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技術資料

１．はじめに

ここ数年で低価格かつ高いカメラ性能を備えた小型
無人航空機（UAV:�Unmanned�Aerial�Vehicle）が急
速に普及し、様々な分野で空撮調査が用いられるよう
になった。また、小型無人航空機の普及に並行して
複数の多視点写真画像から対象物の空間座標を高密
度の点群として計算し、3次元モデルを生成するSfM�
(Strucutre� from�Motion)と呼ばれる写真測量技術1）

が、市販ソフトウェアの登場により普及・実用段階に
達した。この小型無人航空機による空撮性能の向上と
SfM技術の開発により、無人航空機を用いた写真測量
手法（以下、UAV-SfM）の研究・活用が様々な分野
で始まっている2），�3）。UAV-SfMは、道路斜面の点検や
斜面災害現場における調査においても、現地測量の省
力化および高精度化に寄与することが期待される手法
であるが、自然斜面の地質や現場状況の多様性から、
活用方法や精度の検証は未だ不十分であるといえる。
UAV-SfM登場以前、岩盤斜面形状の測量は地上あ
るいは航空レーザー測量により実施されており、好
条件下では誤差数mmの高い精度で斜面形状の測量
が可能である4）。しかしながら、機材が高価であるこ
と、植生や地形状況により理想的な計測位置を確保す
ることが難しい場合がある。加えて、地形状況により
斜面に死角部が発生し、また、急崖斜面の上部では測
量点の密度が低下するという問題が生じる。対して、
UAV-SfMは機材・ソフトウェアが比較的安価であり
調査コストが低く、また、地形状況に影響されず斜面
近傍からの撮影が可能であるため、死角部や急崖斜面
の上部においても高解像度の写真を撮影できる点に
優位性がある。一方、UAV-SfMの急崖斜面への適用
における課題として、モデルの歪みや姿勢・スケール
の補正に必要な地上コントロール点を急崖斜面上に設
置・測量することが困難であること、また、地上コン
トロール点の代わりにUAVの撮影位置をGNSS測量で
精密に求めることにより測量精度を向上させる手法5）

も、崖部が遮蔽となり衛星信号を妨害・反射するため、
測量精度を確保するために機体を斜面から離す必要が

生じる。このため、急崖斜面へ接近した高解像度モデ
ルの作成と測量精度の向上の両立に課題が残されてい
る。
そこで本報告では、UAV-SfM手法により斜面に近
接した写真を用いて、岩盤斜面の3次元地形モデルを
作成し、GNSS測量による位置補正を用いる代わりに、
点群モデル間の精密重ね合わせ手法を用いることによ
るUAV-SfMの斜面形状モデル化の精度の検証、およ
び複数のUAV-SfMモデルを用いた斜面変状モニタリ
ングの解析精度について検証した。

２．調査・解析手法

２． １　対象岩盤斜面の概要

対象とした岩盤斜面は、北海道上川町層雲峡の旧国
道沿いに位置する、柱状節理が発達した溶結凝灰岩の
急崖斜面である。層雲峡地域の国道沿いに分布する同
種の急崖斜面では、1980年10月16日に崩壊量約20,000�
m3�6)、1987年6月9日に約11,000m3�7)、2013年9月8日に
約33,000m3� 8)の規模で岩盤崩壊が発生しており、斜面
安定性が比較的低い地域であると考えられる。また防
災地質チーム実施の履歴調査結果よると、調査対象斜
面においては2010年に約50m3の落石の発生、2011年、
2016年にそれぞれ約320m3、約450m3の小規模な岩盤
崩壊の発生が確認されている（図－1）。対象斜面にお
ける岩盤崩壊は、鉛直方向に発達する柱状節理の基底
部（弱溶結部および基盤の堆積岩層）が風雨により浸
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図－1　 調査対象斜面のUAV空撮写真（左）と地上レーザー

スキャナ測量による点群作成結果（右）
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食されたことで重力的に不安定となった柱状節理部に
おいて、背面亀裂（節理面）の開口を伴う前方への傾
動（トップリング）が発生し、最終的に崩壊に至った
ものと推測される。また、2016年の崩壊部の周辺には
崩壊を免れた不安定な岩盤が背面に開口亀裂を伴った
状態で残存している（図－1左）。このように調査対象
斜面は、経時的な斜面安定性の解析に適した岩盤斜面
であると考えられる。

２． ２　調査手法

斜面形状のモデル化に使用した機材・ソフトウェア
について表－1に示す。まず、UAV-SfMモデルの精度
検証に用いる基準データとして、対象斜面の形状を地
上レーザースキャナにより測量し点群データの取得
を行った。測量機設置位置は、対象斜面の正面約50
ｍの地点で、位置座標はGNSS測量（VRS観測）によ
り決定した。UAVによる空撮は、機材や撮影条件の
違いによるモデル化精度の検証を目的として、搭載す
るカメラが異なる2機種を使用した（表－1）。本報告
での空撮ルートは、斜面からの距離を10〜50mとし、
高度20〜60m範囲内で高度差15m程変えながら、秒速

