様な形状が確認でき、拡大崩壊
の兆候を捉えられた可能性があります。ただし、亀裂は
対象地の最高標高地点にあり、飛行ルートと高度の関係
から内部形状までは捉えられませんでした。本研究のよ
うな目的の調査では、対象地の直上を飛行するような注
意が必要と考えられます。

この事例のように、樹冠で覆われてしまっている箇所
での地形の把握や、人の立ち入りが困難な崩壊頭部の地
形把握にUAVレーザー計測は有効と考えられます。

9．おわりに
本稿では、UAVを利用したレーザー計測による調査事

例をご紹介しました。しかし、UAVの機体の開発は日進
月歩で、機体性能の向上はもちろん、固定翼・回転翼に
かかわらず様々なプラットフォームの開発も進められて
います。当センターでは、そのような最新の技術を取り
入れつつ、利用分野の拡大も含めて、UAVの砂防分野で
の活用の研究を進めて行きます。

断面

0.5m

図-7　大径木の抽出
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図-8　小径木の抽出

樹木として抽出可能 下層植生により抽出が困難

図-9　樹木の抽出が困難な場合の一例 図-10　対象地の空中写真
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図-11　点群による陰影図と亀裂
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