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１．はじめに

　写真による形状測量は古くは15世紀から取り組まれ
てきた古典的な手法であるが1）、近年デジタルカメラ
の性能、PC の処理能力が各段に向上したこと、写真
画 像 か ら 被 写 体 の 三 次 元 位 置 を 推 定 す る SfM

（Structure from Motion）技術の開発が進んだことで、
写真測量による三次元モデルの作成・解析が盛んに行
われるようになった2）。SfM とは、同一被写体を捉えた
複視点の撮影画像から共通点を抽出し、画像間で共通
点の軌跡を求めることで、撮影位置の座標および被写
体の三次元空間座標を同時に推定する技術である2）。
SfM による解析についての原理および活用事例につい
ては Elter et al.2）、内山ほか3）などによる解説が詳し
い。また、デジタルカメラを搭載した小型無人航空機

（UAV）による空中写真撮影の実施が容易になったた
め、空撮による精密地形モデルの作成と解析は、災害
時の記録、地質構造・地形の解析、植生状況の観測な
ど様々な分野において活用が試みられている。土木分
野においても、写真撮影からモデルの出力までが数10
分～数時間で実行可能な簡便さを生かし、日毎の掘削
土量の管理、構造物の点検などの現場で実用化が進め
られている。
　本報告では、2015年4月に羅臼町幌萌地区で発生し
た融雪期地すべりに伴う海底隆起現象（写真－1）を対
象として、UAV による空撮写真から作成された三次
元地形モデルの作成結果と解析結果を報告する。

２．地すべりの概要

　羅臼町幌萌海岸において2015年4月24日に発生した
地すべりの規模は、幅380m、奥行き260m、比高40m
であり、地すべりに付随する特異な現象として、地す
べり移動体の末端において海底の一部が隆起した（写

真－1）4，5）。地すべり発生個所は、海蝕崖が発達した
南北方向に伸びる海岸線であり、海岸は中～巨礫サイ
ズの円礫を主体とする礫浜で構成されている（写真－

2）。住民の証言によると、海底の隆起現象はわずか4

写真－1　融雪期地すべりに伴う海底隆起現象の概要

写真－2　幌萌海岸の礫浜に出現した海底隆起部

写真－3　地すべり頭頂部の滑落崖と被災道路の様子

～ 5時間の間に礫浜の海岸および海底部が約10ｍ隆起
したとされている4，5）。また、地すべり頭頂部に形成
された滑落崖により、町道（旧国道）が崩落し被災した

（写真－3）。
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写真－5　隆起部上面の様子

写真－4　幾品層中の極細粒砂岩に挟まれる凝灰岩層

海藻の付着した巨円礫の下に幾品層の泥質岩（明灰色）と
凝灰岩（暗灰色）層が露出（スケール＝20cm）。

　地すべり発生個所は、5万分の1地質図幅6）によると、
新第三紀中新世（530 ～ 2300万年前）の硬質頁岩を主体
とする越川層と、新第三紀鮮新世（約260 ～ 530万年前）
に形成された泥岩を主体とする幾品層との境界部分付
近に位置している。しかし、筆者らによる現地踏査で
は、地すべり個所の海岸部周辺には越川層の硬質頁岩
の露出は確認されず、幾品層のみが分布していること
が分かった。地すべり発生部の海蝕崖を構成する幾品
層は、比較的硬質であるがスレーキングが顕著な青灰
色～暗灰色の極細粒砂岩～シルト岩からなる（写真－

4）。一方、狭在される凝灰岩層は軽石質で粒子間の結
合が弱く、一部の露頭において凝灰岩層から水の浸み
出しが認められることから、透水性が高いことがうか
がえる（写真－4）。地すべり発生部北側で確認される
幾品層の走向傾斜は N0-20°E20°E であり、海側への
流れ盤構造となっている。一方、海底隆起部において
も、巨円礫の下に基盤の幾品層の砂質泥岩と凝灰岩の
露出が認められること（写真－5）、地すべり移動体お
よび海底隆起部は共に、幾品層の凝灰岩を共在する泥
質岩層から構成されることが確かめられた。

