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■一人一人の生産性を向上させ、企業の経営環境を改善。

■建設現場に携わる人の賃金水準の向上を図るなど、魅力ある建設現場へ。

■建設現場での死亡事故ゼロに。

■「きつい、危険、きたない」の３Ｋから、「給料が高い、休暇が取れる、

　 希望が持てる」の新３Ｋへ。

*「ｉーConstruction」は、国土技術政策総合研究所の登録商標です。

第63回(2019年度) 北海道開発技術研究発表会論文 

ＵＡＶ搭載型レーザスキャナ－による三次元測量 
―国道5号の急峻な長大斜面での実施例― 
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一般国道５号共和町で、複数の不安定岩体の対策工設計のため測量調査業務等を実施した。

当地は急峻な長大自然斜面であり、斜面対策を考慮すると横断測量間隔20mでは十分な斜面状

況の把握は難しく、またその実施には滑落の危険があった。そこで、これらの課題を解決する

ためＵＡＶ搭載型レーザスキャナーを用いた三次元測量を実施し、既存手法との併用により、

安全に精度が高い業務成果を得ることができたので報告する。 
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１． はじめに 

 国土交通省は、平成28年より「i-Construction」を積極

的に推進しており、建設業界全体を、表-1に示すような

環境に、平成28年からの10年間で移行させていくことを

目標にしている1)。この実現には、業務の効率化が不可

欠であり、三次元データ化により測量業務を効率化する

ことも、その一環として考えることができる。しかしな

がら、災害復旧工事を除いて北海道開発局での実施例は

まだ少ないのが現状である。 
本現場は、後述の通り急峻な長大自然斜面に位置して

いることから、UAV（Unmanned Aerial Vehicle : 無人航空

機）に搭載されたレーザスキャナを用いた測量（以下

「UAVレーザ測量」という。）を実施して、三次元デ

ータを作成した。また、これに加えて、現道部は従来の

測量も実施した。本論文は、UAVレーザ測量の特徴を

述べるとともに、その測定精度を比較検証したものであ

る。 
 

２．方法 

(1)   測量調査の目的 
本測量は、一般国道5号共和町国富地区において、現

況地形及び地物の測量調査を行い、平面図・横断図等、

落石対策設計に必要な基礎資料を作成するものである。 
 
(2)  測量実施箇所と地形の特徴 

図-1に測量調査実施箇所を、図-2に測量調査実施箇所

の平面図を示す。当該地は山間部の長大自然斜面であり、

調査延長が縦断方向に340m、斜面の平均斜度が約40°
で、横断図の平均水平長が約120mの横断測量を、最低

でも21断面実施する必要があった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
また、従来の測量方法では、自然斜面上を人力で登る

必要があるため効率が悪く、作業時に滑落の危険があっ

た。最初に比較的安価なUAV写真測量を検討したが、

植生が濃く実施不可能であった。地上レーザスキャナを

用いた測量も検討したが、植生が濃いため、自然斜面上

に多くの機械設置点が必要であり、滑落の危険が伴うこ

とに変わりはなかった。 
そこで、滑落の危険が回避され、樹木が生い茂ってい

ても地盤高データが得ることができるUAVレーザ測量

を実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表-1 i-Construction の目標 1) 

図-1 測量調査実施箇所            
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測量の種類 機械の概算金額

現地測量 トータルステーション（ＴＳ） トプｺﾝ　GT-1005 300万円

（平面測量） 箱尺 反射スタッフ 5万円×2=10万円

横断測量

縦断測量 レベル トプコン　DL-503電子レベル 25万円

（水準測量） 箱尺 電子スタッフ（バーコード） 2万円×2＝4万円

合計 339≒340万円

使用機種

項目 概算金額

ＵＡＶ（ドローン）  ＤＪＩ Martice600　Pro 60～70万円

バッテリー 4万円×6×4セット≒100万円

レーザスキャナ  Yellow ScanSurveyor 1,200万円

カメラ  可視カメラ 20万円×2＝40万円

三次元処理ソフト  MicroStation Terrasolid 300万円

パソコン  超高性能マシン（現場用と事務所用） 200万円

保険料  UAV及びレ-ザスキャナ用 200万円／年

合計 約2,100万円

使用機種

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(3)   従来の測量およびUAVレーザ測量の実施 
a)      従来の測量 

