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中日本航空株式会社 髙橋　弘
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この発表会は測量 CPD/設計 CPD の認定プログラムです 

 

 

 

  

 

平成２４年 6 月 

公益財団法人 日本測量調査技術協会 

 

測量ＣＰＤ/設計ＣＰＤポイントの 

取得方法ついて（ご案内） 
 

 本シンポジウムは、「測量系 CPD」「設計ＣＰＤ」ポイントが取得できます。各位

におかれましては、会社はもとより、所属する技術者個人のスキル向上証明の一助と

なりますよう、ご活用を期待しております。 

 

■CPD ポイントの取得方法■ 

 この参加証明書を測量 CPD、設計 CPD のポイントの取得申請にご使用くだ

さい。 

 
 

具体的な CPD 参加・認定ポイント登録 

学習履歴証明等の手続きは以下からお願いいたします。 
 

⇒測量系 CPD 協議会ホームページ https://www.jsurvey-cpd.jp/ 
⇒設計ＣＰＤ（全国測量設計業協会連合会）ホームページ 

                 http://www.zensokuren.or.jp/cpd/ 

ご参加の皆様へ 
 

事前申込または当日受付で参加証明書を希望された方は、

技術発表会終了後（午前のみ参加の方は昼休み）、受付で 

「参加証明書」をお渡ししますので、忘れずにお寄りください。



要 旨 集 目 次 

 
技術発表会 午前の部 

 

１．航空レーザスキャナと航空写真測量デジタルカメラによる 

                  同時撮影の利活用について ················ 1 

 国際航業株式会社 太田 有紀 

 

２．森林資源情報取得のための写真測量システムの開発について ·················· 4 

 株式会社パスコ 浦本 洋市 

 

３．ダム貯水池上流部における極浅域の面的３次元データの取得 

          ～大規模出水に備えたダム維持管理に向けて～ ·············· 6 

中日本航空株式会社 ○髙橋 弘、鵜飼 尚弘、中田 洋史 

 

４．レベル2500 道路ネットワークの位置補正方法の研究  ························ 9 

 アジア航測株式会社 松井 晋 

 

５．航空レーザデータを用いたMMS データの高精度化 ··························· 12 

中日本航空株式会社 ○中村 勇貴、蓜島 秀之、野々山善行 

 

６．ＭＭＳを利用するための様々なアプリケーションと利用事例紹介 ············· 15 

 アイサンテクノロジー株式会社 根本 茂 

 

 

技術発表会 午後の部 

 

７．ナローマルチビーム測深機を用いた港湾構造物被災状況調査 ················· 17 

 朝日航洋株式会社 中内 隆幸 

 

８．東日本大震災による産業分野等の被害状況の整理 ··························· 20 

 国際航業株式会社 ○小早川雅行、小出 和政 

 

９．超音波ドップラー多層流向流速計（ADCP）による河床地形計測 ··············· 23 

 朝日航洋株式会社 白井 正孝 

 

１０．新探査技術による河川堤防管理手法の高度化 ····························· 26 

 株式会社パスコ 吉岡 裕嗣 



 

 

 

 

特 別 講 演 

 

１１．水管理・国土保全局における測量調査技術の活用 ························· 29 

 国土交通省 水管理・国土保全局長 関 克己 

 

 

 

ＷＧ活動報告 

 

１２．東日本大震災におけるレーザWGの調査活動および今後の展望 ·············· 31 

 測技協 空中計測・マッピング部会 レーザＷＧ 横尾 泰広  

 

１３．ＭＭＳ活用分野の検討ワーキングの報告 ································· 34 

 測技協 空中計測・マッピング部会 ＭＭＳ応用ＷＧ 住田 英二 

 



技術発表会 午前の部 



航空レーザスキャナと航空写真測量デジタルカメラによる 

同時撮影の利活用について 

国際航業株式会社 太田有紀 
1.はじめに 

 従来、航空写真測量と航空レーザ測量の併用による数値図化

作業では、「航空写真撮影」と「航空レーザ計測」を別々に実施

してきた。データ取得時期の違いによる航空写真とレーザデー

タの不整合が発生することや、2 回以上のフライトが必要なた

めコストが増大することが課題であった。そこで、１つの航空

機に高解像度デジタルカメラ”DMC”とレーザスキャナ”ALS”

を同時搭載し、撮影・計測を行う新しいシステム『シンクロアイ』（図 1）で同時に測量(撮影・

計測)することにより、上記の課題を解消し、コスト削減が可能になった。本稿では、シンクロア

イの特徴と有効性について報告する。 

2.センサついて 

 現在、シンクロアイの運行は DMC と ALS50PhaseⅡ、

DMCⅡ250 と ALS70HP の 2 通りで行っている。 各セ

ンサの性能は表 1の通りである。そのうち DMCⅡ250

とALS70HPは平成23年度に新規導入した新センサで

ある。DMCⅡ250 の利点の一つは図 2 に示すとおり、

ピクセルサイズが約半分になったことで、高精細な

画像データの取得が可能になり、判読精度がより向

上したことがあげられる。また、ALS70HP は、最大パルスレートが 500kHz（50 万発）で、1～4パ

ルスに加え、波形情報によるリターン取得など、従来の ALS より詳細な地形形状の取得が可能に

なった。 

3.シンクロアイに期待される効果 

 シンクロアイによる同時撮影における効果として、次の 3点が挙げられる。 

図 1 機内システム搭載状況 

DMCⅡ画像 DMC画像 

図 2 DMCⅡと DMC の画像比較 

表 1 各センサの性能表 

DMC DMCⅡ250 ALS50PhaseⅡ ALS60 ALS70HP

ピクセル数 13,824×7,680 16,768×14,016 最大対地高度 ～6000ｍ ～6000ｍ ～3500ｍ

ピクセルサイズ 12μm 5.6μm 最大視野角 75° 75° 75°

イメージサイズ
165.88mm×
92.16mm

93.9008mm×
78.4896mm

最大スキャンレート 90Hz 100Hz 200Hz

焦点距離 120mm 112mm 最大パルスレート 150kHz 200kHz 500kHz

画角 69.3°×42° 45.5°×38.6° スキャンパターン Sine型 Sine型
Sine型

Triangle型
Raster型

ラジオメトリック 12bit 14bit 最大リターン数 1～4パルス 1～4パルス 条件付無制限

高解像度デジタルカメラ 航空レーザスキャナ
製品名称 製品名称

－1－



①フライト回数縮減により、データ取得コスト削減が可能 

②航空写真測量と航空レーザ測量の並行作業により、工期短縮が可能 

③画像とレーザデータの組み合わせによる解析が可能 

次項にてシンクロアイの事例を示し、以上の効果を確認できたことを報告する。 

4.シンクロアイの事例と効果 

4.1.胆沢ダム貯水池微地形測量 

岩手県奥州市の胆沢ダムにおける建設事業

の一環として航空レーザ測量による微地形測

量及びデジタル航空写真撮影を行い、微地形

データ、航空写真、数値地形図の作成を行っ

た。また、環境区分図やエルザマップ等複数

の地形解析図など、ダム建設時における基礎

資料を作成した（図 3）。対象エリアの面積は

約 40k ㎡で、胆沢ダム周辺は落葉後から積雪

するまでの期間が短く、撮影・計測を短期間

に完了することが必要であったため、DMCⅡ

250 と ALS70HP によるシンクロアイで実施し

た。 

図 3 のように計画コースを DMCⅡ250 と

ALS70HP で共有し、コース本数は平成 19 年度

の作業時に比べ 18 本削減した。その結果、過

年度の業務では合計 6 回行ったフライトが 1

回で完了した。撮影・計測後は画像データと

レーザデータの作業を並行して行うことがで

きたため、一部の成果は約 1 ヶ月の工期短縮

が可能となった。また、写真枚数は 329 枚と

大幅に増加したが、実際には 244 枚で空中三

角測量、図化作業を行ったため作業時間に大

幅な変化はなかった（表 2）。データの同時取

得ができたことで、その後の作業がスムーズ

に進められたため、データの順次納品に対応

することができ、大幅な工期短縮を可能にした。 

4.2. 台風 12 号災害関連図面等作成業務 

奈良県赤谷川で発生した土砂災害における緊急災害撮影を行なった。対象地区は平成 23 年 9月

に発生した台風 12 号の影響で深層崩壊による河道閉塞が発生し、その後も台風 15 号や豪雨によ

表 2 過年度業務（H19）との比較 

図 3 H23 胆沢ダム計画図（上） 

  エルザマップ（下） 

作業年度（面積） H23（40.0k㎡）

DMC 2回

LP
（固定翼のみ）

4回

DMC 9本

LP
（固定翼のみ）

28本

DMC 1時間25分

LP
（固定翼のみ）

3時間25分

写真枚数 DMC 193枚 329枚
（使用した写真は244枚）

解像度 DMC 10cm以下 10cm以下

H19（45.9k㎡）

1回

19本

飛行時間 2時間25分

フライト回数

コース本数

－2－



り土石流等が危惧されていた地区である。災害時の対象地区周辺は気象が不安定なことが多く、

撮影機会の少ない中、刻一刻と変化する災害状況を迅速に、かつ確実に撮影・計測することで、

被災範囲と規模の正確な把握や、二次災害の防止や円滑な復旧作業に役立てられるデータを作成

した。 斜面崩壊や土砂災害等の緊急撮影では、被災地の被害状況が継続的に変化することから、

同時に撮影・計測することで被害状況把握（図 4）や被害予測に有効な基礎資料を迅速に作成す

ることができた。 

6.おわりに 

シンクロアイは計測費用の低コスト化や工期短縮化、取得データの多様化が見込め、計測手法

としては非常に有益である。また、特に高いデータ精度が要求される公共測量申請への適用が可

能である。今後の展望としては、同時撮影した画像とレーザデータの組み合わせは、従来の図化

作業や地形解析だけでなく、新たな利活用が期待される。近赤外線データと地形モデルの複合解

析による「都市緑被率」や「CO2固定量」の算出が可能になり、これからの低炭素社会実現に有効

であると考えられる。また、湧水地や森林の植生状況の把握など防災計画の基礎資料となること、

斜面崩壊の把握など災害時における状況把握や二次災害危険度の調査、復旧優先度策定の基礎資

料となることが期待される。 

所有機材が複数ある中で、単体の運用かシンクロアイか、それぞれのセンサの特性を活かした

運用を行っている。シンクロアイとしての運用は必要とされる性能の組み合わせが重要なポイン

トとなる。今後は、組み合わせを検討しながら運用していく予定である。 

■謝辞 

 本稿で紹介した「胆沢ダム貯水池周辺微地形測量」は国土交通省東北地方整備局胆沢ダム工事

事務所の業務として実施、また「台風 12 号災害関連図面等作成業務」は国土交通省近畿地方整備

局六甲砂防事務所の業務として実施し、両事務所の許可を得たものです。ここに記して謝意を表

します。 

図 4 斜面崩壊地のオルソ＋等高線（左）土砂流入地のオルソ＋等高線（中）土砂流入地の地形モデル（右）

－3－



森林資源情報取得のための写真測量システムの開発について 

 

