
電子地形図提供システムの改良

実施期間 平成 24 年度～平成 27 年度

基本図情報部地図情報技術開発室 本多 美涼

大野 裕幸

1. はじめに

電子地形図提供システムは，注文用 Web ページ及び電子地形図 25000 データ生成ツール（DKGX）

により構成され，オンデマンド形式での刊行に必要なパラメータの受付及び電子地形図 25000 画像の

生成を行っている．また，DKGX は，地理院地図用のタイル画像（ZL15～ZL18）作成にも使用してい

る．平成 27 年度は，利用者の利便性向上を図るため，分版画像刊行機能及び電子地形図 20 万のオン

デマンド刊行機能の追加を検討した．また，平成 26 年度に全国の電子国土基本図（地図情報）データ

を用いて実施した動作確認中に発生した問題を解消するため，描画機能の改良を行った．

2. 改良内容

2.1 電子地形図分版画像刊行機能

平成 25 年度に提供した電子地形図 25000（試用版）のダウンロード者に対して当時実施したアンケ

ートで，地物ごとに版分けされたデータを入手できると便利だという意見が多数寄せられた．この要

望に対応するため，色及び地物のグループごとに版分けし，重ね合わせ可能な分版画像を生成する機

能を追加した．

電子地形図提供システムに対する画像生成要求時の URL に含まれる分版用のパラメータ“separate”

に“on”をセットして送信すると，分版 TIFF 画像群が生成され 1 つの ZIP ファイルに梱包される（図-

1）．各版を重畳した時に白部を透過とするため，RGB 値が（255, 255, 255）のピクセルは透過部とし

て出力する．白色で塗りつぶす必要がある個所は，RGB 値を（254,254,254）の白色ピクセルとして

いる．各版に描画する地図記号はプレーンファイル（DKGX において地図記号の表示レイヤ及び描

画順を定義するファイル）にて定義することとし，あらかじめ縮尺ごとに各版に含めるレイヤを列挙

したプレーンファイルを作成しておくと，各プレーンファイルに対応した分版 TIFF 画像群が生成さ

れる．

図-1 電子地形図分版イメージ（25000 レベルの例） 
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2.2 電子地形図 20 万オンデマンド刊行機能  

電子地形図 20 万は，平成 26 年 10 月 17 日からオンライン刊行が開始されており，利用者は，建物

及び地形の陰影の表示／非表示の 2 通りの表現を選択できる．より自由な表現での提供を実現するた

め，原データである国土広域情報データを基に電子地形図 20 万と同様の地図表現を行い，一部の地物

の表現を選択できるオンデマンド形式で刊行する機能を検討した．

電子地形図 20 万画像生成の事前処理として，国土広域情報データから，電子地形図 20 万図式（案）

に基づき図式描画済みの中間形式ファイル群（マップファイル）を作成する．この際，処理時間の短

縮を図るため，国土広域情報において電子国土基本図（地図情報）を取捨選択せずそのまま採用して

いる海岸線，建物等の地物については，電子地形図 25000 用のものを共用する．  

ただし，電子地形図 20 万と同様の描画結果を得るには，電子国土基本図データと国土広域情報デー

タ間でのレコード ID の重複や，取得されているフィールド値の扱い方の相違など課題が多く，更な

る検討が必要である．

オンデマンド生成できる画像は，自由図郭版（用紙サイズ A0～A6，用紙向きは縦，横）及び定形図

郭版（20 万地勢図と同一の図郭単位）とし，画像データ形式は PDF，TIFF 及び JPEG，解像度は 300dpi，

508dpi 及び 1016dpi から選択可能である．また，地形の陰影，建物や等高線の色変更や表示／非表示

を選択可能としている．

2.3 描画機能の改良  

マップファイルは経緯度 30 秒ごとの区画（タイル）単位で区切られているが，鉄道の旗竿記号のよ

うに連続した記号パターンにより表現される地図記号については，タイルからはみ出して保持するよ

うになっている．はみ出した先のタイルにおいて描画の不具合が発生する事例に対応するため，連続

性を保持する地図記号を必要最低限とし，道路橋，鉄道橋や道路マスク等のポリゴンについてはタイ

ル境界で切断するよう仕様を変更した．

また，タイル境界付近に地上長数 mm の短いアークが存在すると記号が描画されない事例が発生し

ていたため，DKGX 内部座標の保持精度を向上するよう改良した．更に，道路中心線については，地

上長 100mm 以下となる極短アークを無視し，直線上の補間点を間引く処理を追加した．これにより，

微小に何度も折れ曲がっている，補間点間隔が近接している，鋭角に曲がっている等，25000 レベル

の記号道路表現からすると細かすぎるアーク形状に起因する不具合が解消された．

3. まとめ

平成 27 年度は，電子地形図分版画像の刊行機能を開発するとともに，電子地形図 20 万について，

刊行中の電子地形図 20 万と同様の地図表現を行うには課題があるものの，オンデマンド刊行の仕組

みを構築することができた．また，25000 レベルの地図記号描画処理を見直し，描画結果の安定化を

図った．今後も，異なる縮尺を始めとした複数のプロダクトを効率的に更新できる環境の構築を目指

して，研究開発を継続する予定である．

参考文献

下山泰志，中村孝之，中島最郎，藤村英範（2014）：電子地形図 25000（試用版）の提供について，国

土地理院時報，125，39-52． 

渡部金一郎，野口真弓，吉松直貴，波多江萌，石毛正一（2014）：国土広域情報の整備について，国土

地理院時報，126，93-96． 
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航空機 SAR による災害状況把握に関する研究 

