
航空機 SAR による地形計測及び災害発生箇所抽出に関する研究  

 

 

実施期間 平成 26 年度 

基本図情報部 地図情報技術開発室 瀧  繁幸  大角 光司 

大野 裕幸  大塚 力  

 

1. はじめに  

航空機搭載型合成開口レーダ（以下，「航空機 SAR」という．）は，マイクロ波を用いているため雲

や噴煙等の条件下においても地表面の状況を把握することが可能な能動型のセンサである．地図情報

技術開発室では，平成 24 年度から火山及び土砂災害における災害発生状況を迅速に把握するため，航

空機 SAR により取得したデータから作成する反射強度画像及び DSM（以下，「SAR-DSM」という．）

を用いて，火山火口地形の変化状況を定量的に把握する手法及び土砂崩落発生箇所を把握する手法の

検討を実施している．  

今年度は，平成 26 年 9 月に御嶽山を緊急観測し噴火口の位置を推定した．また，その他火山観測及

び土砂災害に関して観測を行ったのでその実施状況について報告する．  

 

2. 御嶽山噴火口の推定  

2.1 緊急観測  

平成 26 年 9 月 27 日に御嶽山が噴火したことに伴い，火口周辺の地形状況，特に火口位置の把握を

目的とした航空機 SAR による緊急観測を 9 月 29 日及び 30 日に実施した．観測は運航の安全性を考

慮し，上空から火口が直接視認できる状態で御嶽山山

頂から 8km 離れたコースからの実施を計画した．   

9 月 29 日夕方の観測は御嶽山山頂の全容を把握す

るために東西南北の 4 コースで実施し，翌 30 日には

新たな噴火口が確認できた地獄谷周辺について，地形

から生じたレーダシャドウによる欠損が少ない斜め

コースを加えた計 3 コースの観測を実施した（表-1，

図-1）．両日ともに観測後直ちに機上にて反射強度画

像の生成に着手し，処理が終了したコースから順次画

像を国土地理院本院へ伝送し，観測後 2 時間で判読作

業に着手することができた．  

 

2.2 噴火口の推定  

判読に用いた反射強度画像は，迅速に機上で解析す

るため 10m メッシュ DEM を使用してオルソ変換し

たもので，急峻な崖など一部に歪みは生じていたもの

の噴火口の判読に支障はなかった．また，噴火口の推

定にはくにかぜⅢより撮影した斜め写真，噴火前（平

成 25 年）の航空レーザによる 5m メッシュ DEM から

作成した陰影段彩図も併用した．  
図-1 御嶽山の観測コース 

表-1 御嶽山 SAR 観測諸元 

平成26年9月29日：1S、2S、3S、4S

平成26年9月30日：3S、4S、5S

観測高度 5,200m

オフナディア角 75°

偏波 水平送信／水平受信

観測コース
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 判読結果を図-2 に示す．図-2 の A は反射強度画

像を含めた各種資料から推定できた噴火口，B は

噴火前の地形と比較して窪んでいるが，噴煙が確

認できなかったことから噴火口の可能性のあるも

のとした箇所である．  

 

3. その他火山観測及び土砂災害観測  

平成 24 年度から火山活動が活発な桜島を対象に

SAR 観測を実施し，作成した SAR-DSM から地形

形状の経年変化の把握を試行してきた．今年度は

反射強度画像による地形変化の比較を行った（図-

3）．桜島以外の火山では平成 26 年 8 月に噴火した

口永良部島新岳，また霧島山（新燃岳）の観測デー

タを蓄積するとともに，火山活動が活発な火山に

対する観測方法や観測中の安全管理などの知見・

技量を習得することができた．  

土砂災害として平成 26 年 7 月に土石流が発生し

た長野県南木曽町，また平成 26 年 8 月に土石流や

がけ崩れが発生した広島市を観測した．南木曽町

土砂災害の事例では，土石流が渓谷沿いに流下し

侵食及び堆積した範囲が狭かったことから，反射

強度画像のみからの判読で被災箇所を特定するの

は困難であった．また，広島市土砂災害の事例で

は，樹木の消失により土砂の流下経路は判読でき

たが，住宅地域での土石流による被災箇所の判読

は住宅と瓦礫の区別が困難であったため，判読の

正確度向上のためには被災前情報との比較による

判読が効果的な手段であると考えられる．  

 

4. まとめ  

御嶽山の緊急観測を通じて，航空機 SAR 観測か

ら短時間で画像判読まで実施可能であることが確

認できた．噴火口の推定位置は反射強度画像とと

もに地理院地図から公開し，第 130 回火山噴火予

知連絡会に報告した．  

今後は，SAR-DSM を利用した火山火口地形の変

化状況を定量的に把握する手法及び土砂崩落発生

箇所を把握する手法について精度を向上させると

ともに，南海トラフ沿岸を中心に被災前の観測デ

ータを蓄積し，災害発生時に迅速に解析成果を提

供できるよう引き続き検討を行っていく．  

レーダ照射方向  

200m 0 

※地形補正として 10m メッシュ DEM を使用  

平成 26 年 9 月 30 日観測（コース 5s）（地獄谷周辺） 

Ａ 

Ａ 

Ａ 

Ａ 
Ｂ

Ａ 

図-2 御嶽山の反射強度画像と推定した噴火口 

Ａ：噴火口  

Ｂ：推定火口  

図-3 桜島の反射強度画像 

H24 と H25 を比較すると昭和火口西壁部において

明るい領域が拡大し，H25 と H26 を比較すると昭

和火口西壁部の明るい領域が減少しており，物質が

増減した可能性が考えられる． 
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ヘリ画像処理システムの開発 