３．手法

３．１　小型無人航空機（UAV）による空撮条件

　羅臼町幌萌海岸の地すべりに伴い生じた海底隆起部
（写真－1）を対象に、発生から41日経過した時点（2015
年6月4日）において、小型無人航空機による空撮調査
を実施した。撮影は、DJI 社製の小型無人航空機
Phantom2 vistion+ に標準搭載されたデジタルカメラ
である FC200（単焦点レンズ、センサーサイズ6.2mm
×4.3mm、1440万画素、焦点距離0.5mm）を用いた。
センサー画素サイズと焦点距離から計算される1画素
当たりの分解能は、被写体距離20ｍにおいて5.7mm
となり、cm サイズの凹凸などを識別可能な分解能を
有している。
　飛行は、対地高度20 ～ 25m における10分程度の飛
行を3回実施し、3秒インターバルで撮影された空撮写
真から581枚を選別し、SfM による三次元地形モデルの
作成に使用した。通常、空撮による数値標高モデルあ
るいはオルソ画像の作成においては、一定高度からの
垂直写真が用いられるが、本報告では隆起部の海岸部
崖などに露出する地層構造などを記録するため、垂直
写真に加えて斜め写真を撮影し、地形モデルの作成に
使用した。また空撮に際しては、日照条件などが大き
く変わらない様短時間で撮影すること、撮影対象の立
体構造を捉えるよう多視点から撮影すること、写真撮
影範囲の重複率を広角レンズの歪みの少ない領域（撮
影画像の中心部付近）で80％程度を維持することなど
に留意した。

３．２　SfM 解析による三次元地形モデル作成

　一般的な SfM ソフトウェアの機能としては、画像解
析による写真撮影位置の推定、三次元モデルの構築（点
群データの出力）、地上コントロール点による緯度・
経度・標高（スケール情報）の付与・補正、計算結果の
DEM 形式などの数値標高モデルとして出力などを基
本としている。その他に、点群データからメッシュデ
ータ・3D モデルデータの作成やオルソ化画像の出力
などの機能を備える場合もある。地形モデルに空間座
標情報を与えるとともに、歪みの少ないモデルを作成
するためには、地上コントロール点（GCP：Ground 
Control Point）の設置および測量が必要となる。なお、
本報告で用いた SfM 解析ソフトウェアは上記の機能
すべてを備えた Agisoft 社製の Photoscan ver.1.2.6を
使用した。既存研究による Photoscan を含む市販ソ
フトウェア3種間のモデル作成精度の比較事例による
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と、高度130ｍからの空撮画像を用いた解析においては、
いずれのソフトウェアにおいても地上基準点における
誤差は、水平4cm 以下、垂直11cm 以下であり、カメ
ラの性能および撮影の精度、写真間の重複率などが主
要な誤差要因となることが示されている7）。また、小
規模地すべりを対象とした地上レーザー測量との精度
比較においては、モデル間誤差として標準偏差± 
5.7cm に収まる精度を示し8）、波食棚における解析結
果では測量精度10cm 以下で地形断面を作成できると
評価されている9）。
　本報告で実施した Photoscan での作業手順および
設定条件を表－1に、使用したパソコンの性能を表－2

に示す。作業手順は撮影画像に写った地上コントロー
ル点を手動で選定し、各点の測量値（後述）を入力した
後、581枚の写真撮影位置の推定と点群の計算（表－1

の Step-1）により2,187,883点の点群を作成し、さらに密
点群の計算（Step-2）により100,477,246点の点群データ
を出力した（後述、図－3a）。Step-1の計算には約31時
間、Step-2の計算には約42時間を要した。その後、作
成された密点群からピクセル解像度1.85cm、平均点群
密度291点 /m2の数値標高データ（DEM 型式）を作成し
た（Step-3）。
　作成された密点群データから、オープンソースソフ
トウェアの CloudCompare Ver. 2.7.010）を使用し、隆起