2m程度の速度での水平飛行により空撮を行った。ま
た、各飛行高度でカメラを斜面に対して水平、斜め下
30°、鉛直、左右にそれぞれおよそ30°と撮影角度を変
えながら、写真間で80％以上の重複率となるよう2秒
インターバルで撮影を実施した。斜めおよび左右から
写真を撮影した理由として、斜面上の死角部を可能な
限り減らすため、また、SfMでは対象垂直方向からの
撮影に加えて、斜めからの撮影画像を加えることで、
作成モデルのゆがみを低減できるためである9）。また、
UAV-SfM-3モデルについては、鉛直および左右方向
からの撮影を実施せずに、水平、斜め下30°、斜め上
約10°方向で撮影を実施した。UAVによる空撮は同日
中に、地上レーザー測量は空撮の22日前に実施してお
り、この間に落石・崩落など顕著な斜面変状は確認さ
れていない。なお、空撮時の天候は曇りであった。

２． ３　解析方法

SfMソフトウェア（Agisoft�Photoscan）を使用し、
空撮で撮影した写真から高密度点群データ（3次元地

表－1　機材、SfMモデル作成条件、および点群出力結果

図－2　点群モデルの重ね合わせ方法
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形モデル）の出力を行った。モデル化条件の詳細を
表－1に示す。また計算には、UAV搭載のGPSによる
撮影位置情報を使用し、その他の座標情報は付加し
ていない。計算に使用したPCの構成は、CPUにXeon�
E5-2687Ｗ�v4�(3.00�GHz、12コア)、メモリー容量128�
GB、GPUがNvidia�GeForce�GTX�1080およびQuadro�
P6000である。
地上レーザー測量およびUAV-SfMで作成された調
査斜面の点群データは、オープンソースソフトウェ
アであるCloudCompare10)を使用し、以下①〜④の手
順でモデル間の重ね合わせを行った（図－2の①〜④
に対応）。①初めに、重ね合わせの前処理として、各
モデルで点群密度を計算し、SfMの特性上誤差が大
きくなる暗部や植生部など点群密度が低い箇所を除
外するため、平均点群密度を計算し、点群密度が正
規分布95％信頼区間（2σ）以下となる点を除去し
た。②次に、Alignment機能（“Aligned�two�cloud�by�
point�picking”ツール）を使用し、斜面上の鋭角部な
ど特徴的な共通点をモデル上で4点以上選別し、基準

となるモデルへの姿勢およびスケールの補正を実施
した。③その後、モデルから差分解析対象部を切り
出し、ICP（Iterative�Closest�PointあるいはIterative�
Corresponding�Point）法11)により2点群間の精密な重
ね合わせを行った�（“Fine�registration�with� ICP”ツ
ールを使用）。ICPの設定パラメーターとして、最終
重複率を80%とし、二乗平均平方根の残差の最小値
を小数点7桁以下まで求めた。④最後に、点群モデ
ル間で同ソフトウェアにプラグイン機能として搭載
されているM3C2（Multiscale�Model� to�Model�Cloud�
Comparison）アルゴリズム12)による差分解析（以下、
M3C2法）を実施しUAV-SfM�モデルの作成精度およ
びモニタリング精度について検証した。

３．斜面形状の測量・モデル作成結果

まず、対象斜面の正面約50m地点から作成された地
上レーザースキャナによる測量点群モデルは約850万
点、平均点群密度450点/m2、平均点間距離5.3cmであ

図－3　地上レーザー測量およびUAV-SfMによる3次元点群モデルの出力結果
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った（表－1、図－3）。次に、UAV-SfMによる点群モ
デルは、写真248枚を使用したUAV-SfM-1モデルが約
2億2,200万点（平均点群密度43,249点/m2、平均点間距
離0.5cm）、写真230枚によるUAV-SfM-2が約1億6,300
万点（同、19,930点/m2、0.8cm）、写真141枚による
UAV-SfM-3が約7,500万点（同、8,569点/m2、1.2cm）
であった。UAV-SfMにより作成された点群モデルは、
いずれも地上レーザー測量結果よりも1〜2桁以上の高
い密度で作成されており、大きさ数cm程度の解像度
で岩盤形状の把握が可能であった。
通常、SfMによる出力結果は、使用する写真枚数が
多くなるほど、また、対象との距離が近いほど、出
力される点群数および点群密度が高くなる傾向にあ
る。撮影距離約10ｍからの写真を含むUAV-SfM-1と、
約40ｍからの遠方からの写真のみで作成されたUAV-
SfM-3とを比較すると、UAV-SfM-1では斜面形状の鋭