株式会社パスコ 研究開発センター 

浦本洋市 

1. はじめに 

我が国の約 7割を占める広大な森林の状況を把握し、管理するために航空測量技術は 1930

年代から常に森林・林業分野において重要な役割を果たしてきた。また、従来のアナログ空

中写真のみならず、近年、デジタル空中写真や航空機レーザ計測などの測量技術が著しく進

歩しており、これらの技術の進歩を森林資源情報把握のために応用し実用化することが求め

られている。 

空中写真は戦後 60 年にわたり撮影が継続されており、詳細な解像度で過去の状況を確認す

ることができる貴重な資料である。また、判読技術、空中写真林分材積表などの成果が確立

されている。しかしながら、現在ではデジタルオルソが普及し、人員削減の影響も伴って実

体視することが少なくなってきている。デジタル空中写真の撮影やその実利用もされ始めて

いるが利用は森林 GIS の背景画像のみにとどまっているのが現状である。 

これまで空中写真を立体視する場合は 3D 表示するための高価なハードウェアやデジタル

図化機の導入、印画紙に印刷された空中写真を実体視鏡を使って立体視するなど、専門の技

術者が行うものと考えられていたが、最近の 3D ゲームや 3D テレビなどの普及により、これ

まで高価だった高性能な PC、3D 表示装置、グラフィックボード等のハードウェアの低価格化

が進み、誰でも手軽に空中写真を立体視できる環境を手に入れることができるようになった。 

このような背景から、空中写真を熟練技術者による判読技術を現代の技術により継承し、

写真測量を用いた技術を PC 上で容易に利用できる写真測量システムの検討および開発を行

った。 

2. システムの機能の検討と開発について 

 空中写真を用いて計測する場合の手法としてはステレオペアの空中写真を立体視により３

次元位置を計測することができるが、一般の森林技術者には難しい作業である。このため、

空中写真を立体視することに不慣れな初心者でも簡単に空中写真を使って立体視や計測がで

きるような以下の機能検討および開発を行った。 
2.1 視差自動調節 

ステレオペアの空中写真を立体視するには左右の位置に加えて奥行きの位置を決定する必

要がある。この視差調節する操作が不慣れな初心者には難しいようである。そこで、視差を

合わせたい位置にマウスを移動すると自動的に左右の空中写真の一致する位置の検索を行い、

視差を自動的に調節する機能を作成した。 

2.2 モデル内のシームレスな移動 

WebGIS などと同様に１つのプロジェクトを境目なく自由に移動できるように空中写真の
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コース間、モデル間をシームレスに移動できるような機能を作成した。 

2.3 索引図との連動 

空中写真は必ずしも地図と平行に作成するとは限らないため、初心者は空中写真だけでは

自分がどの位置にいるのか分からなくなってしまう。そのためステレオで表示している空中

写真の位置と連動して索引地図が表示できるような機能を作成した。 

2.4 材積推定機能 

材積値を推定するにはいくつかの手法があるが、本システムでは空中写真から得ることが

できる平均樹高および ha 当たりの本数を林分密度管理図の等平均樹高曲線式に当てはめる

ことにより ha 当たりの幹材積を求めることとした。 

 

 

3. まとめと今後の課題 

本システムの効果として、PC 上で立体視することができることで、立体視鏡と異なり複数

人で立体視できるようになり立体視しながらの協議や習熟者からの初心者への指導が容易に

行われるようになった。また、オリジナルの解像度で空中写真を立体視できるためデジタル

オルソ画像に比べて判読性がよく、林相単位に加え、単木の樹幹サイズ、枯渇状況などの高

精細に把握することができるようになった。 

材積推定機能では、樹高を梢端の標高と地表面標高の差から求めていたが、地表面が見え

ない場所は観測できないため、国土地理院が提供している 10m メッシュデータを利用するこ

とで地表面が見えない場所でも地表面の標高を得ることができるように改良を加えた。 

林分密度図管理図を用いた材積推定においては、樹高精度が大きく左右することから正確な

樹高計測が必要であるが、検証したフィールドでは 10m メッシュデータの精度が実際の標高

よりも数 m異なっていたため正確な樹高を得ることができなかった。 

今後は材積推定の精度を向上させるため、より精度のよい航空機レーザ等で計測した標高デ

ータに順次置き換えを検討する必要があると考えられる。 

図.1 図.2 

樹高（林分高） ha 当り本数 

林分密度管理図 

等平均樹高曲線式 

材積推定 
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マルチビーム計測箇所 

貯水池末端部（面的計測が困難） 航空レーザ計測箇所 

ダム貯水池上流部における極浅域の面的３次元データの取得 

～大規模出水に備えたダム維持管理に向けて～ 

○髙橋 弘 中日本航空株式会社 調査測量事業本部 
鵜飼尚弘 中日本航空株式会社 調査測量事業本部 
中田洋史 中日本航空株式会社 調査測量事業本部 

1. はじめに 

 わが国では、水不足、電力不足に対応するため高度経済成長期には、全国的に多くのダムが

建設された。そのため現在運用されているダムは、建設から 20～40 年が経過している施設が

多く、土砂の流入によりダム湖内の貯水容量確保が困難になっている。また、地球温暖化に伴

う気候変動の影響により集中豪雨が頻発し、ダム機能の低下が懸念されているため、全国のダ

ムはダム再生事業に着手しはじめている。 
 しかし、厳しい経済情勢の中、ライフサイクルコストの縮減とハードの長寿命化を検討して

いくためには、土砂移動調査の高度化が重要となる。本稿では、地形・水深等の障害に対応し、

ダム貯水池全体を面的に測量した事例について報告する。 

2. 業務上の課題 

平成 23 年 9 月に来襲した台風 12 号、15 号は近畿地方、中部地方を中心に多くの土砂災

害をもたらし、ダム貯水池では上流域で発生した斜面崩壊により、多くの土砂が貯水池末端部

に堆積した。貯水池末端部に堆砂した土砂状況の把握は、次期出水で堆砂土砂が下流域へ流下

する可能性が高いため、貯水池内の土砂移動管理を行う上で重要な要素となる。 
従来手法の場合、平均断面法による土砂管理が一般的であったが、近年急速に普及している

面的 3 次元計測法（航空レーザ計測、マルチビーム計測）により、貯水池内及び周辺地形を高

密度に測量するケースも出てきた。しかしながら、貯水池末端部においては、下記の問題によ

り、面的計測は困難な状況にあった。 
・ダム貯水池の末端部においては、急崖地形が多く、GNSS 観測が困難 
・陸上地形は航空レーザ測量で取得するが、水部は航空レーザ測量では計測不可 
・水深のある箇所はナローマルチビーム、シングルビームで計測可能だが、極浅部は作業船が

入れず計測不可 
・面的な地形データを取得したいため、TS 単点法では計測効率が悪い 

図 1 貯水池末端部の状況 
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3. 極浅部計測用システムの構成 

 前述の問題点を踏まえ、自動追尾 TS を応用した

システムを考案した。システム構成は以下のとおり。 
○自動追尾 TS（Trimble 製 S6） 
○ミラー帽（ヘルメットに 360°ミラーを取付） 
 自動追尾 TS は、追尾データを随時収録可能な機

種とし、ミラー帽を被った観測者の位置データを測

距毎に収録した。また、高速自動追尾を可能とする

機種が望ましいため、ギアレス駆動式の Trimble 社製 S6 を採用した。 

4. 精度検証 

 現地作業実施前に、通常の横断測量との比較検証を実施することとし、（図 3）ヘルメットの

上にミラーを取付け、歩行時の上下運動が測定精度にどの程度影響しているかを評価した。 

 
 
 平地における横断測量データを基準とし、歩行スピードを変えた①～④のデータとの検証結

果を図 4 に示す。 

 
 
 
 
 
 
 この検証結果と、路線測量の横断測量における標高較差の許容値を照合する。 
 ○平地の許容範囲：2cm+ 5cm√（L/100） ※L を 20m とした場合、0.042m 
 ○山地の許容範囲：5cm+15cm√（L/100） ※L を 20m とした場合、0.117m 
 実際に横断測量を実施する箇所は山地であるが、平地で精度検証を行ったため、平地の路線

測量の許容値と比較したが、標準偏差は制限内となり精度的に問題無いと言える。ただし、小

走りより速い速度になると標準偏差が急激にばらつくため、早歩き程度の運用が望ましいと判

断できる。 

図 2 システム 構成 

図 3 精度検証状況 

図 4 精度検証結果 

横断測量 ④かけ足計測①普通に歩行して計測
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5. 現地作業 