 

実施期間  平成 26 年度  

基本図情報部地図情報技術開発室  宮地 邦英  

大野 裕幸  

 

1. はじめに  

 国土地理院は，災害時に収集される様々な情報を地図上に一元的に表示することのできる「電子防

災情報システム」の開発を平成 26 年度に実施した． 

地図情報技術開発室ではこの開発の一環として，地方整備局の防災ヘリコプターが撮影した映像を

電子防災情報システムで地図と重ねて表示させるため，国土交通本省が導入した「ヘリコプター直接

衛星通信システム（以下，ヘリサットシステムという）」に，伝送されたライブ映像からリアルタイム

に静止画を切り出す機能を追加した．また，この静止画をリアルタイムに地図と重ねて表示できる形

式に変換し電子防災情報システムへ出力する「ヘリ画像処理システム」を開発した．  

 

2. ヘリサットシステムとは  

ヘリサットシステムとは，国土交通省の各地方整備局が運用する防災ヘリコプターの映像を地上の

中継局を介して伝送する現行のヘリテレシステムに代えて，静止衛星を介して伝送し配信するシステ

ムである．ヘリサットシステムは，GNSS によるヘリの位置情報，IMU によるヘリの姿勢情報，カメ

ラ架台によるカメラの向きの情報等を計測し映像信号に重畳させて地上局に伝送する機能と，それら

の計測情報から撮影範囲の地上座標を算出する機能を併せもつ．これらの機能により，映像の伝送に

用いる静止衛星を捕捉するためのアンテナの駆動や，配信映像に撮影箇所の地物名称等をリアルタイ

ムに表示させる機能などを実現している．ヘリサットシステムは，三菱電機㈱が開発し，平成 26 年度

に九州地方整備局と近畿地方整備局で導入したほか，消防庁での導入実績がある．  

 

3. 開発した機能と処理の流れ  

本研究では，ヘリサットシステムへの追加機能として，撮影が開始されたことを外部に通知するト

リガー機能，ヘリ位置等を連続的に記録した「航跡情報」を作成し外部出力する機能，GNSS でヘリ

位置を計測した瞬間の撮影映像を「静止画」として切り出す機能及び，その静止画撮影時のヘリの位

置と姿勢，カメラの向き，それらから求めた静止画の四隅の地上座標等を記録した「静止画情報」を

作成する機能を開発した．  

撮影が開始された場合，ヘリサットシステムはヘリ画像処理システムへ速やかにその旨を通知する．

通知を受けたヘリ画像処理システムは，即座にヘリサットシステムで作成された各データの逐次取得

を開始する．  

ヘリ画像処理システムは，航跡情報を取得したら航跡とヘリ位置を抽出し，電子防災情報システム

で読み込み可能な形式へ変換し出力する．また，静止画と静止画情報を取得したら，すみやかに静止

画情報の四隅座標をもとに静止画を投影変換するとともに，地理院タイル形式のタイル画像（ズーム

レベル 12～18）へ変換し電子防災情報システムに出力する．一方，四隅座標による投影変換・タイル

化と並行し，ヘリ画像処理システムは静止画情報のヘリ位置，ヘリ姿勢，カメラの向き及び DEM を

もとに静止画のオルソ化処理を行う．続いてオルソ化した静止画を既存の電子国土基本図（オルソ画

像）（以下地理院オルソという）とマッチングさせ位置の補正を行う．オルソ化と位置補正を施した静
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止画はタイル化された後，電子防災情報システムに出力される際に四隅座標から作成されたタイル画

像を書き換える．これらの処理の流れを図 -1 に示す．  

ヘリ画像処理システムはこれらの処理を撮影中にリアルタイムに行えるものとして開発した．また

ヘリ画像処理システムを運用するサーバとして，同時に最大３機分の防災ヘリコプターの映像を処理

できる能力をもつサーバを導入した．  

4. 試験運用と結果  

 試験運用では，九州地方整備局が運用する防災ヘリコプター

「はるかぜ」で撮影された映像をもとに，処理のリアルタイム

性と位置精度を両立すべくシステムの調整を行った．  

その結果，静止画が元々もつ位置精度がある程度良好である

場合，地理院オルソとのマッチングに成功し，10 秒程度の補正

処理をもって図-2 に示すように地図情報レベル 2500 の地図と

十分に整合させることができた．  

一方，試験運用のなかで，カメラ架台の角度計測精度と分解

能が低いことと，ロール角（視線を軸とする回転角）の情報が

カメラ架台から出力できないことが判明した．カメラの向きの

誤差が大きく，静止画の位置精度が閾値より悪い場合，地理院

オルソとのマッチングの探索範囲外となり位置補正ができな

い．したがって地図と重ねて表示するための撮影時には，角度

誤差の影響が小さくなる直下視で，かつカメラのロール角をで

きるだけ 0 度に維持しながらの撮影を推奨することとした．  

 