角部やクラックによる凹部の形状がより正確に再現
されている（図－3下段の青枠内）。一方で、写真枚数の
増加に伴い、SfMモデルの計算時間も約4時間から約
22時間へと増加した（表－1）。この結果から、本報告
と同性能の機材を使用し、幅50ｍ、高さ50ｍ程度の急
崖斜面を対象に大きさ10cm程度の落石や変状のモニ
タリングを想定した場合、UAV-SfMにより点間距離
間が1cm程度(点密度で10,000�point/m2程度)のモデル
を出力が必要と考えられる。従って撮影条件として、
斜面から20〜30ｍの距離(地上解像度10mm/pix相当)
で、100〜200枚の撮影を多視点から行うことが目安と
なる。

４．差分解析結果と考察

４． １　UAV-SfMによる斜面形状モデル化の精度の検証

図－4　地上レーザー測量とUAV-SfM-1による3次元点群モデルの差分解析結果

(a,b)解析対象の点群モデルと差分解析範囲、(c)M3C2による差分解析結果、(d)差分解析結果の詳細

図－5　UAV-SfM-1を基準とした差分解析結果によるUAV-SfMモニタリング精度の検証結果

(a)基準モデル(UAV-SfM-1)とM3C2差分解析結果、解析範囲は図－3に同じ。(b, c)差分解析結果の詳細
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対象斜面中央の露岩部の幅約40m、高さ約40mを解
析対象範囲とし、地上レーザー測量による計測結果
とUAV-SfM-1モデルのM3C2法による差分解析を実施
した結果を図－4に示す。植生や土壌・崩積土など露
岩部以外も含む解析範囲全体での差分平均は-0.7±7.9�
cm（1σ）となった（図－4d）。差分解析結果を詳し
く見ると、急崖斜面の露岩部平面箇所では大半が誤差
±1cmの差分範囲内に収まる（図－4c, d）。一方、斜
面上に点在する差分が±1cmを超える箇所は主に岩盤
形状の鋭角部と植生部に該当する。露岩部のモデル
化精度を検証するため、差分±10cm範囲内を切り出
すと平均値のピーク位置は0.2±0.7cm（1σ）となる
（図－4d）。ただし、M3C2法では、点群全体から間引
いた点群から近似面を計算し、その面と比較モデルの
各点との垂直距離を差分として計算する原理であるた
め、差分解析結果はあくまで近似面との誤差であり、
実際の微細な岩盤形状を精度1cm以下の正確さでモデ
ル化しているという評価にはならない点に注意が必要
である。従って、UAV-SfMによる急崖斜面露岩部の
モデル化が、概ね数cm以内の誤差で歪みなく斜面全
体の形状を再現しているという評価となろう。このよ
うに、本手法によるUAV-SfMが歪みの少ないモデル
を構築できた要因として、斜面に対して斜め方向から
の写真を多数使用したことが有効に働いたと考えられ
る。また、空撮実施時の天候が曇りであり、直射日光
による影や反射の影響が少なかったこと、対象斜面に
平滑露岩部が多く差分解析に適していたことも、良好
な差分解析結果となった要因であると考えられる。
UAV-SfMの利点は高い点群密度で斜面形状のモデ
ル化が可能である点にある。対象距離約50ｍにおける
地上レーザー測量モデルの平均解像度（点間距離）が
5.3cmであり、これを斜面形状の基準とした場合、経
時的に同等以上の点群密度を持つUAV-SfMモデルを
作成することで、少なくとも0.1m3（径50cm程度）規
模の落石や崩落の発生を検知することができる。この
ように、不安定な岩盤斜面を定期的にモデル化し、差
分解析を実施することで、斜面安定性を経時的な崩壊
量の変化として定量的に議論することが可能となる。
また、斜面形状や計測位置によっては、基準とする地
上レーザースキャナによる測量結果にデータ欠損部が
生じてしまう場合がある（図－4a）。この問題を回避・
低減する方法として、UAVに小型のレーザー測量機
器を搭載した測量の実施が有効であると考えられ、今
後の開発・普及が期待される。