 貯水池末端部での現地作業状況を図 5 に示す。安全面

に配慮して、ミラー帽を被った観測者はウエットスーツ、

ライフジャケットを着用し、極浅部～水深 1m 程度の 3
次元計測を行った。3 次元計測の歩行跡は図 6 に示すと

おりで、3m に 1 点程度でデータを取得している。 

6. 計測結果 

 従来成果と、ミラー帽採用

成果を比較を図 7 に示す。従

来成果の場合、極浅部の 3 次

元地形モデルが構築出来ない

ため、平均断面法による計算

を行ったが、ミラー帽採用成

果の場合、貯水容量や堆砂量

の計算に構築した 3 次元地形

モデルを使用出来るため、よ

り精度の高い計算結果が得ら

れる。また、今後は 3 次元デ

ータの 2 時期比較により、貯水池末端

部の詳細な地形変動状況の把握が可能となり、堆砂管理に有用なデータとして活用出来る。 

7. まとめ 

 ミラー帽を使用した計測により、極浅部～水深 1m 程度の面的計測を効率よく、高精度に実

施する事が出来た。ミラー帽を使用しなかった場合、TS 単点法による計測も可能ではあるが、

効率が悪くコスト面の課題が残る。また、ミラー帽使用の場合、TS 単点法より高密度データ

の取得が可能であり、3 次元地形モデルの精度向上に寄与する事も利点として挙げられ、河川

測量や砂防測量への利活用が期待される。ただし、急流や水深の深い淵などにおいては、ミラ

ー帽による計測が出来ないため、新しい工夫が必要であると考えられる。最後にミラー帽活躍

の場を提供して頂いた、国土交通省長島ダム管理所に深く感謝申し上げる。 

図 5 3 次元計測データ取得状況

図 6 歩行跡図 

図 7 従来成果とミラー帽採用成果の比較例
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レベル2500道路ネットワークの位置補正方法の研究 

アジア航測㈱ 松井 晋

 

１．はじめに 

一般財団法人日本デジタル道路地図協会（以下、DRMという）でデータ整備を行っている道

路ネットワークデータ（以下、道路ネットワークデータという）には全ての構成ノードに固有

の IDが付与されていることから場所の特定が明確となり、VICS(Vehicle Information and 

Communication System)の基礎データとしてはもとより、あらゆる利用者が様々な利用目的で固

有IDを介して容易に情報交換を可能としたデータである。 

しかし、道路ネットワークデータは2.5万地形図を元に作成されているため位置精度が粗い。 

一方で国土地理院は、一般公開している基盤地図（1/2500）（以下、基盤地図2500という）

から道路ネットワークデータより位置精度の高い道路中心線形状データを作成している。 

位置精度は粗いが固有IDが付与されている道路ネットワークデータの位置精度を上げれば、

より実世界の道路ネットワーク網の位置を正確に表現することが可能になる。道路ネットワー

クデータの位置精度向上は、ナビゲーション市場はもちろんのこと、国をはじめ自治体等の道

路管理者にとっても道路の維持管理等における利用価値の飛躍的な向上が期待される。東日本

大震災の経験から言っても、被災情報や確実に通れる道の情報を提供するためには、より正確

な道路位置情報の提供が望まれるところである。但し、道路ネットワークデータはデータ量が

膨大であり、位置精度向上には多大な作業負荷が発生する。

 そのため本研究は、膨大な道路ネットワークデータを基盤地図2500の道路縁ベクトルデータ

（以下、道路縁データという）を活用した位置精度向上の手法を検討するものである。 

 

２．研究の目的 

 本研究の目的は、膨大な道路ネットワークデータを道路縁データを利用した計算処理によっ

て道路縁の中心位置に位置精度を向上させることである。 

道路縁データの中心位置への移動後の位置精度目標は、2500分の1の印刷図上で人が移動後の

位置を目視で確認した場合、概ね実距離50cm以内であれば道路中心位置との相違が区別できな

いと判断し、道路縁の中心から実距離50cm（2500分の1の縮尺0.2mm）以内とした。 

 

３．考案した手法 

 本研究で考案した手法の流れを整理する。前提として事前のデータ処理により道路縁内に道

路ネットワークデータがあるものとする。 

① 道路形状を道路縁に合わせるため、対象道路Vectorの 

図.1 構成点追加 

チェック間隔 

対象Vector 

追加構成点 
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線分上に一定の[チェック間隔]毎に構成点を追加する。（図.1） 

 

②交差点付近は道路縁がないため異常形状が発生し

やすい。対策として対象道路Vector上の交差点からの

直線距離が[交差点内除外範囲] 内を移動処理対象外

とする。（図.2） 

 

③着目構成点とその前後の構成点3点の角度から二

等分線を求める。着目構成点が端点の場合は垂線と

する。（図.3） 

 

④着目構成点から③で求めた二等分線の両側それぞ

れに対して、既定した[道路縁検索距離] の1/2延長

した検索用線分を求める。検索用線分と交差してい

る道路縁Vectorを検索する。（図.4） 

 

⑤着目構成点と道路縁2本間の検索用線分上での距

離（ズレ量）と道路幅を求める。同一道路Vector上

の直近の構成点で求めた道路幅との変化量が既定し

た[道路幅変化率異常範囲] 以上だった場合はエラ

ー（幅員異常）とする。中心からのズレ量が既定し

た[中心許容範囲] 内の場合は、道路中心に移動でき

たと見做して構成点の処理を完了する。（図.5）  

 

⑥中心からのズレ量が既定した[中心許容範囲]以上の場合は、着目構成点を検索用線分上の中

心に移動する。 

 

⑦データ量の増大を防ぐために、全ての構成点の処

理完了後に、①で追加した構成点に対して前後の構

成点との角度が既定した [不要構成点の削除角度] 

未満の場合はこの構成点を間引く。（図.6） 

 

４．検証実験の方法 

 考案した手法により実際の道路ネットワークデータを利用し、動作の確認を行った。 

右側ズレ量 

左側ズレ量 
幅員 幅員異常 

図.5 二等分線と道路縁との延長測定 

編集後 

編集前 

残す 

残す 

残す 

残す 

消す 

図.6 不要な構成点の削除 

道路縁検索距離/2 

道路縁検索距離 

道路縁検索距離/2 

図.4  着目構成点から二等分線の仮発生２ 

図.3   着目構成点から二等分線の仮発生１ 

図.2 交差点位置から移動処理対象外区間の設定 

20m 交差点内除外範囲 

交差点 
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５．検証実験の結果 

本処理では道路形状が複雑なものでなければ道路ネットワークデータの構成点は概ね道路縁

データの中心位置へ移動した良好な結果となった。 

６．考察・課題 

道路形状が複雑な箇所については３.①の[チェック間隔]が長すぎて複雑な形状を表せない

場合があった。 

これらの構成点に対しては個々の修正対応が必要となる。修正作業効率化のため、エラー箇

所ごとに手動と自動を組み合わせた処理方法について今後の検討が必要である。 

７．まとめ 

冒頭にも記述したように、道路ネットワークのより高度な利便性を実現するためには位置精

度の向上が必要である。その実現のために道路ネットワークデータの構成点と道路縁を利用し

た手法による実験を行い、結果は概ね良好だった。 

考案した手法はまだ不完全ではあるが、本研究により、道路ネットワークデータの位置精度

の向上を図る方向性を見出せた。 

８．おわりに 

 今後も位置精度の向上のための手法改良を継続し、道路ネットワークデータの利便性向上に

貢献したい。道路ネットワークデータはこれまでも様々分野で社会貢献してきたが、位置精度

が向上することにより今までの利用域を超えた多方面で利活用されるように発展していくもの

と考える。 

謝辞 

 本研究を進めるにあたり、一般財団法人日本デジタル道路地図協会から検証に必要なデー

タ・ツール等を貸与いただくとともに、多くの助言と指導をいただきましたことを厚く御礼申

し上げます。 

図.7 構成点位置チェック及び道路縁内の中心位置への移動処理結果 

処理前 
処理後 

構成点と道路縁を

利用した自動移動処理結果 
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図. 1 測量の概要 

航空レーザデータを用いた MMS データの高精度化 

 

○中村 勇貴  中日本航空株式会社 
 蓜島 秀之  中日本航空株式会社 
 野々山 善行 中日本航空株式会社 

1. はじめに 

モービルマッピングシステム（以下 MMS と称す）は、身近な車両を用いることから機動性が

高く地図作成、施設管理、防災分野などさまざまなフィールドで活用が始まっている。一方で、

近年の地図整備の状況を見ると、市街地については概ね整備が進められているが、山間地につ

いては整備が遅れているのが現状ある。この様な状況を打開するためにも、MMS は非常に有効

なシステムになると考えられるが、道路周辺の地形条件などにより自車位置を取得する GNSS

測量の精度が不安定となり、位置精度を確保することが困難な場合がある。対応策として、ト

ータルステーションによる標定点の設置が考えられるが、路線延長が長い場合等は効率性の面

で不利となる。ここでは、山間地で実施した精度の高い（地図情報レベル 500）航空レーザデ

ータに MMS レーザデータを合成することで現地作業を軽減しつつ精度向上を図った実例を報告

する。 

2. 測量の概要 

対象フィールドは国道 310 号の内、奈良県と大阪府の県境付近に位置する山間部 8.4ｋｍと

し、図. 1 に示すシステムを使用して計測を実施した。航空レーザシステムは、樹木下におい

ても位置精度は均一であるが、点群密度は低下している。一方 MMS は、位置精度は低下してい

るが、道路面の点群密度は均一である。このように、両システム間には精度と密度に相反する

関係があることが分かる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※1 本業務における実測データから、市街地及び山間地において道路中心付近の 1 ㎡を無作為に抽出して平均した値とした。 

 航空レーザシステム モービルマッピングシステム

 

システム名 

SAKURA（波形記録式）

 

 

 

三菱 MMS（TYPE-X640） 

計測方法 
50％ラップ 

平行コース 

２往復走行 

前後上下スキャン  

点群密度 

  ※1 
市街地 20 点/㎡ 1210 点/㎡ (速度 40km/h) 

山間地 11 点/㎡ 1450 点/㎡ (速度 30km/h) 