5. まとめ  

 本開発により，限定的な撮影条件下において，地方整備局の防災ヘリコプターが撮影した映像をリ

アルタイムに電子防災システム上で地図と重ねて表示することができるようになった．本システムは

撮影が開始されれば全自動で動作するので，小規模な災害の場合でも頻繁に使用される可能性が高い．

防災ヘリは原則発災後 30 分以内に撮影を開始するため，発災直後の状況を地図上で確認できるよう

になることから，災害対応時の状況判断の迅速化に大いに貢献するものと考える．  

静止画 

②後から 

オルソ化  

ヘリサットシステム ヘリ画像処理システム 

地理院オルソと 

マッチングして 

位置を補正 

Geo 

JSON 
航跡・ヘリ位置  

電
子
防
災
情
報
シ
ス
テ
ム 

ライブ映像 

①迅速に四隅 

座標で変換 ZL12-18 にタイル化  

図-1 処理の流れ 

航跡情報 

KML 

KML 

静止画情報  

上書き 

図-2 マッチングによる補正結果 

補正前 

補正後 
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無人航空機（UAV）による空中写真撮影に関する技術開発（第１年次） 

 

実施期間  平成 26 年度～平成 27 年度 

基本図情報部 地図情報技術開発室  関谷 洋史 大野 裕幸   

大塚 力  瀧  繁幸  

宮地 邦英 大角 光司  

早坂 寿人 関口 泰徳  

 

1. はじめに  

近年，急速に普及を始めた UAV によって，簡便に解像度が高い空中写真が撮影できるようになっ

てきている．そこで，基本測量や災害発生時に UAV を利用して大縮尺地理空間情報を取得・更新す

ることが可能かどうかの検証を行うとともに，安全に運用するためのマニュアル作成に資する基礎

的な調査として，運用時における安全管理の現状と課題に関する調査を実施した．また，災害発生時

に迅速に UAV を運用可能とすることを目的として UAV 機材の購入と操縦訓練を実施した．  

 

2. UAV の運用に関する調査 

2.1 概要  

UAV には，大きく分けて固定翼型と回転翼型が存在する．固定翼型は，高速で飛行できるため広

範囲を撮影できる利点がある一方で，離着陸スペースを広く確保しなければならない．一方，回転翼

型は，離着陸スペースは広く求めないが，飛行時間が短く撮影できる範囲が狭くなる．  

調査はエンジン駆動の大型固定翼機からモータ駆動の小型マルチコプターまで幅広い機種を対象

とし，製造又は運用事業者に対し機種の特性及び運用における安全規程等を調査した．  

2.2 運用者・発注者・機体メーカーが制定している UAV 運用における規則等の調査  

UAV 運用における規則等の調査は，運用や安全確保のために適用している規程，ガイドライン等

の有無及びその内容について行った．対象業務は，自律飛行によるもの及び遠隔操縦によるものを

含み，測量，観測，計測，点検，映像コンテンツ撮影，運搬，農業など，事業として実施されたもの

とした．また，過去 10 年間の UAV を利用した事業において，飛行中に制御不能な状態に陥ったか，

陥りかねなかった事例についての調査を，ヒアリング調査も含めて行った．  

その結果，農業における UAV 運用に関しては，体系的かつ明文化された運用規程及び操縦者の技

能規定等を整備し，厳格に運用している事が分かった．これは千機を超える無人機がすでに運用さ

れていること，実際に事故が多いこと，重大な人身事故もあったことなどの背景があると考えられ

る．ただし，運用されている機体はほとんどがガソリンエンジン搭載の大型シングルローターヘリ

である．一方，測量・調査分野や空撮分野で運用されているマルチコプターに関しては，安全管理基

準類の整備は進められつつあるが，技能認定や機材の性能確認・点検検査制度は十分ではない．現状

は，運用に関する適用範囲が多岐にわたることもあり，運用事業者が各々の経験の蓄積に基づき個々

に規定し，独自の研修によって技量向上・維持を図っているため，内容がまちまちであった．  

2.3 観測用機材の調査  

観測用機材の調査は，光学系，電波系，計測系に大別し，UAV での搭載性の観点から項目を選定

して調査することとした．各区分について原則 1～2 機種を選定し，カタログ・プレスリリース・論

文等，一般に公表された資料による資料調査を行った．調査結果は表-1 にまとめた．  
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項目  機材種類  調査機材名称  搭載重量  一般的な特徴  

光学系  

可
視
光
カ
メ
ラ 

一眼レフカメラ  SONY α6000 350g 写真測量、画像解析用途に適する  

アクションカム  GoPro HERO3+ 73g 
UAV の飛行監視、警備監視、観察点検

用途に適する  

半球・全球カメラ  RICOH THETA 95g 警備監視、観察点検用途に適する  

熱赤外カメラ  FLIR T620 1.3kg 
温度分布の把握による火山活動監視や

構造物劣化点検に適する  

ハイパースペクトルカ

メラ  
EBA Japan NH-7 1kg 

植生、農作物調査、鉱物調査等に適す

る  

電波系  SAR ATSAR-SR 不明  植生調査、地形調査に適する  

計測系  UAV 搭載型 Lider RIEGL VUX-1 3.6kg 植生調査、地形調査に適する  

 