 従来の測量は、表-2に示す機種を使い、横断測量最上

位点の位置出しや別途地表地質調査に伴う不安定岩体の

位置出し等を行った。横断測量に関しては、後述の通り

UAVレーザ測量では人工物等の鉛直面の測定に向かな

いことから、道路面を中心に自然斜面の最下点まで従来

の方法で測量を行った。 
b)      UAVレーザ測量 

UAVレーザ測量は、UAVに搭載したレーザスキャナ

から地上にレーザ光を照射し、地上から反射するレーザ

光との時間差より得られる地上までの距離と、GNSS
（Global Nvigation Satellite System）測量及びIMU（Inertial 
Measurement Unit：慣性計測装置 ）から得られる機体の

位置情報より地上や地形の形状を調べる計測方法である。 
今回は、図-3に示す飛行計画（フライトパス）を作成

し、表-3、図-4に示す機種を使い、作業順に終点側1回、

起点側1回、合計2回のフライトを1日間で実施した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 測量調査実施箇所の平面図 

表-2 従来の測量の使用機種及び概算金額   

表-3 UAVレーザ測量の使用用機種及び概算金額  

図-3 UAV飛行計画（フライトパス） 図-4 レーザ測量に使用したUAVとコントローラ 
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項    目 パラメータ設定値

対 地 高 度 45ｍ

海 抜 高 度 147m

飛 行 速 度 4.5m/s

コース数 12コース

コース間重複度 50%

パルスレート 300kHz

レーザ照射角 90度

スキャン回数 20Hz

ビーム径(地上部) 12.3cm

パルスモード 点群記録方式

飛行方向計測点間距離 1.9cm

飛行直角方向計測点間距離 1.7cm

＊計画コース図を添付する。

＊計画コース図には、GNSS基準局等を明示する。

番号 点名 標高
オリジナル
データの
平均標高

較差
⊿H

測定
時刻

1 CA2 171.982 171.976 0.006

2 CA3 165.556 165.553 0.003

3 CA4 157.294 157.271 0.023

4 CA5 152.513 152.503 0.010

午前

午後

データ数
平均値
(m)

最小値
(m)

最大値
-最小値
（ｍ）

標準偏差

4 0.010 0.003 0.020 0.009
計測範囲全域の
ＵＡＶ用ＧＣＰ
（標定点）との差

最大値
(m)

0.023

最大値 0.13
最小値 -0.14
分散 0.0031
標準偏差 0.056
(a-b)の平均 0.003

最大値 0.18
最小値 -0.08
分散 0.0058
標準偏差 0.076
(a-b)の平均 0.058

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
表-4は、実施に先立って提出された本調査における飛

行・計測諸元計画表である。対地高度は45m、パルスレ

ートは1秒間に発射されるレーザ数を示し、1秒間に30万
回レーザが発射され、飛行方向に約2㎝、飛行直角方向

にも約2㎝の間隔で測定できるように設定している。 
 

３．測量結果および考察 

 
(1)      既存技術の測定精度 
図-2において、既存技術で測定した3級基準点と仮BM

間の距離は262.44mであり、往復の高さ方向の併合誤差

は2㎜であった。 
  

(2)   斜面部におけるUAVレーザ測量の測定精度 
表-5は、UAVレーザ測定値（補正前のオリジナルデ

ータ）とＶＲＳ（仮想基準点方式：ネットワーク型ＲＴ

Ｋ－ＧＰＳサービス）により求めたＣＡ２～ＣＡ５の標

高との対比を示す。表-6は、表-5を基に標準偏差等を求

めたものであり、高さの差は、最大値が23mm、最小値

が3mm、平均値は10mm、標準偏差は9mmであった。 
較差は、ＣＡ２、ＣＡ３に比べ、ＣＡ４、ＣＡ５が若

干大きく出ている。この理由は、ＣＡ２、ＣＡ３の測定

時は風がほとんどなかったが、ＣＡ４、ＣＡ５の測定時

の風速が5～10m/sあり、風による影響と考えられる。 
今回のUAVレーザ測量では、事前に従来の測量で行

った平面測量成果があり、自然斜面上にX,Y,Z座標を持

つ点が64個あった。この64点で、従来の測量とUAVレー

ザ測量の測定値を比較した。その結果、エラー値とは思

われない両者の差が30㎝以内の点が51個あった。 
表-7(ⅰ)にその結果を示すが、51個の平均でUAVレー

ザ測量による測定値が5.8cm低く出ていた。このため、

自然斜面部のUAVレーザ測量による値の標高全体を

5.8cm上げ、この値をUAVレーザ測量による測定値とし

た。表-7(ⅱ)に補正後の51個の解析結果を示すが、標準

偏差は補正前が7.6㎝、補正後は5.6㎝となった。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
UAVレーザ測量の測定精度はメーカー公称値で±3㎝程