測量精度 
市街地

標高較差 0.03m 
予測誤差最大値 0.23m 

山間地 予測誤差最大値 1.09m 

検証フィールド 

出典：電子国土基本図 
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合成 

合成 

3. 作業手法 

概要に示す通り、航空レーザ計測精度の均一性に着目

し、図. 2 に示す手順で MMS レーザデータの編集を実施

した。各工程の作業内容と得られた知見について述べる。 

3.1. MMS レーザデータの特徴点取得（水平方向） 

MMS レーザデータは、予測誤差が悪くなるほど同一範

囲における複数コース間の相対位置関係は悪くなる傾向

がある。そこで、まずは複数コース間の水平位置を相対

的に一致させるための特徴点を取得した。取得項目は、

ガードレールやカーブミラーの支柱等とし点群を真上か

ら見た断面形状により特定した。比較的取得が容易な道路標示

線等に特徴線を取得する手法も試みたが、横断方向への効果は

得られたが、縦断方向への効果が不十分であったため主に特徴

点を使用することとした。なお、本検討では特徴点の間隔は明

確に設定せず、取得可能と思われる箇所へ任意に取得した。 

3.2. MMS レーザデータの合成（水平方向） 

①で取得した特徴点及び特徴線を基に、複数コース間の水平

位置が相対的に一致するように合成した。また、特徴点及び特

徴線毎に予測誤差を係数として重み付けを行い、特定のコース

だけが良好な場合はそれに近似させ、複数コースが悪かった場

合には係数に応じて加重平均化した。次に、合成されたデータ

に対して目視点検を行い、一致が不十分と思われる箇所は①へ

戻り特徴点を追加取得した。 

3.3.  MMS レーザデータの対応点取得（高さ方向） 

②で合成した MMS レーザデータ対して、複数コース間の高さ

方向を相対的に一致させるための対応点を取得した。既に各コ

ースの MMS レーザデータが水平方向に一致しているため、対応

点は特徴のある箇所ではなく、道路面のように平坦な箇所へ

自動的に取得した。 

3.4. MMS レーザデータの合成（高さ方向）  

③で取得した対応点を基に、②と同様に重み付けを行い、複数コース間の高さ方向が相対的

に一致するように合成した。これにより、水平・高さ方向ともに相対的に一致した MMS レーザ

データが生成されたが、この段階では相対座標となっており標定点等により絶対座標へ補正し

ていない。 

① MMS レーザデータの特徴点取得（水平方向）

② MMS レーザデータの合成（水平方向） 

③ MMS レーザデータの対応点取得（高さ方向）

④ MMS レーザデータの合成(高さ方向) 

⑤航空レーザデータと MMS レーザデータ間の特徴点取得 

⑥航空レーザデータに MMS レーザデータを統合

点
検 

点
検 

点
検

図. 2 作業フロー 

図. 3 水平方向の合成 

図. 4 高さ方向の合成 
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表. 1 精度検証結果 

3.5. 航空レーザデータと MMS レーザデータ間の特徴点取得 

航空レーザデータに④で合成した MMS レーザデータを合せ込むた

め、両データで共通に認識できる箇所に特徴点を取得した。取得対

象は道路標示線を標準とし、それが無い場合には側溝や法面の角等

とした。道路標示線の位置は、航空レーザデータは反射強度、MMS

レーザデータは色付き点群により特定した。側溝や法面は、航空レ

ーザデータ、MMS レーザデータ共に点群の断面形状から特定した。

なお、特徴点は MMS レーザデータの予測誤差が悪く両システムのデ

ータが一致しない箇所を中心に取得したが、これに影響されて良

好な箇所も移動することを防ぐため、予測誤差が良好で両データ

が一致している箇所にも固定する目的で取得した。 

3.6. 航空レーザデータに MMS レーザデータを統合 

⑤で取得した特徴点を基に、航空レーザデータを基準として MMS レーザデータを合わせ込んだ。 
4. 精度検証 

上記工程にて得られた MMS レーザデータの精度検証を行っ

た。検証点は、トータルステーションにより反射板及び道路

標識の中心やコンクリート被覆の角等を観測した。結果は、

表. 1 に示す通りであり、水平残差が標準偏差 0.06m、最大値 0.16m となり、標高残差が標準偏

差 0.04m、最大値 0.10m となった。以上の結果から、安定して GNSS を受信することが難しい

山間地においても、上記の処理を行うことによって、地図情報レベル 500（残差の許容値：水

平位置の標準偏差 0.15m）の要求品質を満たすことも可能であることが確認された。 

5. 今後の課題 

本検討により、波形記録式の航空レーザデータが MMS レーザデータの高精度化に効果がある

ことを確認した。両データのハイブリッドから、航空写真では判読できない樹木下における道

路内の図化や、MMS では死角になるような周辺部でもシームレスな等高線を生成できる等、山

間地における効率的な地形図作成に大いに貢献するものと考える。今回は、検証目的もあり複

数回の MMS 計測で MMS レーザデータの信頼性向上を図り、特徴点及び特徴線も間隔を設定せず

判読可能な限り取得するなど、作業手間の軽減については検討を実施していない。今後は、所

要の精度を担保した、効率的な作業レベルを見極めるための検討が必要となる。 

また、航空レーザデータは事業毎に、精度や取得密度の異なるデータがアーカイブ化されつ

つあり、これらデータを活用した精度向上策を検討することで、より経済性に優れた手法の確

立も検討しなければならない。今後は、防災・環境保全・森林資源活用等の観点から、山間地

における高精度な地理空間情報の必要性は高まることも意識しながら、新技術をより高度な次

元で活用できるよう、研究活動を推進していきたい。最後に、本検討では奈良県五條土木事務

所よりデータをご提供頂いた。ここに謝辞を申し上げる。 

 水平残差 標高残差 

標準偏差 0.06m 0.04m 

最大値 0.16m 0.10m 

MMS レーザ 

⇒色付き点群

図. 5 特徴点の取得方法 

航空レーザ 

⇒レーザ反射強度 
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ＭＭＳを利用するための様々なアプリケーションと利用事例紹介 

アイサンテクノロジー株式会社  根本 茂 

１．はじめに 

高精度ＧＰＳ移動計測装置 三菱モービルマッピングシステム（ＭＭＳ）によりさまざまな計測

データを得ることができます。本発表では、計測データのうち代表的な車両自己位置、撮影画像、

点群データの 3種を利用するための各種アプリケーションとその利用事例を紹介します。 

 

２．ＭＭＳデータを扱うためのアプリケーションとは？ 

 車両に搭載された計測装置により、走行しながら路面をはじめとした周囲を計測するＭＭＳで

は、短時間で大量のデータを取得することができます。反面この大量データを短時間に取得でき

るという特徴は、必要なデータを抽出するために新たな作業を必要とすることを意味します。 

通常の地上測量では知りたいポイントを測量しますが、ＭＭＳの場合は、走行した道路周辺の空

間情報を点群データおよび撮影画像という形でごっそり切り取ってくるイメージとなり、その計

測データから、例えば道路縁であったりマンホールなどの地物といった知りたい情報を抽出する

作業が必要です。また逆に不要なデータを削除するといった作業が発生する場合もあります。 

ＭＭＳデータを扱うためのアプリケーションでは、以下の 3 つの機能を提供することが不可欠で

あると言えます。 

 ① 大量データを閲覧できる機能を提供 

 ② 必要なデータを抽出(図化)できる機能を提供 

 ③ 不要なデータを削除、編集できる機能を提供 

この 3つの機能を提供するアプリケーションを順にご紹介していきましょう。 

 

３．ＭＭＳ－ＶＩＥＷＥＲ～ＭＭＳデータを閲覧する 

 例えば、道路を 10ｋｍ、ＭＭＳで計測したとします。時速 40km で計測すれば 15 分で計測でき

ます。道路状況を細かく調べたいため、２ｍごとに周囲 6 方向の撮影を行った場合、取得画像枚

数は 10km÷2m×6 方向＝3万枚となります。点群データは、4台のレーザースキャナにより 1台あ

たり毎秒 13000 点以上の計測を行いますから、15 分×60 秒×4台×13000 点＝約 4700 万点にも及

びます。このデータの大量性は十分ＭＭＳデータを利用するうえでハードルに成り得ます。 

 ＭＭＳ-ＶＩＥＷＥＲでは、メイン画面が４分割されておりそれぞれ車両走行軌跡、点群データ、

撮影画像(6 方向サムネイル)、注視したい方向の撮影画像が一度に表示できます。計測時になぞ

らえデータを「再生」することができ、車両走行軌跡上の車両位置が動くにつれ、そのポイント

で計測した周囲点群データ、撮影画像が連動して表示されます。 

居ながらにして現地の状況、例えば交差点の標識配置状況を確認したり、簡単な計測機能を用い

てガードレールの高さを確認したり、といった事が可能で、データの大量性を意識させることな

く統合ビュアー環境を提供しています。 
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図.1 ＭＭＳ－ＶＩＥＷＥＲ画面       図.2 ＭＭＳ－ＴＲＡＣＥＲ画面 

 

４．ＭＭＳ－ＴＲＡＣＥＲ～ＭＭＳデータによる図化作業 

 ＭＭＳは写真画像と点群データとして、道路周辺の空間情報をごっそり切り取ってくることが

できます。ＭＭＳ－ＴＲＡＣＥＲでは、写真と点群を重畳表示することで、必要な地物の位置情

報抽出を直観的に作業できる環境を提供します。ＭＭＳデータによるトレース(図化)作業を受け

持つアプリケーションとして、ＭＭＳ－ＴＲＡＣＥＲと名づけられました。レーザー計測点 1 点

を抽出する「近傍レーザー点」抽出と周囲のレーザー点より必要な位置座標を計算する「補間モ

ード」を搭載し、効率よくＭＭＳデータの図化作業が行えます。 

 

５．ＭＭＳ－ＥＤＩＴＥＲ～ＭＭＳデータを編集する 

 ＭＭＳ－ＥＤＩＴＥＲは点群データの編集に特化したアプリケーションであり、点群の調整機

能、削除、穴埋め機能といった編集機能を持ちます。ＭＭＳデータは衛星状況によりその計測精

度が左右されるため、誤差傾向が一様でなく揺らぎを持つ特徴があります。ＭＭＳ－ＥＤＩＴＥ

Ｒに搭載された点群調整機能は、ＭＭＳデータに最適な補正を行えるよう設計されており、複雑

な点群合成時の調整作業が簡単に行えます。点群の削除では、周囲車両等の路面上の不要物削除

が代表的ですが、車両位置を用いて路面点群を推定する機能を搭載し、必要な路面を選択退避さ

せることで、不要物の削除が行いやすい環境を提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図.3 ＭＭＳ－ＥＤＩＴＥＲ画面 
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技術発表会 午後の部 