４． ２　 UAV-SfMモデル間の比較による斜面モニタリ

ング精度の検証

本手法により、UAV-SfMによる斜面形状のモデル
化、および地上レーザー測量モデルへの重ね合わせが
共に高い精度で実施可能であることが示された。次
に、UAV-SfMモデル間で差分解析を行うことで、斜
面変状の検出解像度を向上させることが期待される。
そこで、撮影条件、使用機材が異なる3つのUAV-SfM
モデルを使用し、不安定岩盤部における斜面モニタリ
ング精度について検証を行った。解析範囲は、2016年
に450m3規模の崩壊が発生した箇所に隣接する幅5m,�
高さ15m程の不安定岩盤部である（図－3）。作成した
3つのUAV-SfMモデルの平均点群密度は8,569〜43,249
点/m2、平均点群距離0.5〜1.2cmであり、数cm規模の
傾動や崩壊などの変状を検出できると考えられる。最
も高い密度で作成されたUAV-SfM-1を基準とした差
分解析結果を図－5に示す。精密重ね合わせおよび差
分解析の結果として、差分範囲±10cmにおける平均
値±標準偏差値は、-0.06±1.08cm（vs.�UAV-SfM-2）、
-0.1±1.24cm（vs.�UAV-SfM-3）となり、出力点群密
度の違いによる差はほとんど認められなかった（図

－5b,c）。差分解析結果の詳細をみると、露岩部直下
の植生・土壌部で誤差が顕著である。また、比較対
象とするモデルの点群密度の低下に伴い、より低密
度のモデル（UAV-SfM-3）では岩盤形状の鋭角部お
よびクラック部（凹部）が丸みを帯びた形状で再現
されていることから、差分解析結果において1〜3cm
以上の差分を示すことが読み取れる（図－5a）。この
ようなUAV-SfMモデルにおいて鋭角部の誤差が発生
する現象は、現在のSfMの原理から不可避の現象であ
り、UAV-SfM-1のように点群密度を高くすることで、
ある程度軽減されるが、鋭角部の形状を完全に再現す
るには限界がある。従って、現在の撮影距離、モデル
化の解像度および精度では、斜面モニタリングで注目
すべき数cm以下のクラック開口幅などをモデル内で
精密に計測することは困難であると考えられる。対し
て、露岩平面部においては、誤差1cm以下でモデルの
精密重ね合わせが可能であった。モデル間の比較に用
いたM3C2法による差分解析は、近似面からの誤差が
正規分布に従う形で出力されるため、例えば差分解析
結果における95%信頼区間（2σ）を超える値を閾値
とし、異常値を検出することで、露岩部における斜面
変状を定量的・自動的に検出可能となることを示して
いる。例として、地上レーザー測量とUAV-SfM-1の
差分解析結果では閾値が約2cm、UAV-SfMモデル間
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では2〜3cmとなることから、変位量が数cm〜10cm
程度の斜面形状の変化であれば検出および定量化が可
能であると考えられる。このようにUAV-SfMによる
点群地形モデルを活用することで、不安定岩盤背面の
開口亀裂の進展を露岩平面部の差分解析により検出・
モニタリングが可能であると考えられる。

５．まとめと今後の課題

小型無人航空機を使用した写真測量技術（UAV-
SfM）による定量的な斜面モニタリング手法の確立を
目的として、溶結凝灰岩からなる急崖斜面において、
柱状節理のトップリング崩壊による岩盤崩壊部を対象
に、地上レーザースキャナによる斜面形状の測量と、
UAV-SfMによるモデル化を行い、地上レーザー測量
結果とUAV-SfMモデルとの差分解析、UAV-SfMモデ
ル間での差分解析を行った結果、以下の知見を得た。
１）斜面からの距離10〜40�mによる空撮写真を用い
たUAV-SfMモデルは、距離約50mの地上レーザー
スキャナ測量に対して、1〜2桁高い点群密度を示し、
斜面露岩部において数cm規模の斜面形状の変化が
解析可能であることを明らかとした。
２）UAV-SfMにより作成された点群モデルを、地上
レーザースキャナの測量モデルと精密に重ね合わせ
ることで、斜面上に地上コントロール点を設置・測
量せずに、斜面形状を精度良くモデル化できること
が示された。これは基準となる斜面モデルを適切に
設定することで、その後の斜面変状の追跡を、現地
測量を必要とせず写真撮影のみで実施できることを
意味しており、斜面調査・監視の省力化・高精度化
が期待できる。
３）また、機材や撮影条件が異なるUAV-SfMモデル
間で精密重ね合わせを行うことで、不安定岩盤の
露岩部平面において±1cm程度の精度でモデル間の
差分解析が実施可能であることを示した。これは、
UAV-SfMを用いることで、不安定岩盤背面の開口
亀裂の進展を露岩平面部の差分として検出・モニタ
リングできる可能性を示している。
UAV-SfMの斜面変状解析への活用において、今後
の課題として、撮影距離や気象条件などの差、斜面の
地形や地質条件の差により、どの程度モデルの歪みや
差分解析の精度に影響するのか検討が必要である。ま
た、実際の斜面変状の進行が追跡可能な不安定岩盤・
斜面において本手法によるモニタリング調査を実施
し、加えて変位量をコントロール可能な模型実験など

を行うことで、引き続きUAV-SfMによる斜面変状モ
ニタリングの有効性を検討して行きたい。
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