実施期間 平成 26 年度～平成 30 年度 

基本図情報部地図情報技術開発室 早坂 寿人 山田 美隆

瀧  繁幸 大野 裕幸

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，9GHz 帯（X バンド）のマイクロ

波を用いて地表面の状況を把握するアクティブセンサである．マイクロ波は雲や噴煙等を透過するこ

とから，災害時に光学センサでは観測が厳しい条件下での迅速な現地情報取得への利用が期待されて

いる．地図情報技術開発室では，平成 26 年度から航空機 SAR による火山地形及び土砂災害の災害発

生状況を把握するための検討を行ってきた．平成 27 年度は，総務省が平成 25 年度にまとめた「9GHz

帯航空機 SAR の技術的条件（案）」に適合させるために，使用する周波数の変更及び変更後の観測成

果の位置精度の確認を実施するとともに，火山地形等把握のための DSM（以下「SAR-DSM」という．）

作成手順のマニュアル化を行ったので，その実施状況について報告する．

2. 周波数帯の変更

2.1 無線局免許の更新

航空機 SAR の運用には，電波法に基づく無線局免許が必要である．国土地理院の無線局免許の使用

周波数は 9.5～9.8GHz，有効期限は平成 27 年 8 月までであった．一方，総務省は，平成 24～25 年度

に実施した「9GHz 帯航空機搭載型合成開口レーダの周波数有効利用技術に関する調査検討」の中で，

9.7～9.8GHz の周波数帯で気象レーダ及び MP レーダとの干渉が生じるため航空機 SAR との電波の共

用は困難である，と結論付け，9GHz 帯航空機 SAR が使用できる周波数帯を 9.2～9.7GHz とする技術

基準案を策定した．そのため，今回の無線局免許の更新を契機に，技術基準に適合する周波数帯（9.2

～9.5GHz）への変更を実施した（表-1）．  

変更後の周波数帯での使用に適した航空機 SAR 装置

のアンテナ部の作製は平成 26 年度中に終えていたこと

から，平成 27 年度は無線局免許更新に係わる手続きを

実施するとともに，航空機の修理改造検査を受検し，10

月より新しい周波数帯での本格運用を開始した．

2.2 反射強度画像の位置精度確認  

 周波数変更による観測成果（反射強度画像）への影響がないこと

を確認するため，レーダ波を反射するコーナーリフレクタ（写真-1）

を検証点として地上に設置して SAR 観測を実施し，反射強度画像上

で計測した位置座標と，現地にて VRS-RTK 測量を行った結果を比

較した．検証サイトは茨城県石岡市付近で観測計画は図-1 の通りで

ある．検証結果は表-2 の通りで，水平誤差の最大が 8.109m，RMSE

が 4.821m と伊藤ら（2012）の成果と大きく変らない結果を得ること

ができた．
写真-1 コーナーリフレクタ 

表-1 航空機 SAR の使用周波数 
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3. 火山火口形状把握について

3.1 SAR-DSM 作成手順のマニュアル化

国土地理院の航空機 SAR は 2 枚の受信用アンテナを持つため，干渉処理により SAR-DSM を作成す

ることが可能である．ただし，各コースでレーダシャドウによる欠損部分が存在する上，火山火口等

の傾斜斜面を観測する場合は欠損部分が大きくなりやすい．抜け目のない SAR-DSM を作成するには

複数コースの DSM を合成する必要があるが，これまで多種多様な方法で作成していたことから，火

口地形の急変時の形状把握に資するよう SAR-DSM の作成手順の画一化を行った．  

3.2 桜島観測と地形形状把握の確認  

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．平成 27 年度は 12 月に 8 コースで観測を実施した．本観測時，桜