ナローマルチビーム測深機を用いた港湾構造物被災状況調査 

朝日航洋株式会社 中内 隆幸 

 

1. はじめに 

東日本大震災の大津波は、東日本太平洋沿岸各地の重要港湾において未曾有の被害をもたら

した。この被害によって被災直後は、港湾機能が完全に麻痺し、広域に渡って生活物資が欠乏

し、市民生活が脅かされた。加えて、産業活動にも大きな悪影響を与え、物流基盤となる港湾

の速やかな災害復旧が緊急の課題として挙げられた。 

上記の点から、東北地方整備局は「災害時における東北地方整備局管轄地域の災害応急対策

業務に関する協定」に基づき、主要港湾の被災状況調査を業務発注し、久慈港・宮古港につい

ては朝日航洋㈱・東洋建設㈱設計共同体が受託した。その中で、水中部構造物及びその周辺海

域をナローマルチビーム測深機で三次元計測し、詳細にわたる被災状況が把握され、被災要因

等について考察可能なデータを提供することができた。これについて調査事例を報告する。な

お、現地計測は、震災直後の 2011 年 3 月 30 日～4 月 8 日に実施した。 

また、東日本大震災の被災港の一つ（Ｏ港）において 2012 年 5 月 21 日～22 日に計測を実施

した。これについても計測事例を紹介する。 

 

2. 使用ナローマルチビーム測深システムについて 

各港で使用したナローマルチビーム測深機

を表１に、測深の概念を図 1 に示す。 

なお、成果データは、久慈港と宮古港は 1m

メッシュ、Ｏ港は 0.5m メッシュとして測深を

実施した。 

測深システムの主な概要は、測深機の他に、

測位（DGPS）、動揺補正（モーションセンサー

や IMU）、水中音速補正（水中音速度計）から

なる。 

 

 

表１ 使用ナローマルチビーム測深機性能表 

システム名 周波数 スワス幅 ビーム数 ﾌｯﾄﾌﾟﾘﾝﾄ 備  考 

RESON 社 SEABAT8125 455kHz 120° 240 本 0.5X1.0° 久慈港 

RESON 社 SEABAT8101 240kHz 150° 101 本 1.5X1.5° 宮古港 

R2SONIC 社 Sonic2024 400kHz 160° 256 本 0.5X1.0° Ｏ港 

 

 
 

 海 面 

海底面 

DGPS受信機

GPS 衛星 

測量船 

ﾏﾙﾁﾋﾞｰﾑ測深機の 
送受波器 

岸壁・防波堤 

 

図 1 測深概念図 
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3. 計測事例 

本報告では、宮古港の竜神崎防波堤周辺とＯ港防波堤周辺における計測事例を紹介する。図

２は、竜神崎防波堤周辺を地形による陰影と水深に応じて色を変化させた表現の段彩陰影図で

ある。図３は、Ｏ港防波堤周辺の段彩陰影図と、防波堤基礎マウンドより滑落したと考えられ

るケーソンの点群図である。 

  

図２ 竜神防波堤周辺段彩陰影図 

 

 

 

 

図３ Ｏ港防波堤周辺段彩陰影図 
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１）竜神崎防波堤の被災状況 

竜神防波堤における被災状況は、図２から防波堤とその周辺海底地形において防波堤両端

部(堤頭部)のケーソン 11 函の飛散が確認される。また防波堤の両端では、ケーソンを固定す

る防波堤基礎マウンドが津波により洗掘されている様子が伺える。なお、図中の丸印は、洗

掘部や飛散したケーソンを示している。 

 

２）竜神崎防波堤被災要因と今後の対策 

竜神防波堤における被災要因は、ナローマルチビーム測深データからみて明らかにケーソ

ンを固定する防波堤基礎マウンドが津浪によって洗掘され、ケーソンの滑落が発生したもの

と考えられる。なお、第 3 回東北地方における津浪・震災対策技術検討委員会（国土交通省

東北地方整備局、平成 23 年 9 月）において、両端の堤頭部の被災状況から、「防波堤は津浪

を一時的に堰き止めたものの、堰き止められた流れが防波堤堤端部付近に集中、流速による

洗掘が継続した結果、支持力不足によりケーソンが滑落したものと推察される」という検討

結果が提示されている。さらに、同検討委員会では、今後の対策として流速に対する対策が

必要であると結論付け、設計条件等の見直しと堤頭部の津浪による流速に対して、洗掘が防

止できるマウンドの被覆材料仕様を設定する必要性を指摘している。 

 

３）Ｏ港防波堤の被災状況 

図３からは、防波堤のケーソンが滑落、飛散している状況が確認できる。 

 

4. まとめ 

本調査から次の 2 点がまとめられる。 

１）ナローマルチビーム測深データは詳細な海底地形を取得可能であり、被災状況の把握に有

効であった。 

２）詳細な被災状況の把握から、施設の被災要因を推定することが容易になり、復旧基本計画

および設計に活用された。 

 

これらのことから、ナローマルチビーム測深機による港湾構造物の被災状況調査は、災害復

旧の基礎データとして極めて有効であることが示された。 

 

なお、本計測事例は、国土交通省東北地方整備局様発注の「宮古港外港湾施設等被災状況調

査」において計測したデータ、及びりんかい日産建設株式会社様よりご提供頂いたＯ港におい

て計測したデータを使用させて頂いた。ここに記して謝意を表する。 

 

－19－



東日本大震災による産業分野等の被害状況の整理 

国際航業株式会社 東日本事業本部第三技術部 
行政支援２グループ ○小早川雅行、小出和政 

 
1. はじめに 

東日本大震災により、人や取り巻く環境は、多岐に渡って大きな被害に見舞われた。災害に

強い国土への再構築という政策課題が掲げられ、国土交通省国土審議会においては、災害に強

い国土作りへの提言が平成 23 年 7 月に示されている。これを受け、東北地方においても広域

地方計画の見直しが必要であり、各課題を客観的に把握するための被災状況や震災前後の比較

が可能な情報の整理が求められ、今回、国土交通省国土政策局国土情報課からの委託業務とし

て実施した。 
以上を背景に、震災前後の被害状況等の情報の収集・整理による GIS 主題図データ作成の取

り組みと課題を整理する。 

 
2. 実施内容 

2.1. 概要 

東北圏 7 県を対象に、広域地方計画の見直し作業に資する基礎資料を作成することを目的と

して、被災状況・震災前後の変化等の情報収集・整理業務が、以下 3 つの内容で実施された。 
①土地利用データ等作成及び主題図作成 
②交通関連 GIS データ等作成及び主題図作成 
③産業被害関連 GIS データ等作成及び主題図作成 

当社は、③の産業（農業、水産業、商業、工業、観光）、避難所、ライフライン、災害履歴等

に関する項目を、国土数値情報（行政区域や土砂災害危険箇所他）も活用して実施した。 

 
2.2. 主題図の検討 

産業は基本となるインフラ・土地・人・生産量等の震災前後での東北圏での変化の把握、避

難所は現存する避難所と災害の諸条件を組合せた安全性の把握、ライフラインは被害範囲と程

度の把握、災害履歴は既存情報の収集、を主に考慮して主題図を検討した。 

 
2.3. 資料収集 

震災前後での変化、震災を踏まえた地域特性を把握できるように、原典資料は、行政（国、

県、市区町村）を主体に、関係機関、民間企業といった各種機関を対象として、購入、Web よ

りのダウンロード、借用、ヒアリングにより実施した。収集情報の多くは、地図としての利用

は少なく、情報の整理単位が市町村・県レベルであった。 
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2.4. データ・主題図の作成 

収集した情報からデータ化を行い、60 項目を超える主題図データを作成した。その中から、

作成事例として以下の 3 項目を挙げる。 
水産業：60 歳以上の就業者（H19 時点）が半数を占める被害を受けた漁港（図 2.4-1）は、

水産業において、津波により被害を受けた漁港における担い手不足を把握するため、60 歳以上

の漁業就業者の割合を示す主題図である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
避難所：避難所の被災可能性種別（図 2.4-2）は、現存する避難所において、津波、土砂災

害、地震（によるゆれやすさ）の 3 つの災害に対して被災を受ける可能性を示す主題図である。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ライフライン：都市の機能復旧度（都市ガス・水道・下水道）（図 2.4-3）は、市区町村に

おける都市ガス、水道、下水道のライフラインの被災・復旧状況を整理すると共に、それら

3 つを 1 つに統合した主題図である。 

図 2.4-1 水産業：60 歳以上の就業者（H19 時点）が半数を占める被害を受けた漁港 

図 2.4-2 避難所：避難所の被災可能性種別

津波浸水区域
に該当

土砂災害危険箇所
に該当

計測震度増分が
0.6以上

被災可能性

避難所に属性付与

津波被災の可能性 土砂災害の可能性 ゆれやすさ

避難所と被災可能性条件との重ね合わせ

津波浸水区域
に該当

土砂災害危険箇所
に該当

計測震度増分が
0.6以上

被災可能性

避難所に属性付与

津波被災の可能性 土砂災害の可能性 ゆれやすさ

避難所と被災可能性条件との重ね合わせ

漁港の被害状況の確認

60代以上の就業者数の確認

60代以上の就業者数/漁業就業者数

漁業就業者数の確認

各属性の付与

主題図作成

漁港の被害状況の確認

60代以上の就業者数の確認

60代以上の就業者数/漁業就業者数

漁業就業者数の確認

各属性の付与

主題図作成

データ作成 

主題図作成 

データ作成 

主題図作成 
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3. 情報整理における課題 

データ作成のための資料収集において、以下の状況を把握した。 
・機関毎に個別に情報を管理している。 
・地図情報としての利用が少ない。 
・多くの情報整理単位が、市町村または県レベル以上である。 
どこにどのような情報が存在するか、データ毎に入手先や整備内容を Web や電話等で情報収

集し、手続きや利用許諾を確認し、データを一つ一つ地道に入手する必要があった。 
また、入手したデータは、統一的に整理されているものもあれば、機関毎に異なる整理がさ