度とされている3)。それに対し、今回の測定精度は、標

準偏差で±3㎝を超えており、測定精度があまり出てい

なかった。この理由としては、本現場が急峻な山岳地形

であり、ＧＮＳＳ衛星の電波を、平地よりは受信しづら

い環境にあったことが考えらえる。 

また、本研究では、ＧＣＰ（標定点）を1フライトに2

点づつ、合計4点設置した。そして、このＧＣＰの位置

情報の取得には、ＶＲＳを使用した。しかし、UAVに搭

載されているＧＮＳＳも、ＶＲＳも、ネットワーク型Ｒ

ＴＫ－ＧＰＳサービスである。このサービスでは、今回

のUAV測量結果のように、従来の測量に比べ、点群全体

の標高が数cm程度上下することがある。 

これに対し、通常の測量調査では、3級基準点や4級基 

準点を現場に設置する。そして、従来の測量によるこ

れら基準点の標高の測定精度は往復で数mm程度（今回は

2mm）である。 

従って、今後は現場に設置されている3級や4級の基準

点よりＧＣＰのX,Y.Z座標値を決定し、UAVレーザ測量結

果を補正することにより、従来の測量成果とUAVレーザ

測量成果との整合性が図れると考える。 
(3)      現道部舗装における比較 
表-8は、従来の測量による舗装高(a)とUAVレーザ測量

による舗装高(b)の差（a – b）を整理したものである（標

本個数145個）。表8(ⅰ)に示すように、UAVレーザ測量

の測定値の方が平均5.1cm下がっていたので、測定値全

表-4 UAV飛行・計測諸元計画表   表-5 ＣＡ２～ＣＡ５の高さの比較（単位ｍ）   

表-6 ＣＡ２～ＣＡ５の標準偏差等    

表-7 従来の測量による地盤高(a)とUAVレーザ測量  

   による地盤高(b)の差（a-b） （単位：ｍ） 

(ⅰ)オリジナルデータ    (ⅱ)5.8cm上げたデータ  
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SP202260 