2.4 調査結果の考察  

UAV のうちマルチコプターが急速に普及して使用範囲が拡大することにともない，UAV が第三者

に被害を及ぼしかねない事態は少なからず発生しており，平成 25 年度には人身事故となったケース

も発生した．これらの背景から，業界団体による操縦者の技能検定制度や技能維持，技能向上のため

のプログラム策定等の動きも出てきている．今後は統一的な基準作りが必要と思われる．  

また，UAV に搭載可能な観測用機材は，UAV の積載可能重量が一般に小さいため，大きさや重量

に制約があるうえ，電源やメモリも準備する必要があること，むき出しで搭載するため温度や湿度･

塵等に対する耐久性を有すること，着陸時の衝撃や飛行中の振動に対する耐性を有すること，UAV

の飛行装置に影響しないこと，などの条件を具備する必要があると考えられる．  

UAV に搭載可能な各種機材の技術開発はまさに日進月歩であり，2.3 に掲載した機材はあくまで

調査時点のものにすぎないため，今後も観測機材調査を継続する必要がある．  

 

3. UAV による空中写真撮影と精度検証  

3.1 概要  

本検証では精度に関する知見の蓄積を目的として，UAV によって撮影された空中写真を用いて，

複数の三次元モデリングソフトウェア（Smart3DCapture, Pix4Dmapper, PhotoScan）で解析を行った．

また，内部標定要素など条件を変更した複数の三次元モデルを作成し，その三次元モデルから作成

したトゥルーオルソ画像及び点群データを使用して，水平及び高さ精度の検証を行った．  

3.2 撮影  

UAV は図-1 のエンルート製 ZionPro800（ヘキサコプター；

モータ駆動）を用い，対地高度 130m での撮影を計画した．カ

メラはソニー製 α6000 を使用し，16mm レンズを利用した場

合の地上画素寸法は約 32mm である．  

撮影地は，休園日に第三者がいない環境が用意できること，

電波環境が良好であることなどから国営ひたち海浜公園（茨

城県ひたちなか市）を選定した．現地では，基準点として対

空標識を撮影区域の四隅及び中央に 5 点設置し，検証点も作
図-1 Zion Pro 800 

表-1 調査結果一覧 
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業地域全体に均等になるように 18 点設置した（図-2）．  

3.3 精度検証  

 三次元モデル作成にあたっての諸条件として，16mm

レンズのフォーカスについてはマニュアルフォーカス

（M16）及びオートフォーカス（A16）の 2 通り，内部

標定要素についてはカメラの公称値（nom），日本測量

協会のカメラ検定結果（ jas），及びカメラ検定結果を

Pix4Dmapper のレンズディストーションモデル用に変

換した結果（cnv）（神谷ほか、2014）の 3 通り，内部標

定要素の扱いについては固定及びセルフキャリブレー

ションによる補正ありの 2 通りをそれぞれ組み合わせ

た合計 12 パターンを設定した．  

 水平精度の検証は，三次元モデルから作成したトゥ 

ルーオルソ画像から読み取った検証点の座標と現地で観測した座標を比較し，標準偏差を求めた．

また，高さ精度の検証は，解析によって得られた点群データのうち，検証点の周囲 50cm 以内にある

点から水平距離による加重平均を求めて検証点との高さと比較し，標準偏差を求めた．  

 結果については図-3，図-4 のとおりである．内部標定要素を固定した値については，セルフキャリ

ブレーションで補正した結果と比べて精度が悪かったため，図から除いて表示している．  

3.4 精度検証結果の考察  

 カメラ検定結果を用いて内部標定要素を固定したものより，セルフキャリブレーションを行った

ものが精度に優れる傾向があった．特にほとんどの写真で基準点 5 点の何れかが含まれているとい

う精度を得るために有利な条件下での解析では，カメラ検定結果を用いずに公称値のみでセルフキ

ャリブレーションを行った場合でも，検定結果を利用してセルフキャリブレーションを行ったもの

とほぼ同等の精度が得られた．  

 

4. 直営での UAV 運用に向けた取り組み  

4.1 概要  

災害時の空中写真の撮影方法の一つとして，UAV を直営で運用すべく，操縦練習と運用ノウハウ

の蓄積を進めている．UAV による撮影は事前に入力したコースを飛行する自動操縦が基本となるが，

自動操縦では正確に行えない着陸や，挙動が不安定になった場合のリカバリーなど，安全な運用の

ためには手動での操縦技能の習得が不可欠である．そこで，練習用機材やシミュレータの導入，練習

メニューの作成，内部検定による技術レベルの確認などの取り組みを行っている．  

図-2 基準点と検証点 

図-3 水平精度 [単位：m] 図-4 高さ精度  [単位：m] 
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4.2 操縦練習について  