れているものもあり、地理空間情報として一体的に取り扱えるように統合する必要があった。 
さらに、今回は津波による被災が特徴的であったが、多くの資料の整理単位が市町村・県レ

ベルであったため、被災範囲に焦点を合わせた情報抽出が難しい状況であった。 

 
4. 今後に向けて 

災害に強い国土を目指す上で、防災・減災へのソフト対策面において、地理空間情報の利活

用は有効と考えられる。来るべき東南海地震も踏まえ、今回のように特徴的災害範囲が広範囲

にわたる場合の情報収集として、その特徴的範囲の情報抽出ができる資料収集・整理（例えば

大字レベルでの情報整理等）が必要である。一方で、隣接地域も含めた広域情報を一元的に蓄

積・管理できる情報整備のしくみが望まれる。 

 
5. おわりに 

作成した資料は、東北圏広域地方計画の見直し等にて利活用が行われる予定である。 
これからも、復興を支援するとともに、今後の災害に向けて、可能な限りの防災・減災の推

進に役立つことができればと考える。 
最後に、被災者の皆様に心よりお見舞い申し上げ、一日でも早い復興が進むことを祈念する。 

図 2.4-3 ライフライン：都市の機能復旧度（都市ガス・水道・下水道） 

都市ガスの
再開日

水道の
再開日

下水道の
被災の状況

市区町村に属性付与（個別・複合）

都市ガス 水道 下水道

都市機能の復旧状況

都市ガスの
再開日

水道の
再開日

下水道の
被災の状況

市区町村に属性付与（個別・複合）

都市ガス 水道 下水道

都市機能の復旧状況

主題図作成 

データ作成 

※不明=全ての項目で資料がない自治体
※都市ガスのみの被害なし

被害状況

不明

被害なし

被害あり（水道）

被害あり（下水道）

被害あり（水道・都市ガス）

被害あり（水道・下水道）

被害あり（水道・都市ガス・下水道）
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超音波ドップラー多層流向流速計（ADCP）による河床地形計測 

朝日航洋株式会社 白井 正孝 

 

1.概要 

 淀川河口から45kmまでの区間において船舶が安全に航行することができる航路ルート図の作成

を目的とし、超音波ドップラー多層流向流速計（Acoustic Doppler Current Profilers）による河床

の地形計測を行った。また等深線図を作成し、河床変動を把握すると共に航路ルート図を作成した。 
2.計測手法の選定 

河床地形計測を行う場合、一般的にはナローマルチビーム測深機による面的な計測手法が用いら

れるが、淀川は水深が比較的浅い上に、計測範囲も広いことから、計測条件として水深が最低でも

1ｍ以上を必要とするナローマルチビーム測深機の適用はコスト面からも困難であった。そこで海

洋分野では既に広く活用され、また最近では河川でも利用されつつあるADCPを用いることとした。 
3.計測機器 

ADCPは本来は流速プロファイルを計測する機器であるが、河床高さの同時計測、RTK-GPSとの同

期によるGPS測量が可能であるため、低コストでの深浅測量が可能となる。ADCPの主な特長を以下

に示す。 

（1）超音波ビームを送受信するトランスデューサーが鉛直

下方より20°傾いた方向に計4つ装着されており（図

-1）、得られた測深データは、垂直距離に補正して 4

ビームの平均値として算出する。 

（2）トランスデューサーから超音波を発信し、水中の浮遊

懸濁物で反射して戻ってくる超音波の周波数変化（ドッ

プラーシフト）が流速に比例していることを利用して流

速を測定する。また発信された超音波のラスト音波が河

床から反射された超音波であることを利用して河床地

形を計測する。 

（3）海底や河床をリファレンスにした対地移動速度を高精

度に計測することが可能であり、測定精度は RTK-GPS

と同等である（ボトムトラック機能）。 

（4）小型観測ボート（図-2）に ADCP、GPS を装着し、河道

の横断方向に曳航して観測を実施する。 

（5）最小不感距離は 0.5m であり、水深が浅い河川でも計

測が可能である。 

（6）水面から河床に向かって垂直方向の断面に沿って多層

的に流速と流下方向を把握することができ、河川断面

の流速分布図の作成が可能である。 

図-2 小型観測ボート 

図-1 ADCP 
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4.ADCP による計測 

距離標を基準として約 40ｍピッチ間隔で観測測線を設

定し（図-3）、曳航用ボートにより小型観測ボートを曳航し

て観測を実施した（図-4）。また淀川の水深が比較的浅い条

件を考慮し、計測時のADCPの設定値は表-1の通りとした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.データ解析 

得られた計測データより水深を算出し、等深線図を作成した。具体的には、水深算出時の水面高

を淀川大堰より上流側については各水位観測所における過去5年間の年度毎の最低水位の平均値、

下流側は朔望平均干潮位により補正して算出した。また橋梁付近に設定した測線においては、橋梁

の影響によってGPSによるADCPの水平位置情報が正しく得られないため、そのような測線について

はボトムトラック機能により得られる水平位置座標を用いた。GPS とボトムトラックによる航跡の

比較を図-5に示す。橋梁付近ではGPSによる航跡が大きく乱れているが、ボトムトラックによる航

跡では安定してデータが取得されていることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測設定項目 設定値 

周波数 1200kHz

層厚 25cm 

層数 25層 

1アンサンブル時間 1sec 

Ping数 4 

最大レンジ 6.5m 

図-3 計測測線 

表-1 ADCPの計測設定値 

GPS航跡 

GPSとボトム

トラックの航

跡はほぼ一致

ボトムトラック

航跡 

図-5 GPSによる航跡とボトムトラックによる航跡の比較 

図-4 ADCPの計測状況 
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6.航行ルート図作成 
航行ルート図（図-6）の作成仕様について以下に示す。 

・等深線は1ｍピッチとし、また1.1ｍ（船舶喫水の水深）と2.5ｍも合わせて表記した。 

・航路ルート図は水深によって2色で色分け表示するものとし、また色分けする水深の基準は、

1.1ｍと2.5ｍとしてそれぞれの場合の航路ルート図を作成した。 

・航路ルート図の背景データとしてDMデータ（地図情報レベル2,500）を用い、また水位観測所、

樋門・樋管、水門、ヨシ原保全を目的とした保全区域（河岸より30ｍ範囲が対象）、船着場、行

政界を合わせて表示した。 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
7.その他（流速分布図） 
計測データより得られた河川断面の流速分布図を図-7、また全層平均値を算出して作成した全層

平均流速分布図を図-8 に示す。 
  

 

 

 
         
 
 

 

図-6 航路ルート図（2.5ｍを基準に色分けして作成） 

水深 2.5ｍ以上 

水深 2.5ｍ未満

図-7 河川断面の流速分布図 図-8 全層平均流速分布図 

ヨシ原保全区域 
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新探査技術による河川堤防管理手法の高度化 
株式会社パスコ 吉岡 裕嗣 

1. 目 的 

我が国の河川堤防は, 河川整備基本方針・整備計画に基づき順次整備されてきた.しかし，

近年の気候変動に伴うゲリラ豪雨等で発生する堤防越水・決壊による甚大な河川氾濫が多発

する傾向にある．また，河川管理に要する財政が厳しくなっている現状を鑑み，従来の河川

管理手法をより一層効率化することが求められている．一方，近年の測量分野においては，

走行車両に搭載したレーザスキャナを用いて，広域を迅速かつ効率的に測量する技術が普及

してきている．本研究開発は、産官学の連携により実施する国土交通省水管理・国土保全局

の｢河川砂防技術研究開発｣注 1)のもと、車両搭載型レーザスキャナを河川堤防管理用モニタリ

ング技術へと高度化させるためのハード・ソフト開発を実施し，新しい河川堤防管理手法を

実現させるものである． 

2. 目 標 

本研究は、従来の河川台帳や河川縦横断測量による二次元的な管理に対して、3 次元数値

データによる堤防評価と河川巡視・点検手法も併せた管理の高度化を図るもので、これらの

適用性を検討するレーザスキャナの仕様を以下の次の通り設定した． 

・ 位置・高さ精度は従来の GPS と同等で，計測距離 75～300m を可能とする． 

・ 照射密度は10 万回/秒レベルで，走査範囲は180 度のスキャナ技術を有するものとする． 

・ 500 万画素のデジタルカメラを有するものとする． 

・ 精度は堤防の一般・変状・災害モニタリング管理を考慮して±20ｍｍを 終目標とする． 

3. 使用した機器 

RIEGL 社の VQ-250MMS（三菱製）

の車両搭載状況を図.1 に示す．近距離

用（SICK 社製）と長距離用（RIEGL
社製）の両機器を搭載した仕様になっ

ており，近距離と遠距離照射用のレー

ザ機器の特性の比較を可能とした． 
車両で移動しながら計測を行なう際には，

データ取得時のセンサ（：レーザ機器やデ

ジタルカメラ等の外界情報を取得する機

器）ヘッドの位置姿勢を高精度かつ時間遅

れなく取得する必要がある．そこで図.2 に

示すように各種センサと位置姿勢標定装置

はすべて同じ天板上に固定し，一つの剛体

として動くように設計されている．    図.2 車両天板上に設置した機器配列

図.1 本研究の車両搭載機器 
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4. 一年目の成果と課題 