表－1　Photoscan ver.1.2.6による SfM 解析の設定条件

表－2　空撮写真の SfM 解析に用いたパソコン性能

図－1　点群データからの断面プロファイル作成方法

部の断面プロファイルを図－1の手順により作成した。

３．３　地上コントロール点の測量

　三次元地形モデルの精度向上および緯度経度・標高
情報を付与するため、空撮対象の海底隆起部の内部に
3点、外側に2点の計5点の地上コントロール点を設置
し、GNSS 測量機器2台を用いて各点で5 ～ 90分の測
量を実施した。測量機器は GPS および GLONASS の
2周波測定が可能な Topcon 社製 GB-1000を移動局と
して用い15秒間隔で衛星データを受信した。衛星捕捉
数は GPS、GLONASS を合わせて A ～ C 点で7 ～ 8個、
E および F 点で12-13個であった。受信データは
TOPCON LINK ver.7.3を用いて RINEX 形式に変換
した後、GNSS 測位のオープンソースプログラムパッ
ケージである RTKLIB_2.4.211）を用い、直近の電子基
準点である「羅臼」（基線長約11km）を基準局とした
スタティック2周波解析により測量値を得た。電子基
準点の座標および衛星軌道データは、国土地理院の電
子基準点データ提供サービスよりダウンロードしたも
のを使用した。
　地すべり隆起部における地上コントロール点の測量
に際して、基準局と移動局間の基線距離に対する測量
精度（相対誤差）を次の通り検証した。札幌市豊平区平
岸に位置する寒地土木研究所の管理棟屋上に GB-1000
を設置し、約2時間衛星データを受信した。観測中の
衛星の捕捉数は GPS、GLONASS を合わせて12 ～ 15
個であった。結果受信データを札幌市周辺の6つの電
子基準点（距離順に札幌、江別、札幌2、石狩、新篠津、
京極）を基準局とし、後処理機ネマティック解析を実
施した。測量結果（図－2）から、基線距離15km 程度（札
幌2以遠）から南北、東西、垂直誤差が増加し、特に垂
直誤差が50mm を超えて大きくなる傾向が認められた。
また、基線距離約9km の札幌電子基準局と14km の江
別電子基準点においては、江別の Fix 解数がやや低い

14 寒地土木研究所月報　№764　2017年１月



が、測定誤差については大きな差は認められなかった。
以上のことから、十分な測定時間と衛星捕捉条件が良
好であれば、現地計測時の基線長11km における後処
理キネマティック解析により、水平誤差2cm 以下、垂
直誤差3cm 以下程度の相対精度で地上コントロール点
の測量値を得ることができると評価される。また、使
用機材のカタログ値におけるキネマティック解析の誤
差は、基線長11km では水平±26.5mm、垂直 ±36.5
mm となり、本結果と概ね調和的である。

４．三次元地形モデルの作成および解析結果

　作成された三次元地形モデルは、周辺部および中央

図－3　海底隆起部の三次元地形モデル

図－2　電子基準点5点間の測量結果の違い

（a）作成した三次元地形モデル（点群データ）と、空撮写真の撮影位置（青枠＋黒棒）、（b）作成モデルの平面点密度（点 /m2）、（c）
表面に数値標高データを貼り付けた三次元地形モデルと各地上基準点と断面プロファイル位置（S1-S4）、（d）地上基準点 E 付近

（図 c 内の赤枠）の空撮写真、および（e）数値標高データを貼り付けた地形モデルの拡大（画像上半分には5cm コンターを表示）、
（f）隆起部縦断方向（S2-S4）および （g）横断方向（S1）の断面プロファイル。

基線距離と解析解 Fix 率の関係（上）と電子基準点「札幌」
の結果との比較による南北・東西・高さ方向の平均値と標
準偏差（下）
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と計測された（図－3f、3g）。既存報告（発生4日後の現
地調査速報）5）によると隆起部は高さが15m を超える
と報告されているが、写真の比較などから現地調査モ
デル作成時（41日経過時点）までに隆起部が沈降した様
子は認められないこと、潮位差は最大でも1m 程度であ
ったことなどから、隆起部の最大高は10m 程度であっ
たと考えられる。また、既存報告5）において地表踏査
および空撮写真から隆起部が雁行する4つのブロック
構造からなることが示されている（図－4a）。本報告に
より作成された数値標高データによる判読では、隆起
部の地すべり方向に対して雁行状に並んだ褶曲構造お
よび横ずれの断裂部が明瞭に認識され、隆起部は4な
いし5のブロックに分割できることが明らかとなった

（図－5b）。また、数値標高データ、断面プロファイル
の解析により、最南のブロック（図－3b、図－4b にお
ける一番左側のブロック）では隆起部と地すべり移動
体（海岸崖部）は地続きで、海岸の元地形のまま隆起し
たことが読み取れる（図－3c および3f の S2断面）。ま
た、その他のブロックはいずれも隆起部と元海岸崖部
との間には窪地を形成しており、礫浜海岸から海底部
のみがドーム状に隆起（S4断面）、あるいは急崖（断層）