島の火山活動は沈静化しており，図-2 のように火口付近の様子が取

得できるなど絶好の観測機会であった．観測後，整理した DSM の作

成手順に基づいて解析を行い，周波数変更後も藤原ら（2013）のとき

と同様，地形形状の把握に利用できることを確認した．

4. まとめ

平成 27 年度は，総務省が平成 25 年度にまとめた「9GHz 帯航空機 SAR の技術的条件（案）」に適合

する周波数帯への移行のため，無線局免許の更新を行った．その後，これまでと同様，反射強度画像

や DSM 作成が行えることを確認した．特に DSM に関してはこれまで培ってきた SAR-DSM の作成方

法のマニュアル化を行い，同マニュアルを利用した解析を行った．今後は土砂崩落箇所の抽出手法の

検討や，反射強度画像において特定の地物がどのように確認できるかの整理を進めていく予定である． 

参考文献

伊藤裕之，藤原博行，笹川啓，大野裕幸（2012）：新型航空機 SAR 等の精度検証及び MMS による道

路更新用データ取得方法に関する研究（第 2 年次），平成 24 年度調査研究年報．  

藤原博行，瀧繁幸，大塚力，大野裕幸（2013）：災害時における航空機 SAR 観測の正確性・迅速性に

関する技術開発，平成 25 年度調査研究年報．  

表-2 反射強度画像の水平位置精度 

図-1 観測コース（石岡市・かすみがうら市） 

図-2 火口付近の反射強度画像 
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地上画素寸法 30cm 級の衛星画像を用いた地図作成に関する共同研究 
（第 1 年次） 

実施期間 平成 27 年度～平成 28 年度 

基本図情報部地図情報技術開発室 早坂 寿人  瀧  繁幸 

山田 美隆 大野 裕幸 

1. はじめに

国土地理院では，これまで継続的に高分解能衛星を用いた

地図作成の検討を重ねてきており，今回，30cm 級の衛星画像

を用いた地図作成に関して，平成 27 年度より公募型官民共同

研究として（株）NTT データと検討を実施している．平成 27

年度は図化による評価に先立ち，ステレオ画像を複数の条件

で標定した際の位置精度の評価を行った．位置精度評価の指

標としては，表-1 の平成 23 年 3 月 31 日改正の作業規程の準

則第 178 条 4 項の規定を用いた．本稿では，位置精度を確保

するために必要な標定点数やプロダクトの差異などの知見を

得たので報告する．

2. 研究対象地域と衛星画像

研究対象地域は比較的平坦で検証範囲（約 15km×14km）内

に万遍なく基準点を確保できるつくば地区（図-1）とした．検

証に用いた画像は米国 Digital Globe 社が運用する WorldView-

3 の 2 枚 1 モデルのパンクロマティック画像である．画像は

観測幅全域を使用しており，諸元は表-2 のとおりである．  

また，ベーシックステレオペア（以下「1B」という．）と，

準拠楕円体に投影されたオルソレディスタンダードステレオ

（以下「OR2A」という．）の 2 種類の製品レベルの画像で検

証を行った．

3. 画像基準点と検証方法

標定や検証に用いる画像基準点は，RTK-VRS 測量によっ

て，およそ 3km に 1 点の間隔で配点し，検証範囲内に 31 点

（図-1）を配点した．画像基準点には主に判読性の高い道路上

の白線を用いた．

ステレオモデルの構築には，画像座標と実空間座標の関係

が 有 利 多 項 式 で 表 さ れ る RPC （ Rational Polynomial 

Coefficient）モデルを用いている．本検証ではステレオモデル

の位置精度を確保するために必要な標定点数を検討するた

め，標定点数を 0・1・3・5 点と変化させることとした．標定

図-1 研究対象地域と画像基準点の配点

(茨城県つくば市) 

表-2 衛星画像諸元

表-1 標定時の誤差の許容範囲
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点 1 点の場合にはシフト補正，標定点 3 点及び 5 点の場合にはアフィン補正を加えた修正 RPC モデル

にて精度検証に利用した．タイポイントは画像内に 9 点均等に配点した．ステレオモデル構築後，ス

テレオ視で標定点以外の画像基準点（検証点）の位置を計測した．計測者に起因する誤差を考慮し，

計測は 2 名で行い，評価にはその平均値を用いた．なお，本検証では ERDAS IMAGINE 2015 の Imagine

Photogrammetry（標定に使用）と， Stereo Analyst（ステレオ視による計測に使用）を用いている．

4. 検証結果

検証結果は図-2a，2b のとおりである．標定点 5 点を用いてアフィン補正を行うことで RMSE が 1B

で 0.358m（水平），0.197m（鉛直），OR2A で 0.344m（水平），0.189m（鉛直）という結果を得た．な

お，標定点 5 点による検証結果では，26 点のすべての検証点で表-1 の地図情報レベル 2500 の許容範

囲以内に収まっていた．

1B と OR2A を比較すると，OR2A の方がよい精度が得られている．差異が生じた要因として，画像

計測時に 1B は OR2A と比べ画像がぼやけて表示されていたため，情報量が減り立体感に乏しかった

ことや，1B では縦視差が多かったことが挙げられる．その理由として 1B は OR2A のように高次の処

理（楕円体投影）が行われていないことで，ソフトウェア上の偏位修正の影響が出ていることなどが

考えられる．

図-2a つくば地区の検証結果（1B） 図-2b つくば地区の検証結果（OR2A）  

5. まとめ

本検証では，WorldView-3 の 2 種類のプロダクトを用い，位置精度の確保に必要な標定点数の検討

を行った．精度については，両プロダクトとも標定点 5 点でアフィン補正を行うことで冒頭の表-1 に

示した地図情報レベル 2500 の許容範囲（水平誤差 0.75m，鉛直誤差 0.5m）に全点が収まる結果が本検

証では得られた．

今後は図化精度を検証する計画である．標定点 3 点では，選点次第では十分に誤差を抑えられない

ことから，図化精度の検証にあたっては標定点 5 点を用いたステレオモデルを用いて，道路や建物な

どの地物を選定して図化を行うことを考えている．

参考文献

藤原博行，瀧繁幸，大塚力，大野裕幸（2013）：Pleiades 画像を用いて作成した地図情報の精度評価, 平

成 25 年度国土地理院調査研究年報．  
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写真測量における UAV の活用に関する技術開発（第 2 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 橘 克巳 大野 裕幸 