4.1 河川堤防計測への MMS の適用性の確認 

 本計測実験を行ったレーザは遠距

離・高密度レーザ（カタログ上：500m，

30 万点/秒）の仕様であり，そのレー

ザ点群を示したものが図.3 である．比

較のために，近距離・低密度レーザ（カ

タログ上：30m, 1.35 万点/秒）にて計測した点群を示す．近距離・低密度仕様では走行した

堤防天端近傍のみが可視化されるのに対し，遠距離・高密度仕様の MMS では堤防全体の形状を

把握できることが分かる．このように遠距離・高密度仕様の MMS は，車両走行という効率的な

計測手法で堤防の形状による管理を実現できることが明らかになった． 

4.2 堤防天端計測例 

図.4 は堤防天端を計測した例で、

堤防天端に設定した TS 測量をした

検証点と MMS 計測の結果を比較した

ものである． 

この結果，目標の±20mm の精度の

確保は実証され，往復の計測による

再現性も良好であり，MMS 計測によ

って現状の定期縦横断測量の代替は

可能であると考えられる． 

但し，車両走行速度による計測精度の相違が見られ，路面状態の影響に考慮が必要である． 

4.3 計測技術の高度化 

図.5 に複数回の走行データを重ね合

わせた解析結果を示す．これによって、

レーザ密度が距離に応じて減少する影響

が大きく現れることが分かった． 

車両走行計測のハード技術が理論通り

に設計可能で，計測精度の車両走行速度

の依存性が少ないことから，複数の走行

結果の重ね合わせ処理で、レーザ密度を

確保できることを実現した.また、遠距離

における高精度化を可能にするため，データの重ね合わせ処理を導入することを検討した．こ

れにより、目標とする遠距離での高精度化が可能であることも立証した．またこの技術によっ

て，堤防の形状の経年変化を面的に把握できる手法も可能にした． 

図.4 堤防天端計測の結果 

図.3 遠・近距離レーザ点群比較

遠距離レーザによる点群データ 近距離レーザによる点群データ

図.5 計測データ重ね合わせ処理の例
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5. 考 察 

図.6 にレーザ照射距離と TS 測量で計測した検証点の計測精度の関係，図.7 に 15mm の段差を

有する検証体の計測結果を示す．30m以内ではGPSと同等の計測精度で変状を計測できるが，4．

の結果と合わせて考えると，計測精度は車両走行速度の影響は少ないものの，路面状況など影

響を受けることがあらためて検証された．この距離と精度の関係は，ほぼ理論通りの結果であ

り，次年度に向けて高精度化を図るための基礎資料を実現場での計測にて得ることができた． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図.6 計測距離と計測精度の関係    図.7 段差計測例（※L は計測距離を示す） 

 

6. 今年度（二年目）の研究開発の実施に向けて 

開発初年度（平成 23 年度）は MMS の有用性と特性を実現場の計測によって把握した．また高

精度化や変状抽出のためのデータ処理法も検討した結果，今年度は「河川堤防計測管理手法マ

ニュアル（仮称）」の整備に向けて必要な資料を提供する実験を実施する．検討する具体的な課

題は次の通り． 

・ MMS を使った“日常管理”および“定期管理”といった具体的な管理手法の構築． 

・ 複数回の計測データの解析による“変状抽出”の定量的評価．  

・ 気象条件や植生の影響などを考慮した計測方法の 適化（停止しながら計測）の検討．  

・ その他，樋門，樋管などの構造物の検査への適用，デジタル画像を活用したデータの可

視化技術などの高付加価値技術の開発． 

・ 航空レーザ計測なども含めた空間情報技術による河川空間管理手法の研究 

 

注 1)平成 21 年に国土交通省 水管理・国土保全局（旧河川局）、国土技術政策総合研究所が創

設した｢公募型委託研究｣で、河川行政の技術政策課題を解決するため、産学のもつ先端的

な技術を積極的に活用し、産学官連携による技術研究開発を促進することを目的としたも

のである。 

※研究者: 京都大学大学院・㈱パスコ・早稲田大学・三菱電機㈱ 
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特 別 講 演 



第 34 回測量調査技術発表会 特別講演 

 

水管理・国土保全局における測量調査技術の活用 

 
国土交通省水管理・国土保全局 

関 克己 
はじめに 

 平成 23 年 3 月 11 日の東日本大震災では、広い範囲で甚大な被害が生じ、国土交通省におきま

しても、発災直後から人命救助を第一義として、総力を挙げて、被害情報の把握、被災者の救援・

救助活動、緊急輸送ルートの確保等に取り組むとともに、当初より日本測量調査技術協会会員の

みなさまの協力を得て、さまざまな手法を用いて現地の状況を把握してきたところであります。 
また、東日本大震災の 3 ヶ月余後の平成 23 年 7 月 1 日より、水関連行政を一元化することに

より水管理と国土保全を一体的・総合的に推進することを目的として、河川局、土地・水資源局

水資源部及び都市・地域整備局下水道部の組織を統合し、新たに「水管理・国土保全局」が発足

いたしました。 
本稿では、測量調査技術に関連して、水管理・国土保全局の東日本大震災における取組等、測

量調査分野の技術研究開発、地理空間情報（測量成果）の活用等について以下のような項目を紹

介します。 
また、高度な測量調査技術により得られた地理空間情報は、災害の現場をはじめとする様々な

場において活用されており、利用者は行政から企業、企業から個人等へと広がっています。今後、

ますます測量調査技術に対する期待は高まると思われ、水管理・国土保全局においてもその期待

に答えるべく、測量調査技術の発展に寄与して参りたいと考えております。 
 
東日本大震災における取組等 

・航空写真や光学衛星・SAR 衛星を用いた津波による浸水域の把握 
・レーザプロファイラ（LP）データを用いた地形変化の把握 
・地盤沈下情報や浸水センサーを活用した浸水情報メールの配信 
・航空レーザ測深機（ALB）を用いた津波後の海底地形の把握 
・地理空間情報を活用した緊急災害対策派遣隊（TEC-FORCE）による応急対応 
 
測量調査分野の技術研究開発 

・河川砂防技術研究開発公募の概要 
・合成開口レーダ（SAR）を利用した防災情報把握に関する技術研究開発 
・航空レーザ測深機（ALB）を用いた河川地形のモニタリングに関する技術研究開発 
・モービルマッピングシステム（MMS）による堤防の変状把握に関する技術研究開発  
 

技術研究開発の推進と地理空間情報活用のさらなる広がり 

・航空レーザ計測の様々な分野における活用の広がり 
・航空レーザ計測による高精度な LP データの活用事例 
・X バンド MP レーダ観測の様々な分野における活用の広がり 
・X バンド MP レーダによる高精度・高頻度な雨量データの活用事例 
・社会に貢献する測量調査技術への期待 

－29－



【講演者 略歴】 

関 克己（せき かつみ） 

国土交通省 水管理・国土保全局長 

 

昭和５３年０４月 建設省採用 

平成１７年０４月 国土交通省河川局治水課長 

平成１９年１１月 国土交通省国土地理院参事官 

平成２０年０７月 国土交通省大臣官房技術審議官 

平成２１年０７月 国土交通省北海道開発局長 

平成２２年０８月 国土交通省北海道局長 

平成２３年０１月 国土交通省河川局長 
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ＷＧ活動報告 



図 1 計測対象範囲と計測コース計画図 

東日本大震災におけるレーザ WG の調査活動および今後の展望 

空中計測・マッピング部会 レーザＷＧ 

横尾 泰広 

1. はじめに 

 平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は、類例のない大災害となった。さらに、北海

道から近畿地方にかけての広い範囲で地殻変動が観測され、特に東北地方の太平洋沿岸地域で

は大潮の際の冠水など、二次災害が懸念された。空中計測・マッピング部会レーザ WG（以下、

レーザ WG）の参加各社は一丸となって、広範囲の被害状況を迅速に調査した。本稿では、宮城

県沿岸における航空レーザ測量による二次災害対策に資する資料作成の事例を報告する。 

2. 航空レーザ計測による広範囲地形データ取得作業 

宮城県沿岸部の瓦礫量、地盤沈下状況を迅

速に把握するため航空レーザ計測を行った。 
計測対象面積は図 1 に示す約 1,600 km2 で、

航空レーザ計測作業は迅速さが必要であった。

災害発生当初、福島第一原発の事故で飛行制

限を設けていた理由からエリア 5 までを優先

的に計測した。安全確認後、エリア６を計測

した。計測対象範囲を分割した理由は、複数

の航空レーザ機を投入するための工夫で、そ

の結果、3 月 19 日から 4 月 6 日（計 19 日間）

の短期間で航空レーザ計測は終了した。 
3. 数値地形モデル（DEM）作成作業 

3.1  震災の影響を考慮したデータ解析 

計測後のデータ解析は、GNSS/IMU 解析

の地上固定局として使用する電子基準点の成

果値に注意を要した。なぜなら、電子基準点

の座標値は、本震や余震の影響で日々変動し、

電子基準点の現位置と座標値の差は航空レー

ザデータの精度に影響するからである。そこで、標高変動量が比較的小さい山形県の電子基準

点「朝日」を基準とした。後日、電子基準点の暫定成果が国土地理院から入手可能となり、地

殻変動を考慮した三次元計測データを作成した。三次元計測データは、分割エリア間等でデー

タ整合を図り、オリジナルデータを作成した。 
3.2  数値地形モデル（DEM）作成 

取得したオリジナルデータと航空写真から瓦礫を判読し、グラウンドデータを作成した。し

かし、一部の瓦礫堆積地では、地表面と瓦礫の標高差が小さく、地表面の表現が困難であった。
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また、津波による湛水域が点在し、作成した DEM データでは、湛水域の水面が地盤面として

誤認識される恐れがあった。そこで、関係機関と協議し、以下のとおり決定した。 
・ 地表面との標高差が 1m 程度以上と確認した瓦礫は除去した 
・ 10～20m 以上水平的に分布する瓦礫はフィルタリング対象とするが、地表面を内挿処理

で表現が難しい箇所の瓦礫はフィルタリング対象外とした 
・ 津波の湛水箇所は新たに湛水域ポリゴンを取得した（図 3） 

グラウンドデータから内挿処理で、数値地形モデル（5m メッシュ）を作成した。また、水部

ポリゴンや湛水ポリゴン内に位置するメッシュデータには、それぞれ属性を付与した（図 3）。 

 
 
 
 
 
 
 