現在，初心者用の練習用機材として，Hubsan X4 CAM 

（図-5）等のホビー用小型マルチコプターを導入して練習を

実施している．また，これらはバッテリー持続時間や練習ス

ペースに制限があることから，PC で動作するシミュレータを

併用しながら練習メニューと安全基準（内規）も検討しつつ

練習を実施している．  

上記機材で一定の操縦技能を身につけ，内規で定めた操縦

スキルの確認試験（検定）で合格した操縦者の練習用機材と

して DJI Phantom 2 Vision+（図-6）を導入し，本院グラウンド

で練習を行っている．本機材は練習用ではあるが，後述の災

害対応用の機材と比較して性能は劣るものの機能としては同

等であり，バックアップも兼ねている．  

4.3 運用ノウハウの蓄積について  

国土交通省内で先行的に UAV の技術的検証と災害時の運

用を行っている九州地方整備局との意見交換を実施した．そ

の結果，UAV の安全運用には操縦技量の他に，機体を構成す

る部品の役割とそれらが磁場，電波ノイズ等の影響をどのよ

うに受けるか，また撮影地域の地形や風向が機体の挙動にど

のような影響を与えるかについての知識が不可欠であり，現

地確認と危険回避のための状況判断が重要であることがわか

った．  

4.4 今後について  

実際の災害対応用の機材として，平成 26 年度末に DJI 

Spreading Wing S900（図-7）を導入した．今後は本機を運用  

するための操縦練習や整備技能の習得を進めていく．また，安全上の理由により，本院グラウンドで

は実運用での飛行高度である高度 100m 以上のフライトはできないため，根川河川敷の「野田市スポ

ーツ公園」等を練習場所として使用し，高高度での操縦練習を行う予定である．  

運用ノウハウに関しては，九州地方整備局との意見交換を来年度以降も引き続き行うほか，UAV

を運用する上で重要となる気象，電気，通信等の関連分野や，規制に関する動向について情報収集を

行うなど，専門性の高い知識の蓄積とマニュアル化に努めていく予定である．  

 

5. まとめ  

UAV による空撮は災害時の使用なども想定されることから，基準点が少ないなどより厳しい条件

下での検証や，現地の状況に応じた飛行可否の判断基準の明確化などが今後の課題と考えている．  

今後，UAV の運用技術を発展させてゆくためには，運用者の操縦技術の向上はもちろん，安全運

用を保証する仕組みづくりや，運用をさせる側の安全に対する理解も必要である．  

 

参考文献 

神谷泉,飛田幹男,中埜貴元 ,岩橋純子,坂井尚登 ,大角光司 , 2014. UAV による西之島の撮影と DEM，オ

ルソモザイクの作成 , 日本写真測量学会平成 26 年度秋季学術講演会発表論文集 , pp.13-16 

図-5 Hubsan X4 CAM 

図-6 DJI Phantom 2 Vision+ 

図-7 DJI Spreading Wing S900 
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地理空間情報の三次元化に関する研究 

 

実施期間  平成 25 年度～平成 26 年度 

基本図情報部地図情報技術開発室  大角 光司  瀧 繁幸  

大塚 力   大野 裕幸 

 

 

1. 背景と調査・研究概要 

国土地理院では，地理空間情報を各整備主体の枠を超えて社会全体に幅広く利用してもらうことを

目的とし，基盤地図情報等の地理空間情報の整備・提供を行っているところである．近年，地理空間

情報の利用にあたって，三次元データ整備に対する期待が高まってきており，今後国土地理院が行う

べき三次元データに関する整備（基盤地図情報の三次元化等）を見据え，昨年度に三次元データの利

活用に関する特許や論文等の技術調査及び三次元データに対するニーズ等についての調査を実施した．

今年度の調査では，今後の三次元データの試作及び三次元基盤地図情報の製品仕様書の策定を見据え，

現在実用化されている技術を含め，研究・開発が進められている技術について把握するとともに，昨

年度に引き続きヒアリング調査を行った．さらに，航空レーザと MMS（Mobile Mapping System）を

使用したハイブリッドの三次元レーザ点群データを試作し，三次元データ処理のための基礎的な知見

の集積を行うとともに，それら点群データを管理する上で必要となるデータベースの開発を行った． 

 

2. 三次元データの整備手法に関する調査 

三次元データを作成するための手法に

ついては，プラットフォーム，センサ及

び処理ソフトの 3 つの要素を組み合わせ，

それらにより整備された成果について特

性，メリット，デメリット等を取りまと

めた．使用したプラットフォームとセン

サ及び処理ソフトを図-1 に示す． 

3 つの要素の組み合わせから得られた

成果を点群，サーフェス，オルソ画像に

分け，精度レベル毎に区分しコスト比較

を行った．その結果，プラットフォーム

が航空機，センサが測量用の光学センサ，

処理方法がデジタル写真測量システム

（図化を行うシステム）の組み合わせの

コストに比べ，同様のプラットフォームとセンサで処理方法が三次元モデリングシステムのコストが

相対的に低いことが確認された．また，プラットフォームが UAV（Unmanned Aerial Vehicle），センサ

が汎用の光学センサ，処理方法が三次元モデリングシステムの組み合わせは，撮影高度が低くミリメ

ートルの精度レベルを有するときには，他の組み合わせと比較してコストが低いことが確認された．

それらのことから三次元モデリングシステムを用いることで，従来よりもデータ整備のコストを削減

することができる可能性があるが，その場合の精度管理の方法が確立されていない点が課題として浮

かび上がった． 

図-1 三次元データを作成するために用いられるプラット  

フォーム，センサ及び処理ソフトの関係図 
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3. 三次元空間内の位置特定手法に関する技術の調査 

三次元空間内の位置特定のために活用可能な技術を，3～5 年後の実用化を目指して研究開発が進め

られている技術やプロジェクト，構想段階のものを含めて調査し，三次元空間内でのセンチメートル

級の相対測位実現に向けた技術的課題の分析及び解決方法の考察を行った．  

調査対象となる技術を三次元のリアルタイムセンシング技術と三次元相対測位技術に分け，市販レ

ベルにある技術，研究段階の技術，構想段階の技術等に分類して情報収集を行うとともに，各技術の

特性，メリット，デメリット等を整理した．表-1~3 に調査した技術の一例を示す．  

 