山田 美隆 瀧 繁幸

宮地 邦英 早坂 寿人

菅井 秀翔

1. はじめに

国土地理院では近年，急速に普及している無人航空機（UAV）による空中写真撮影や，コンピュー

タビジョン由来の三次元復元技術について，平成 26 年度に「無人航空機（UAV）による空中写真撮

影に関する技術開発」として基本測量や災害発生時に UAV を利用した大縮尺地理空間情報の取得・

更新の可能性について検証するため，マルチコプター型 UAV を用いて空中写真を撮影し，そこから

作成される三次元モデルの精度検証を実施した．その結果，撮影域内に適切に基準点を配置するこ

とやカメラの内部標定要素等の条件を満たすことで必要な精度を確保できることが分かった．

平成 27 年度は，実運用に向け，UAV を基本測量で用いる際に必要となる安全管理手法について調

査・検討を行うとともに，平成 26 年度に実施した精度検証を踏まえて，更に様々な条件により精度

検証を行ったので報告する．

2. UAV の使用に関する安全管理手法の調査

基本測量における UAV の使用に関する安全基準を具体的に取りまとめるため，これまでに国又は

都道府県が発注した業務のうち，UAV に関するものを調査した．さらに，UAV を用いた業務で人身

事故があった事例や書類送検に至った事例等を調査した．

また，平成 27 年 12 月 10 日に航空法の一部が改正され，飛行方法や許可申請等の UAV に関する

飛行ルールが詳細に決定された事を踏まえて，GNSS 等による安定飛行機能や緊急時の主電源切断

等の UAV の機能に関する要件，日常的な点検のほかに定期的なオーバーホールを実施するなどの

UAV の管理に関する要件，操縦者に対しては航空法の理解を始め，気象に関する知識や UAV の安全

機能等，実運用の際に必要となる知識や能力等を明確にした．現地で作業を行う前には飛行計画を

作成すること，作業体制は作業班長・操縦者・補助者の最低 3 名で編成し，安全管理上の責任は作業

班長が負うこと等，安全管理体制等についても検討した．

さらに，平成 26 年度から UAV の実機を用いて，操縦練習や機体のメンテナンス等の運用ノウハ

ウを蓄積しており，これらをもとに，操縦者の座学や飛行訓練の内容，飛行計画書や飛行前後のチェ

ックシートの記載内容等を検討した．

3. UAV により撮影した空中写真の精度検証

3.1 精度検証方法

近年の従来型の写真測量における空中写真撮影では，有人機に高解像度の航空用デジタルカメラ

を搭載し GNSS/IMU を用いて高精度の幾何情報を取得している．UAV にはこのような大型の機器を

搭載できないため，小型の一般に入手可能なデジタルカメラを使用することになる．また，測量用に

GNSS/IMU の高精度の外部標定要素を得ることも困難である．このため，UAV を用いた測量では，

撮影域内に基準点と検証点を設置し，コンピュータビジョンの技術である SfM/MVS（Structure from 
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Motion/Multi View Stereo）を用いて三次元モデルを作成し，その精度検証として，生成されたオルソ

画像及び三次元点群データの水平精度と高さ精度を検証した．

検証のための撮影地は，用地内への立入りを制限でき，用地管理者から承諾を得られ，かつ飛行管

制の影響を受けないことや電波の影響が無いことが必須条件であり，検討の結果，北海道の鹿部飛

行場（図-1）を選定した．基準点と検証点はネットワーク型 RTK 法（VRS 方式）による単点観測法

及び VRS による観測点からトータルステーションによる放射法を用いて約 90 点配置した（図-2）． 

 