最大値 0.17
最小値 -0.08
分散 0.0053
標準偏差 0.073
(a-b)の平均 0.051

最大値 0.13
最小値 -0.12
分散 0.0026
標準偏差 0.051
(a-b)の平均 0.002

体を5.1cm上げたのが表8(ⅱ)である。表-8に示すように、

オリジナルデータの標準偏差は7.3cm、補正後は5.1cmと

なった。国土交通省国土地理院の「UAVレーザスキャ

ナを用いた公共測量マニュアル（平成30年3月）」2)では、

「地形計測の目安となる要求精度の標準値として標高値

の標準偏差で10cm以内」と記載されている。これによ

ると、自然斜面部も舗装部も、高さ補正をしてもしなく

ても地形測量の要求精度に入っていた。 
(4)      現道部付近および人工物における比較 
図-5は従来の測量による成果（朱色）とUAVレーザ

測量の成果（黒色）との比較である。SP202260には、水

路カルバートがあり、道路左側にはその吐口があるため

鉛直になっており、道路右側にはトラフが入っている。

UAVレーザ測量では、水路カルバート吐口の鉛直面や

トラフ形状の測定精度は落ちていることがわかる。これ

は、図-6に示すフィルタリング処理（オリジナルデータ

を構成する点群の中から、地表面以外を表現した点群を 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

除去する作業）2)の模式図にある通り、上空からでは鉛

直面にレーザを照射することが難しいため、正確には出

力されなかったものと考えられる。 

図-7にこの場所の「植生あり」のUAVレーザ測量結

果を、図-8に「植生なし」の結果を、図-9に従来の測量

とUAVレーザ測量の対比図を示す。図-7と図-8の対比お

よび図-9から、UAVレーザ測量では、雪崩予防柵や落

石防護擁壁及びこれに付随する柵や路側ガードレールや

電柱などの突起物は、「植生」として扱われることがわ

かった。 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 従来の測量による成果（赤）と 

UAVレーザ測量の成果(黒)との比較 

図-6 フィルタリング処理の模式図 

図-7 「植生あり」の調査結果（SP=202160） 

図-8 「植生なし」の調査結果（SP=202160） 

図-9 従来の測量（赤）とUAVレーザ測量（黒） 

との対比図（SP=202160） 

表-8 従来の測量による舗装高(a)とUAVレーザ測量  

   による舗装高(b)の差（a-b） （単位：ｍ）  

(ⅰ)オリジナルデータ    (ⅱ)5.1cm上げたデータ  
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人区数 小　計 人区数 小　計

作業計画 内業 測量主任技師 人 1 1
〃 測量技師 人 1 2.0 1 2.0

現地踏査 外業 測量主任技師 人 2 1
〃 測量技師 人 2 1
〃 測量技師補 人 2 1
〃 測量助手 人 1.5
〃 測量補助員 人 6.0 0.6 5.1

現地調査結果とりまとめ 内業 測量主任技師 人 3
〃 測量技師 人
〃 測量技師補 人 2 5.0 5 5.0

縦断・横断測量（21本） 外業 測量主任技師 人 21 1
（ＵＡＶレーザ測量） 〃 測量技師 人 21 1

〃 測量技師補 人 21 63.0 1 3.0
データとりまとめ・作図 内業 測量主任技師 人 9 2.5

〃 測量技師 人 4.4
〃 測量技師補 人 9 9.2
〃 測量助手 人 18.0 2 18.1

計 94.0 33.2

既存技術 ＵＡＶレーザ測量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
以上より、UAVレーザ測量では人工物等の鉛直面の

測定に向かないことから、従来の測量方法を用い道路面

を中心に自然斜面の最下点まで測量を行った。 
(5)   不安定岩体群の把握について 

図-10に、終点側UAVレーザ測量の「植生あり」の俯

瞰図を、図-11に、「植生なし」の俯瞰図を示す。 
図-11に着目すると、不安定岩体らしき地表面の凹凸

が確認できる。これにより、あらかじめ3Dデータを作

成することで、既存資料を照らし合わせることにより、

地表地質調査の効率化することができる。 
(6) 設計断面の設定および横断図の作成について 

図-12に、起点側のUAVレーザ測量の「植生なし」の

俯瞰図を示す。図より、複数の不安定岩体群らしき凹凸

が確認できる。このような場合、既存技術では現地にお

いて細かいスパンで横断測量するか、平面測量成果より

推定して最適な位置の横断図を作成してきた。 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一方、UAVレーザ測量では、飛行方向、飛行直角方 
向とも2㎝ごとに測量しているので、図-13に示すような

対策工設計に最適と考えられる任意の測点の横断図が、

速やかに作成可能である。 
 (7) 既存技術とUAVレーザ測量の人区数比較 

表-9に、今回行った平均横断測量距離120ｍを21断面、

従来の方法で測量した場合とUAVレーザ測量で測量した

場合の所要人工数を示す。その結果、事前準備や測量終

了後のデータとりまとめ・作図については差が出ない。 

しかし、従来の測量で3人編成で21日かかる横断測量

作業が、UAVレーザ測量では1日で終了している。また、

表-2、表-3に示すように、機材費はUAVレーザ測量の方

が7倍程度となるが、現場での労務費は1/20程度になる。 

 

５．まとめ 

 
 一般国道5号の急峻な長大自然斜面において、UAVレー

ザ測量と従来の測量を併用して実施することにより、次

のような成果を得ることができた。 

・安全かつ短時間で測量することができた。 

・植生の有無に関わらず、十分な精度で地盤高データが

得られた。 

表-9 既存技術とUAVレーザ測量の人区数比較   

図-13 SP20227.62の「植生あり」横断図と大規模露岩 

図-12 UAVレーザ測量の起点側「植生なし」俯瞰図 

図-10 終点側UAVレーザ測量の「植生あり」俯瞰図 

図-11 終点側UAVレーザ測量の「植生なし」俯瞰図 
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・3Dデータを作成することにより、最適な測点での横断

図が作成可能となり、より高い設計精度を得ることが

できた。 
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