表-1 三次元リアルタイムセンシング技術（自己周辺の環境（形状）を把握する技術）  

技術名 概要・特徴 レベル センサ 

Kinect ジェスチャー及び音声認識によって操作できるデバイス 市販 深度・映像センサ等 

Project Tango 
モバイル端末に 3D の空間把握能力を持たせ，活用できるよう

にすることが目的 
研究 深度・映像センサ等 

 

表-2 三次元リアルタイムセンシング技術（自己周辺の地物を抽出して識別する技術）  

技術名 概要・特徴 レベル センサ／アルゴリズム 

白線検知センサ 
白線とアスファルトの反射強度の違いを検出して白線を

認識する技術 
市販 レーザレーダ／反射強度 

Project Adam 
機械学習と人工知能（AI）の研究プロジェクトで，あらゆ

る物体を視覚的に認識することが目的 
研究 カメラ／機械学習 

 

表-3 三次元相対測位技術 

技術名 概要・特徴 レベル 計測手法カテゴリ 

Dot Product 製/DPI-7 

手持ち式の三次元計測手法．Range Finder（赤外線カメラ

等）とカメラを用い，測角は Motion Sensor で補足して計

測する技術 

実用化 

SLAM(Simultaneous 

Localization and 

Mapping) 

小型ラジコンヘリコプ

タのマーカレス自律飛

行制御 

PTAM（Parallel Tracking and Mapping）を活用しカメラ

画像の特徴点から自己位置を算出し，自律航法を行う手法 
論文 慣性航法 

  

調査の結果，リアルタイムセンシング技術については，モバイル端末用の画像センサ，深度センサ

などが多数開発されており，手軽に三次元データを取得し，モノやヒトの動きを識別してモデル化す

る技術が進んでいることが分かった．特に，深度センサとして近赤外線（IR）でのパターン照射方式

により周辺環境の相対測位を行う技術が近年急速に普及している．この方式の最大の課題は，屋外（太

陽光下）での使用時に精度が低下する点にあるが，今後は光の到達時間を計測する ToF（Time of Flight）

方式の深度センサの普及が期待されている．  

三次元相対測位技術については，UAV や掃除ロボット，特殊車両等が自律飛行・自律走行時に「周

辺環境の地図」の生成と「自己位置の推定」を並列処理で行う SLAM を用いて，「機械の目」として

三次元相対測位技術を応用するケースが増えている．この場合，情報には極めて高い正確度または信

頼度を判定する属性情報を持たせることが要求される．三次元相対測位技術の高度化・活用領域の拡

大・事業化には，相対測位手法の高度化や屋内測位技術との組合せ，センサの小型軽量化・低価格化・

汎用性の向上等の技術開発が必要である．  

 

4. 三次元データの利活用に関するヒアリング調査 

平成 25 年度に 5 分野（土木建設分野，ロボット分野，地図配信分野，放送メディア分野，ITS 分野）
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に対してヒアリングを実施した．平成 26 年度は引き続き AR・VR 分野，エンターテイメント分野，

不動産分野，エネルギー分野，地下埋設物に関する分野（以下，「地下埋設分野」という）の 5 つの分

野を対象にヒアリングを行い，三次元地理空間情報へのニーズ，今後の三次元データへの展望等を取

りまとめた．ヒアリング結果に基づく分野別の三次元データ利活用の概要を表 -4 に示す．  

 