図 2 左：震災後の湛水域と水部、右：数値地形モデル（DEM） 

4. 航空レーザデータを利用した被害状況把握 

地形変化箇所の抽出、被害発生状況の調査を目的に災害発生前に取得した航空レーザデータ

と比較し、表 1 に示す災害状況把握資料を作成した。作成した資料は、随時、国土交通省へ提

出し、記者発表資料として、住民の注意喚起や二次災害対策に寄与した。 
表 1 被害状況把握資料一覧 

作成資料名 概要 

低標高位置図 

（図 4） 

海抜 0 メートル以下の標高値を水色に着色 

海抜 0.7 メートル（大潮の満潮時）以下の標高値を黄緑色に着色 

海抜 1.6 メートル（過去 30 年間の最高潮位）以下の標高値を黄色に着色 

標高段彩図 

（図 5） 

1.0m 単位の標高段彩図を作成し、主として T.P.1.0m 未満の範囲がどの程度広

がったかを確認できるように色の設定を行った。 

低標高面積集計 

（表 2） 

海抜 0 メートル以下の面積 

海抜 0.7 メートル（大潮の満潮時）以下の面積 

海抜 1.6 メートル（過去 30 年間の最高潮位）以下の面積 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 東松島市・石巻市周辺の低標高位置図 

津波による湛水域 

水部（海水及び河川等） 

震災前 震災後
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図 4 標高段彩図（阿武隈川河口部）左：震災前、右：震災後 

表 2 宮城県全域における地盤沈下の状況（国土交通省の報道発表資料より） 

 
5. 災害の多い我が国におけるレーザ WG の今後の展望 

 我が国は、急峻な地形、多雨な気候など災害が発生しやすい自然条件下にある。さらに東海

地震などの大規模地震が切迫している。財政が逼迫するなか、効率的な防災対策が急務である。

一方、航空レーザ測量による国土情報が蓄積され、約 134,000 ㎢（国土の約 35%）が基盤地図

情報として利用可能となった。レーザ WG では、国民の安心安全に寄与するため、国土情報を

利用した防災対策に資する利活用事例を取りまとめ、2013 年に事例集として刊行予定である。 
6. おわりに 

 本事例では、航空レーザ測量で広範囲の地殻変動状況を把握し、既存データとの比較によっ

て被害状況把握、二次災害に対する注意喚起に寄与した。レーザ WG では、引き続き一丸とな

って国民の安心安全のため、活動を続け、本事例が今後の災害に生かされることを希望する。 
最後に、東日本大震災により被災された皆様には心からお見舞い申し上げますとともに、 一日

も早い復旧・復興の実現を祈念しております。 
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ＭＭＳ活用分野の検討ワーキングの報告 

測技協 空中計測・マッピング部会 
ＭＭＳ応用ＷＧ 住田英二 

１．はじめに 

地形図作成技術は古くは地上での現地測量が主体でしたが、センサー技術の発達に伴い

空中写真測量に主軸を移し、今では人工衛星からの画像データも利用できるようになりま

した。特に GPS の登場はそれまでの測量手法を大きく改善し、リアルタイムに位置座標が

得られるようになり、移動体からの測量技術の発展に大きく貢献しています。また、地形

図は今では電子情報作成されるのが当たり前で、多くの GIS などで利用されています。 

MMS(Mobile Mapping System)はこうした技術変遷を受けて登場しましたが、基本は地上

測量技術の１つです。GPS を航空機や車両に取り付けて移動しながらリアルタイムに観測デ

ータを取得する技術は航空測量大手各社により、既に 10 数年前から研究開発がすすめられ

てきた経緯がありますが、レーザセンサーを加え、これら一連の機器をパッケージ化した

ものが MMS です。 

 

MMSは自動車にGNSS 測量機、IMU、走行距離計、デジタルカメラ、レーザ測距装置を搭載

し、地上の詳細な３次元情報や画像情報をほぼリアルタイムに取得可能であり、従来の地

上測量では成しえなかったパフォーマンスがあることから、公共測量分野のみならず、幅

広い分野で活躍することが見込まれます。平成21年頃から精度検証が幾つかの企業で開始

されましたが、公共測量分野では公共測量作業規程の準則第１７条（機器等及び作業方法

に関する特例）を適用し既に実績があります。また、平成23年度には、国土地理院により、

同技術の標準化を図るべく「移動計測車両による測量システムを用いる数値地形図データ

作成マニュアル（案）」が作成された経緯があります。 
このような背景のもと、技術委員会では平成23年 8月に今後急速な普及が見込まれるMMS

について、その幅広い分野での利用を想定した応用事例集を作成することを目的として、

「MMS 応用 WG」に自主研究活動として取り組みました。新技術への関心の高さから会員企

業のうち 45 社の参加応募がありましたが、全員参加による WG を全５回開催しました。 

 

２．MMS 機器性能の調査 

最初の２回は MMS メーカーから、システムの仕様や特徴、および関連ソフトなどの説明

を伺いました。第 1 回 WG（平成 23 年 8 月 4日）ではオプテック/株式会社オーピーティー、

株式会社みるくる、株式会社ニコン・トリンブルの 3社、第 2回 WG（平成 23 年 9 月 12 日）

では株式会社トプコン、三菱電機株式会社、リーグル・ジャパン株式会社の 3 社に登壇頂

き、製品紹介と活発な質疑応答がなされました。2 回の WG から、それぞれの機器性能など

を整理しました。 

 

３．想定事例集の作成 

 上記の性能調査の後、想定事例集を 3 回の WG 会合を経て作成しました。事例集作成の

手順は、①利用分野の整理（第 3 回 WG 平成 23 年 11 月 7 日）、②利用方法の整理（第 4
回 WG 平成 23 年 12 月 8 日）、③参加企業による事例作成（第５回 WG 平成 24 年 3 月 1
日）、としました。 
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（１）利用分野の整理 
 MMS は道路を走行することから道路とその周辺の情報を取得できることから、土地に関

する様々な視点により分類することとしました。土地そのものの状況を①「土地情報」、土

地の境界に関する状況を②「境界管理」、土地の利用状況を③「土地利用」、土地に設置さ

れるさまざまな公共施設の状況を④「公物管理」、土地の環境や人、物の動きに関する状況

を⑤「社会監視」、の５分野に分類しました。 
 
（２）利用方法の整理 
 MMS は道路およびその周辺以外の情報は取得できないことから、既存の航空レーザデー

タや空中写真、あるいは現地での TS（トータルステーション）観測データと融合させるこ

とで効果が得られることが考えられるため、①「MMS 単独」、②「他の測量技術と併用」、

の２つに分類することとしました。 
 
（３）参加企業による事例作成 
想定事例はその内容を一目で理解できることを重視し、A4 版縦 1 頁にまとめることとし

ました。用紙の上半分を解説、下半分をイメージとして構成しています。解説は「目的」、

「特徴」、「想定適用業務」、「計測方法」、「現状の課題」、「想定される効果」、「想定される

ユーザ」について簡潔に記載し、イメージは想定利用のイメージ図としています。なお、

イメージ図は想定ですので、実際に取得したデータに基づいたものではない場合もありま

す。想定事例は 17 事例を作成しました。これらの事例は「MMS 応用想定事例集」として

冊子にまとめています。そのうち一例を次頁に示します（図１）。 
 

 

４．まとめ 

 MMS は道路とその周辺の詳細な標高情報や画像情報が取得可能で、また公共測量にも適

用できる精度が得られることから、情報レベル 500～1,000 の道路台帳図補正（更新）や同

レベルの地形測量に既に利用実績があります。しかし、表 4 に示す通り様々な分野での利

用の可能性があり、さらなる適用分野も今後考えられると思います。例えば道路台帳図は

地図（平面図）ですが、道路設備の立体的側面（標識や電柱等）、また上空の構造物などの

データ化ができます。これに地下埋設物（MMS では取得できませんが）を加えると 3 次元

道路管理データベースの運用も可能になり、道路以外を他のデータ（航空レーザや空中写

真）で補うことで土地を面的に管理できるデータベースにも発展できます。 
 公共測量のみならず、広く MMS の利用を具体化することで、測量業界の新たなる事業

分野の獲得に向けて前進することが考えられます。本 WG で作成した「MMS 応用想定事

例集」がこれに資することができれば幸いです。 
 なお、本 WG は今年度も引き続き MMS の利活用における様々な課題に取り組み、技術

の進化と普及に資すると共に、業界全体の技術水準の向上と発展に資する所存です。 
 

以上 
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３次元道路情報データの多目的利用

目的
管理者が異なる道路施設（構築物）を各々に調査した場合、同一箇

所の重複作業が生じ非効率となる。MMSによる道路情報を一斉取得
することにより、調査工程の重複を排除し、共有された一つのコンテ
ンツから必要な主題データの構築を行う。
また、点群情報・画像情報により、目視では得られないデータの高

度な利活用が図られる。

現状の課題
（１）コンテンツを一つの成果品と捉えた場合、
再測・更新等のデータの入れ換え手法に検
討を要する
（２）高解像度ビデオカメラの運用方法の検討
を要する
（３）広範囲での計測の為、計画時に作業運
用（基地・バックアップのタイミング等）事項の
検討を要する

想定適用業務
（１）標識・標示・信号機・カーブミラー・防犯灯・電柱 点検調査
（２）防護柵・舗装・トンネル壁面 点検調査
（３）環境アセスメント
（４）道路施設の配置関係等、適正シミュレーション

想定されるユーザー
道路管理者（国・県・地方自治体）、公安委

員会（警察）、研究機関、都市設備管理事業
者 他

想定される効果
（１）取得したデータより、道路管理者が即座
に対象となる主題の確認が行え、よりスピー
ディーに、交通安全、危険防止に対する住民
サービスへの向上に帰依することができる。
（２）管理者が異なることによって重複してい
た現地確認作業を一元化することにより、コ
ストの削減が期待できる。
（３）道路交通環境を、総合的・相対的に判断
することができ、多様的なシミュレーションが
期待できる

計測方法
（１）構築物の状態（へこみ・わだち等、調査主題が面的）を重視する
場合はレーザ計測
（２）構築物の状況（破損・退色等、調査主題が単的）を重視する場合
はビデオ計測

公物管理分野
【道路管理における地上、地下、架空設備等】

特徴
（１）機動性（モービル）を生かして広範囲な地域を無作為にデータの
取得を行うことにより、そのデータを多目的に利用することができる。
（２）MMSにより、ひびわれ等、損傷の把握が可能となり、劣化状態
がペーパー情報から空間情報にレベルアップすることができる。
（３）人が立ち入り難い箇所（高速道路・トンネル等）の調査が行える。

 図１ 想定事例の 1 例
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３次元道路情報データより、各々の主題を抽出
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