の一部を除き、隆起部全体で3,000点 /m2以上の点密度
で欠陥の少ない点群データにより構成される（図－3a，
b）。空撮後に現地で測量した地表点マーカー 5点（図

－3c）における測量結果とモデルとの誤差（モデルの歪
み）は、水平誤差として20cm 以内、垂直誤差として
40cm 以内と評価される（表－3）。一方で、高度約20m
からの空撮写真をみると、隆起部表面において最小で
数センチ程度の海岸礫等の形状は明瞭に識別される

（図－3d）。また、5,000点 /m2以上の高密度点群領域に
である基準点 E 付近においては、数値標高データにお
いて礫径1m 以下の円礫の大きさおよび形状が良く再
現されている（図－3e）。すなわち、測地系座標におけ
る誤差は最大35cm と大きいが、作成された三次元地形
モデルから10cm 程度の微細な地形変化を解析すること
は十分可能であると言える。また、使用したカメラは視
野120°の超広角レンズを使用しており、撮影画像の解
像力は低いため、より高性能なカメラによる空撮写真
を用いることで、既存報告されている誤差10cm 以下
レベルでの地形モデル作成は可能であると考えられる。
　作成された三次元地形モデルの地形解析結果として、
隆起部の規模は幅約40m、長さ約270m、標高7-10m

表－3　地上基準点の測量結果と三次元地形モデルとの誤差

図－4　（a）調査速報による海底隆起部のブロック構造の判読結果5）と（b）本調査結果によるブロック構造の解析結果
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った海底隆起部の解析を実施していきたい。
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を伴って隆起（S3断面）したことを示しており、ブロッ
ク毎に隆起メカニズムが違うこと示している。これは、
地すべり移動体の押出し方向と、海底の基盤を構成す
る幾品層泥質砂岩の地層構造が斜交する関係にあった
ため、元の地層構造に依存する形で、変形の集中部が
隆起構造あるいは断裂として現れたためと考えられる。
　このように、現地地質調査および空撮写真による観
察に加えて、SfM による三次元の地形モデルの作成
を行うことで、微細な地形・地質構造の変化を定量的
かつ広域的に解析することが可能となる。

５．まとめ

　2015年4月に羅臼町で発生した斜面災害現場を対象
に、小型無人航空機による空撮と SfM ソフトウェアを
用いた三次元地形モデルの作成とその解析を行った。
作成地形モデルは、水平誤差として最大20cm、垂直誤
差として最大40cm の精度であると評価された。地形モ
デルの解析により、地表踏査では読み取り難い、微妙
な地形変化・ブロック構造などの隆起現象の詳細が、
また、数値断面プロファイルの作成により各隆起ブロ
ックにおいてその隆起メカニズムが異なる可能性が示
された。
　このように、地表踏査により100m を超える規模の地
形変化・地質構造を短時間に少人数で記載・記録する
事は極めて困難である。しかしながら、本手法のよう
に小型無人航空機による低高度空撮と SfM 解析技術お
よび簡易測量を組み合わせることで、数時間の調査結
果で精密な地形モデルを作成し、事後的に精度の高い
距離計測や断面解析を実施できることが示された。こ
れまで地形解析の主力であった航空レーザー測量によ
る斜面解析は、地形図などにくらべて多くの微細地形
情報を含み、中～広域の地すべり地形の解析などで依
然として有力な手法であるが、デジタルカメラ画像を
用いた SfM 解析による地形モデルの作成は、安価かつ
簡便により高密度の点群データの取得が可能となり、
今後小～中規模斜面での斜面崩壊・落石などの解析・
経時変化の検出などで応用が期待される手法である。
　現状として、海底隆起部は波浪による浸食で大部分
が崩壊・流出しており、現地調査による隆起メカニズ
ムの解明は難しくなっている。このような初期情報が
短期間で失われてしまう災害事例においては、SfM 解
析による地形モデル作成は、極めて有用な調査手段で
ある。今後、地形モデルの精度向上や、地形モデルを
用いた地層構造の計測等を行うことで、失われてしま
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