解析に使用したソフトウェアは，Pix4DmapperPro（Pix4D 社）（以下「PM」という．），PhotoScan 

Professional Edition（AgiSoft 社）（以下「PS」という．），Smart3DCapture Master（Acute3D 社）（以下

「SC」という．）の 3 種類を用いた．  

固定翼型 UAV での撮影は，機体はフジインバック社製 B-2（エンジン式）を使用し，搭載するカ

メラは SONY 社製α6000 を使用し，レンズは焦点距離が汎用の 16mm と歪の少ない 15mm の二種類

を使用した．オーバーラップ 90%・サイドラップ 60%を確保するため，撮影時の基準面に対する対

地高度は 320m とし，航空局より NOTAM を発行した．操縦はウェイポイント方式によるプログラム

飛行を基本とし，離着陸のみ手動操縦で実施した．カメラは垂直下方及び前方斜め 45 度下方に向け

機体に固定した．

撮影計画は，撮影範囲の形状を考慮しつつ撮影方向を増やすこと（多視点）を検討した結果，大き

く 3 ブロックに分け，合計 16 コース（各コース往復撮影）を設定した．  

固定翼型 UAV での撮影に使用した機材を図-3，撮影計画図を図-4 に示す． 

さらに，固定翼型 UAV での撮影を補完するため，マルチコプター型 UAV を用いて，固定翼型 UAV

で撮影した範囲の外周等を撮影した．マルチコプター型 UAV での撮影に使用した機材を図-5，撮影

計画図を図-6 に示す．  

図-1 鹿部飛行場位置図 

図-3 固定翼型 UAV 使用機材 

図-2 基準点と検証点の配置図 

図-4 固定翼型 UAV 撮影計画図 

フジインバック社製 B-2 型

全長 2570mm エンジン式

全幅 3200mm 巡航速度 110-120km/h
全高 795mm 航続時間  5 時間

ペイロード 6kg（燃料等裁量により変化） 
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マルチコプター型 UAV での撮影は，機体は平成 26 年度の技術開発と同様のエンルート社製

ZionPro800（モータ式），カメラは SONY 社製α6000 を用いた．対地高度は 130m とした．格納庫の

北側の撮影領域 250m×200m は，3 コースで面的な撮影を行い，1 コースにつきカメラの向きを斜め

45 度下方の前後左右 4 方向を設定した．また，管理棟に対して 360 度周囲撮影を実施した．  

3.2 精度検証結果  

平成 26 年度の検証作業において，撮影域の 4 隅と中央に基準点を設置し，カメラの内部標定要素

にセルフキャリブレーションによる補正を行なう条件で解析を行うと高い精度を得られることが分

かっている．今回の精度検証では，解析に使用する基準点の数を増やす事による精度への影響や，垂

直写真に斜め前後方向撮影写真を追加した場合，及び撮影域の周囲からの斜め方向撮影写真を追加

した場合の精度への影響，また使用するレンズを標準的な焦点距離 16mm と広角な 15mm を使用し

た場合の精度への影響を検証した．

基準点数及び使用するレンズの種類の違いにつ

いて比較を行なった結果（検証点の平均二乗誤差）

を図-7 に示す．基準点数の増加が誤差の低減にある

程度効果があることが認められるが，SC でのみ基

準点数を増やすと誤差の増大に繋がるような結果

となった．使用するレンズは，写真に写りこむ情報

の多さから特徴点が多く得られるためか，広角なも

のの方が誤差の低減に繋がる結果となった．

また，垂直撮影写真に斜め前後撮影写真を追加し

て解析した結果，別の視点からの写真を追加するこ

とによる精度の向上がみられた．マルチコプター型

UAV で撮影した斜め周囲撮影写真を追加した場合

も同様である．それぞれの結果（検証点の平均二乗

誤差）を図-8 に示す．周囲撮影の結果において，PM

の結果に突出した誤差が認められるが，これはソフ

トウェアにおいて追加した写真の処理が正しく行

なわれなかったためである．

図-7 検証点の平均二乗誤差 

図-6 マルチコプター型 UAV 撮影計画図 

図-8 検証点の平均二乗誤差 

エンルート社製 Zion Pro800 型

全幅 1.1m ローター数 6
全高 0.5m ペイロード 1kg
機体重量 6.3kg 航続時間 10-13 分

図-5 マルチコプター型 UAV 使用機材 

-68-



さらに，解析時の連続する写真から基準点を観測する際において，平成 26 年度の検証時と同じ 3

枚で観測する場合と，基準点が確認できた全ての写真で観測する場合の精度への影響を検証した．

また，UAV の進行方向に対しマルチコプター型 UAV で撮影した前・後・右・左方向の 4 方向斜め撮

影写真を追加して解析した場合の精度への影響を検証した．

それぞれの解析結果（検証点の平均

二乗誤差）を図-9 に示す．4 方向斜め

撮影写真を追加した効果が顕著に確認

できる．特に基準点の観測をすべての

写真で実施していないにも関わらず，

基準点 5 点を使用した PM と PS では

平面方向で 3cm 以下，高さ方向でも

6cm 以下を達成している．その一方で

SC は誤差が大きい傾向にある．  

また，平成 26 年度の研究開発で

取得した国営ひたち海浜公園での鉛

直及び斜め撮影写真を使用し，基準

点数と精度との関係を検証した．

平成 26 年度の検証では基準点を

モデルの 4 隅と中央の 5 点で解析し

たが，今回の作業では基準点を 5 点

から 2 点まで数を減じて解析した結

果，基準点の減少が誤差の増加を招

いていると判断できた．検証点の平

均二乗誤差を表-1 に示す．

表-1 の名称に「S」を付したものは，作業範囲に対し基準点間が短いことを意味している．  

4. まとめ

平成 26 年度の技術開発で，UAV による撮影において大縮尺地理空間情報の更新が可能と分かり，

今回の精度検証により，撮影計画におけるコース数や撮影方向の設定，解析に用いる際の基準点の

配置や点数等についてより具体的な検証結果を得ることができた．また，UAV を測量作業でより安

全に使用するための知見を得ることができた．今後は，これらの検討結果をもとに，基本測量におけ

る UAV の使用に関する安全基準や作業要領を検討することとなる．

参考文献 

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（2015）：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），平成 26 年度国土地理院調査研