表-4 分野別の三次元データ利活用概要 

 AR・VR 分野 エンターテイメント分野 不動産分野 エネルギー分野 地下埋設分野 

利用ニーズ 

・点群データの活用 

・設計 CAD データの

活用 

・ゲームではレースゲームや

バーチャルシティー 

・アートでは 3D プリンタ出力 

・都市の三次元表現（模

型・VR） 

・眺望景観シミュレー

ション 

・バーチャルシティー 

・太陽光パネル設置

検討 

・地下埋設管の管理 

既
存
デ
ー
タ
の
活
用
状
況
や

課
題 

活
用
状
況 

・既存データを保持

している側（製造業

など）によって活用

状況は様々 

・ゲームでは見栄えを重視し

既存地図は参照程度で一か

ら CG データを作成する 

・アートではすべて一から作

成する 

・既存データは独自に

作成 

・座標値はローカルが

多い 

・室内はパノラマビュ

ーの利用が多い 

・別目的で既に所有

していたデータ（航

空写真，建物の外形

線）を用いて建物を

屋根形状含めて三

次元化 

・二次元地図に深さ

を付与した 2.5 次元

利用 

・災害時の浸水予測

に標高データを利

用 

課 

題 

・多種多様な利用の

ため，データサイズ

制限やフォーマッ

ト変換 

・一から作成するため様々な

情報収集が必要 

・VR の場合ディスプレ

イでは表現できない

キメの細かさ 

・既存データの二次利

用の権利 

・データ更新の検討 ・公道私道で更新時

期が異なるタイム

ラグなど 

・各事業者間のデー

タ整合性 

・精度向上の網羅性 

課題解決の

ための技術 

・多種多様なフォー

マットへの対応 

・ゲームでは臨場感強調のた

め位置や大きさを実際のも

のとは異なるものを作成 

・アートでは 3D プリンタの活

用 

・キメの細かさは模型

を利用し VR と両方を

用いる 

・既存データ活用 ・多種の事業者で閲

覧できる共有 GIS を

構築 

・工事などのオンラ

イン電子申請 

今後期待さ

れる三次元

データ 

・三次元データフォ

ーマットの標準化 

・三次元データの利

用許可 

・ゲームでは，地図では読み

取れない詳細情報 

・アートでは三次元データの

普及による周辺機器やサー

ビス（3D プリンタ）の向上 

・道路などの更新情報や三次

元データの整備状況の配信 

・クラウドでのバーチ

ャルシティーと 4D 利

用 

・国産の三次元閲覧シ

ステム 

・教育向けの三次元デ

ータの普及 

・三次元データの整

備状況の配信 

・災害対策のための

より詳細地形デー

タやリアルタイム

情報 

・道路などの更新状

況や整備状況の配

信 

 

平成 25 年度及び平成 26 年度のヒアリング調査より，三次元データに対するニーズを明確に有する

分野と潜在的なニーズを有する分野に大別できた．明確なニーズを有する分野においては，ロボット

分野と ITS 分野は，三次元地理空間情報に高い位置正確性と時間正確性を必要としており技術開発が

活発である．また，土木建設分野と地下埋設分野は，位置正確性と時間正確性に関して現在の測量技

術で対応可能な三次元データを求めるニーズがあった．一方，潜在的なニーズを有する地図配信分野，

放送メディア分野，エンターテイメント分野，AR・VR 分野では，正確性についてはある程度担保さ

れていれば良いが，空間全体のイメージが再現された三次元データに対するニーズがあった．  

 

5. 航空・地上ハイブリッドの三次元レーザ点群データの試作 

三次元データ処理のための基礎的な知見の集積を行うため，東京都お台場地区において航空レーザ

（上空）と MMS（地上）の点群データを合成させ，ハイブリッド型の三次元レーザ点群データの試

作を行った．  

初めに MMS を用いて地上付近の点群データを取得し，そのデータをネットワーク型 RTK-GPS によ

り取得した調整点を用いて位置補正を行った．次に MMS で取得した建物側面の高密度な点群データ

や高架下等の上空からは陰となり取得不可能な点群データと，航空レーザで取得した建物屋上等の点
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群データを合成させ，三次元空間上に空白

域が少ない屋外のレーザ点群データを作成

した（図-2）．  

課題としては，高層建築物が多い地区に

おいて GNSS データの取得状況が悪いこと

に起因する MMS の点群データの位置ずれ

を補正するのが難しい点があげられる．今

回の解析では準天頂衛星のデータは使用し

ていないが，今後準天頂衛星が 4 機体制と

なり上空視界に制限のある地区での高精度

な測位が実現化されれば，位置ずれ補正が

容易となる可能性がある． 

 

6. 三次元点群データのデータベースの構築及び処理に関するプログラム開発 

 航空機レーザや MMS 等で取得したレーザ点群，また三次元モデリングシステムで作成した点群デ

ータを管理することができるデータベースの設計及び開発を行った．また，三次元点群データの処理

に関するプログラムとして三次元トポロジー演算のライブラリを構築した．作成したライブラリは，

三次元空間上に点座標で構成された点・線・面・立体があるとした場合，例えば立体に対して与点が

内側にあるか外側にあるかを判定するものや，点・線・面・立体から一定距離にある点・線・面・立

体を検出するものであり，今後点群データの位置調整等を行うプログラムへ組み入れていく． 

 

7. まとめ 

本研究では，今後の基盤地図情報及び電子国土基本図の三次元化の検討に資することを目的とし，

本格的な検討に着手する前段階としてのニーズ・技術調査を実施した．調査結果から得られた知見を

活かし，今後の三次元データの試作及び三次元基盤地図情報が具備すべきスペックの検討を実施する

予定である．  

また，三次元データ処理のための基礎的知見の集積のための基礎データとして，航空レーザと MMS

のハイブリッド型三次元レーザ点群データの試作を行った．今後は点群に対して地物属性を付与する

等の点群データの活用を念頭に置いた検討を行う．加えて，今年度作成した三次元点群データのデー

タベースは試作版であり，蓄積された点群データを用いた解析，また点群データ以外の三次元データ

についても管理できるよう改良を行っていく計画である．  

 

参考文献  

伊藤裕之，干川弘之，大角光司，藤原博行，大塚力，大野裕幸（2014）：三次元データの利活用に関す

るニーズ等調査，平成 25 年度国土地理院調査研究年報，58-60． 

図-2 航空レーザ（上空）と MMS（地上）ハイブリッド型

三次元レーザ点群データ  
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電子地形図提供システムの改良及び動的総描アルゴリズムの検討 

 

 

実施期間 平成 24 年度～平成 26 年度 

基本図情報部地図情報技術開発室 関口 泰徳  

大野 裕幸  

 

1. はじめに  

平成 24～25 年にかけて開催された「電子国土基本図のあり方検討会」での提言を受け，ズームレベ

ル 18～12 に相当する地理院地図タイル作成のために使用するものも含めた電子地形図シリーズの描

画エンジンに対し，転位や総描を加えたデータの表示機能の実装に関する開発作業を実施した．  

電子国土基本図データは地図情報レベル 2500 という大縮尺レベルの情報を保持しており，特に地

理院地図の中～小縮尺の地図表現における転位・総描技術が必要となる．そのため，平成 26 年度はレ

コード毎にあらかじめ表示すべき縮尺の範囲を指定したデータを用いることで静的に転位及び総描し

た地図記号の表示を可能とする電子地形図提供システム（以下，「DKGX」という．）の改良を実施す

るとともに，地図作成要求の都度，動的に総描を実施するアルゴリズムの検討の２種類のアプローチ

で開発を進めてきた．また，DKGX の改良に併せて処理能力向上を主眼とした機能向上を図った．  

 

2. DKGX の改良  

静的な転位及び総描に対応する基本的機能は，平成 25 年度に DKGX に実装済みであったが，表示

のためのレイヤ構成を大幅に変更したため，平成 26 年度は全国の電子国土基本図データを用いて基

本的機能が確実に動作するかどうかの確認作業を慎重に実施した．さらに，動作確認中に現出した諸

問題を解決するための改良作業と，DKGX で表示内容の確認を行う際の動作の効率化及び高速化を図

る改良作業を実施した．加えて，電子地形図提供サイトにおける A0 及び A1 サイズのサムネイル作成

に 3 分以上を要している状況を改善するべく，DKGX の動作速度の向上を図る改良を行った．平成 26

年度における主な改良内容について述べる．  

 

2.1 64bit 対応  

A0 版等大判の画像作成に掛かる時間を短縮することと，メモリ不足による動作不良を解消するこ

とを目的とし，プログラムの 64bit 化を行った．  

 

2.2 マップファイル作成・更新のバッチ処理対応  

電子国土基本図データから高速に地図を描画するための中間ファイル（以下，「マップファイル」と

いう）を作成するインポート処理について，コマンドライン起動によるバッチ処理に対応した．これ

により，複数フォルダの連続処理が可能になるとともに，1 フォルダごとに処理プロセスを再起動す

ることによって，PC のメモリオーバーフローによる強制終了のリスクを軽減できたことで，夜間等を

利用した大量のデータインポートが行えるようになり，業務効率が向上した．  

 

2.3 マップファイル更新方法の改良  

マップファイル更新時に，電子国土基本図データが持つレコード ID を用いて，既存のマップファ

イルに含まれるレコード ID と，新たにインポートする電子国土基本図データに含まれるレコード ID
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を比較し，削除された ID に関するレコードの内容を削除する機能を「上書き更新」機能として追加し

た．従来は，鉄道の旗竿記号や高架橋の半円マークのような図式の連続性を確保するため，更新範囲

よりも広く図式の連続性を保持する必要がある範囲のデータをインポートする必要があったが，本機

能の実装により，更新範囲の電子国土基本図データをインポートするだけで図式の連続性を確保した

マップファイルの更新が行えるようになった．  

 

3. 総描及び黒抹ポリゴン作成アルゴリズム検討  

平成 25 年度に検討した地図情報レベル 2500 の建物から総描建物（大）を自動生成するアルゴリズ

ムについて自動生成の成功率向上を図るプログラム開発を実施するともに，総描建物（大）を作成し

ない範囲については独立建物（小），いわゆる黒抹を自動作成するためのアルゴリズム検討を行った． 

 

3.1 総描ポリゴン作成プログラム  

 総描ポリゴン作成プログラムで

は，道路中心線で囲まれた範囲に

候補となる総描ポリゴンを作成

し，内包される建物ポリゴン面積

の総和との面積率によって採用可

否を判定する．図-1 のＡの箇所は

元々独立建物が密集している地域

だったため，総描建物（大）の描画

が適用されている．  

 

3.2 黒抹ポリゴン作成プログラム  

 黒抹ポリゴン作成プログラム

は，総描ポリゴン作成処理の結果

から総描ポリゴンを採用しない範

囲の建物ポリゴンを対象に，まず近

接する建物や極小建物の間引きを

行う．次に，指定した面積以上の建

物について，面積比が小さい局所的な凹凸部分の面積を均すよう建物形状を整形する（図-1 のＢの部

分）．また，指定した面積以下の建物は，2 万 5 千分 1 地形図図式における極小の建物記号となる一定

の大きさのポリゴンに置き換えて記号化することとした（図-1 のＣの部分）．  

  

4. まとめ  

DKGX では，処理環境面での改良は一段落したと考えており，今後はより一層の処理速度向上や安

定性の向上を図りたいと考えている．総描及び黒抹ポリゴン作成プログラムについては，一定のポリ

ゴン作成は可能になったものの単純に面積や辺長だけを基準にした取捨選択だけでなく，地域性に応

じて連続性を持った結果出力や，建物種別や注記内包判定による重要度での処理回避など，さらにい

くつかの条件によって処理ができるような機能が必要であると考えている．また，形状以外でも縮尺

に応じた注記を描画するための注記データベースなども必要であり，それらを集約してフリースケー

ル地図表現の実現を目指していく．  

図-1 標準の建物表示（左）と総描黒抹処理後の建物表示（右） 

   見やすさのため一部地物を省略して表示 

Ａ 

Ｂ 
Ｃ 
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