究年報

図-9 検証点の平均二乗誤差 

表-1 検証点の平均二乗誤差（単位：m） 
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地理空間情報の三次元化に関する研究開発

実施期間 平成 25 年度～平成 27 年度

基本図情報部地図情報技術開発室 菅井 秀翔 大野 裕幸 

山田 美隆 宮地 邦英 

1. はじめに

国土地理院では，地理空間情報を幅広く利用してもらうことを目的とし，基盤地図情報等の整備・

提供を行っている．特に，近年では三次元データ整備に対する期待が高まってきており，地図情報技

術開発室では過去二年間に渡って三次元データのニーズ等を調査してきた．その中でも，自動運転技

術が注目を集める中，車両の周辺環境把握のベースとなる三次元地理空間情報，特に高精度な三次元

点群に対する需要が高まっている．このような三次元点群データの整備を見据え，26 年度は航空レー

ザと MMS（Mobile Mapping System）を用いたハイブリッド三次元点群データを試作した．27 年度は，

オブリークカメラと呼ばれる測量用カメラに着目し，航空機からオブリークカメラで撮影した空中写

真を用い，SfM（Structure-from-Motion），MVS（Multi-View Stereo）と呼ばれるコンピュータビジョン

技術によって三次元モデルを作成し，空中写真の地上画素寸法が三次元モデルの精度に与える影響を

評価した．また，空中写真からの復元が難しい高架下等の領域をより正確に再現することを目的とし，

オブリークカメラによる写真と地上で撮影した写真を組み合わせて SfM/MVS で処理するための手法

について検討し，三次元モデルを試作した．

2. オブリークカメラの特徴

オブリークカメラは 5 つのカメラから構成されている．1 つのカメラが真下に，残りの 4 つが航空

機の前後左右それぞれの斜め下に向けられており，一度の撮影で 5 方向の写真を同時に撮影可能であ

る．通常の直下視に加えて斜めの視点が追加されるため，三次元モデリングにおいては，作成される

モデルの高さ方向の精度向上や，地物側面のテクスチャの効果的な取得が見込める．また，オブリー

クカメラは測量用カメラとして GNSS/IMU 装置とともに運用され，そこから得られる外部標定要素を

初期値として与えることによって SfM 処理に要する時間を短縮できるのも利点である．

3. 対象地域および使用データ

27 年度は，東京都のお台場地区（図-1）を対象に三次元モデルを作成し，その精度評価を行った．

この地区は首都高や新交通システムの高架構造，高層ビルなど，都市部の三次元モデリングにおいて

障害となり得る地物が存在している地域である．

三次元モデルの作成には，Leica 社 RCD30 Oblique により撮影された写真（以下，オブリーク写真）

1264 枚を使用した．空中写真の地上画素寸法が三次元点群の精度に与える影響を評価するため，オリ

ジナルの地上画素寸法 12 cm の写真に加え，24 cm，48 cm にリサンプルした写真を用意し，それぞれ

三次元モデルの作成を行った．

また，オブリーク写真を用いて試作した三次元モデルを観察したところ，図-1 中の A 地域のモデル

が暗くて不明瞭であり，表面が波打っていた．これは，道路の両側には高層ビルが，道路の上空には

新交通システムの高架が存在することが影響しているとみられる．そこで，A 地域を対象に，オブリ

ーク写真に地上写真を組み合わせてより精細な三次元モデルを試作すべく，地上写真の撮影を行った．
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撮影は移動車中から行い，魚眼レンズを装着したミラーレス一眼カメラを用いて，車両の前方と左側

面を連写モードで静止画撮影した．実際の処理には 78 枚のオブリーク写真に対し，904 枚の地上写真

を用いた．

図-1 お台場地区の範囲

4. 三次元モデルの作成および精度評価

三次元モデルの作成には，SfM/MVS ソフトウェアである Bentley 社の Context Capture Center を用い

た．SfM 処理は，レンズの接線方向歪みを除く全てのパラメータを調整計算する設定で行った．  

作成した三次元モデルについて，ネットワーク型 RTK 法（VRS 方式）で観測した 72 点の検証点を

用いて精度を評価した．各検証点に対し，三次元モデル上の水平座標をモデルから作成したオルソ画

像から，高さを三次元モデルから読み取って取得し，観測した座標との差分で評価することとした．

まず，GNSS/IMU 装置で得られる POSEO ファイルに記載された外部標定要素を初期値として与え

て SfM/MVS 処理を行い，お台場地区全域の三次元モデルを作成した．このときの地上画素寸法と検

証点の RMSE を表-1 に示した．地上画素寸法が異なる 3 つのモデルでも，水平，高さ方向の RMSE

はいずれもほとんど変わらないという結果が得られた．また，いずれのモデルにおいても高さ方向の

RMSE が比較的大きな値となった．多くの検証点で観測値は検証点の値よりも数十 cm 小さな値が出

ていることから，モデル全体が高さ方向に系統的な誤差を含む可能性があり，それに応じて高さ方向

の RMSE が大きくなったとみられる．  

次に，図-1 中の B 地域において，外部標定要素を初期値として用いず，基準点を B 地域の 4 隅と中

央の計 5 点配置する設定で B 地域の三次元モデルを作成し，この範囲にある検証点 12 点において同

様に精度を評価した．またこの結果を，外部標定要素を初期値として作成したモデルの同じ検証点に
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よる結果と比較した．表-2 の上段に示したように，基準点を配置して三次元モデリングを行った場合，

水平・高さ方向ともに RMSE は地上画素寸法にほぼ比例し，いずれも 0.5 画素程度の誤差に収まって

いるという結果が得られた．この結果から，基準点を配置して三次元復元を行う場合，使用する写真

の地上画素寸法が小さくなると三次元モデルの精度も向上すると考えられる．また，POSEO ファイル

を初期値として与えた場合の同じ検証点における RMSE（表-2 下段）と比較すると，水平方向につい

ては GCP を配置した場合よりも全体的に 10 cm 前後 RMSE が大きくなるという結果が得られた．こ

のことより，POSEO ファイルに記載された外部標定要素には水平方向にも 10cm 前後の系統誤差が含

まれている可能性がある．なお，前述の通り，POSEO ファイルを初期値として作成したモデルには高

さ方向に大きな系統誤差が含まれるとみられるため，高さ方向については比較を避けた．

表-1 お台場地区全域の検証点 72 点における三次元モデルの RMSE（単位はメートル） 

地上画素寸法

12 cm 24 cm 48 cm 

水平  高さ  水平  高さ  水平  高さ  

POSEO ファイルを利用した場合  0.382 0.618 0.393 0.602 0.451 0.476 

表-2 B 地域の検証点 12 点における三次元モデルの RMSE（単位はメートル）  

地上画素寸法

12 cm 24 cm 48 cm 

水平  高さ  水平  高さ  水平  高さ  

基準点を 5 点配置した場合  0.074 0.083 0.131 0.102 0.262 0.190 

POSEO ファイルを利用した場合  0.187 0.671 0.261 0.628 0.320 0.379 

5. 地上写真と空中写真の組み合わせ手法の検討

一般に，地上写真と空中写真では地上画素寸法が異なるため，これらを同時に SfM/MVS 処理する

ことは難しいと考えられている．実際，お台場地区でオブリーク写真と地上写真を同時に SfM/MVS

処理したところ，オブリーク写真か地上写真のいずれかが三次元的な位置情報を失い，処理から除外

されてしまうという結果となった．この問題を解決するため，オブリーク写真と地上写真に対してそ

れぞれ別個に SfM 処理を行い，計算された写真の三次元的な位置と姿勢を一つにまとめて MVS 処理

し，空中写真と地上写真のハイブリッドモデル作成を行うこととした．この際，地上写真中に写りこ

んだ画像基準点の数が不足し，SfM 処理で写真に位置情報を適切に与えることができなかった．その

ため，オブリーク写真のみから作成したモデル上で特徴的な地物の座標を読み取り，これを仮設の画

像基準点として与えて地上写真の SfM 処理を行い，地上写真に位置と姿勢を付与した．  

図-2 に，A 地域内の同地点における，オブリーク写真のみによるモデルとハイブリッドモデルの比

較を示した．オブリーク写真のみによるモデルでは，高架下が壁のようにモデリングされているほか，

路面に大きな凹凸が見られる．一方，ハイブリッドモデルでは高架下に壁はできておらず，路面も概

ね平らにモデリングされている．さらに，図-2 の下段に示したように，ハイブリッドモデルでは，自

動運転用のデジタルマッピングで重要となる道路標識や街灯などの細い構造物もよく再現されている．

しかし，図-2 上段の中央上部に写っている建物の上部など，地上写真に写っていない領域の一部では

色調や凹凸など再現精度がむしろ悪化しているところも観察された．これは，オブリーク写真に比べ
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て地上写真の解像度が高く，写真の枚数も多いことが影響していると考えられる．このような再現精

度の悪化が生じないような写真の枚数比，および地上写真の撮影方法については検討の余地がある．

また，地上写真の SfM 処理に仮設の画像基準点を用いたことにより，推定された地上写真の位置と姿

勢の精度に信頼性がないためにモデルの精度への言及は見送ったが，今後，地上写真に適切に座標付

けを行った上でハイブリッドモデルを作成して精度評価を行う必要がある．

図-2 A 地域における，オブリーク写真のみによるモデル（左）とハイブリッドモデル（右）

6. 結論

平成 27 年度，地図情報技術開発室ではオブリーク写真を用いたお台場地区の三次元モデルを作成し，

その精度評価を行った．また，地上写真と空中写真を組み合わせての三次元モデル作成を試行し，ノ

ウハウを蓄積した．次年度は他の地域について同様に三次元モデルを作成し，写真から高精度な三次

元点群を取得する手法のさらなる調査を検討している．
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災害対応における UAV の活用に関する技術開発 

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 宮地 邦英 大野 裕幸 

山田 美隆 橘 克巳

瀧 繁幸 早坂 寿人 

菅井 秀翔

1. はじめに

国土地理院は，災害対策基本法の指定行政機関であり，災害発生時においては測量・防災用航空機

「くにかぜ III」により，測量用カメラで撮影した垂直写真や手持ちカメラで撮影した斜め写真，それ

らを地図と重なるよう加工したオルソ画像を関係機関に提供するなど，被災地の迅速な状況把握と情

報提供の取り組みを行っている．

一方，近年の本格的な空撮が可能なマルチコプター型の無人航空機（以下「UAV」という．）の急速

な普及により，UAV による空撮が広く行われるようになってきている．国土地理院においても平成

26 年 8 月豪雨による広島市などの土砂災害を契機に，有人航空機による空撮を補完するものとしてマ

ルチコプター型 UAV による災害調査の有効性に着目し，平成 26 年 10 月より 2 カ年にわたり UAV の

運用能力獲得を目指した取り組みを行ってきた．

2. 運用能力の獲得へ向けた取り組み

UAV の運用能力の獲得へ向けた取り組みは，UAV に関する技能，知識及び経験の醸成が三本柱で

ある．また，UAV の運用に際し必要となる安全基準は，取り組みを開始した時点でマルチコプター型

UAV について参考となる既存のものが存在しなかったため，自ら運用能力を獲得する過程で得られる

ノウハウをもとに安全基準をとりまとめることとした．

2.1 技能の醸成

技能の醸成に関しては，機体の操縦能力と整備能力を対象として，スキルを向上させていく過程に

おける訓練内容の効果とリスクを評価して訓練用カリキュラムを策定し，三段階の操縦ライセンス制

により操縦能力の向上に合わせて小さい機体から大きい機体に順次ステップアップしていく方式を採

用した． 

第一段階では，UAV の基礎的な操縦技能を身につけることを目的として，パソコン上で動作するフ

ライトシミュレータでの操縦訓練と，航空法の適用外となる 200g 未満の超小型マルチコプターを屋内

で飛行させる訓練を行う．第一段階の訓練カリキュラムをクリアした段階で検定を実施し，定められ

た検定内容（上昇，ホバリング，旋回，8 の字飛行，着陸）に従い飛行させ，検定に合格した場合は

B 級ライセンスを取得し第二段階に移行する．

第二段階では，実際の災害対応を想定し有風下での操縦能力や写真・映像の撮影能力を身につける

ことを目的として，DJI Phantom クラスの屋外飛行や機器設定などの訓練を行う．屋外飛行は人口密

集地区外であり，第三者の立ち入り制限が可能であり，ある程度の広さで障害物のない空間を確保で

きる国土地理院のグラウンドにて主に行った．第二段階の訓練カリキュラムをクリアした段階で検定

を実施し，定められた検定内容（上昇，平均風速 10m/s での強風下ホバリング，旋回，8 の字飛行，

ある目標物を中心とした 360 度周回飛行，着陸）に従い飛行させ，検定に合格した場合は A 級ライセ
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ンスを取得し第三段階に移行する．

第三段階では，大型機の運用能力の獲得と技能の維持を目的として，第二段階の訓練内容に加えて

DJI S900 クラスの飛行，機器設定，分解組立等の訓練を行う．  

これらの訓練を経て，第二段階と第三段階の屋外飛行時間の合計が 10 時間を超え，かつ 1 回以上の

国土地理院外の飛行経験を経た者は，実際の災害対応としての緊急撮影作業に当たることができる．

なお，その後も技能の維持のために 90 日間で 1 回以上の飛行訓練を継続的に行うこととしている． 

2.2 知識の醸成  

知識の醸成に関しては，関係する航空工学，気象学の学習や，事故事例の調査，航空法，電波法な

どの関係法令の情報収集や理解に努めるとともに，安全管理上何が必要となるかを分析した．中でも，

安全管理に関しては UAV を販売，運用している事業者による実務的な指導・助言や，それら事業者

が発信する情報が非常に参考になった．また，国土交通省において UAV の運用に関し先進的な取り

組みを実施していた九州地方整備局との情報交換を平成 27 年 2 月に実施し，取り組みの早い段階で九

州地方整備局の持つノウハウを参考とすることができた．

2.3 経験の醸成  

経験の醸成に関しては，操縦時の心理的不安の解消や，撮影範囲の地形，障害物，気象等に関する

状況判断力を養成するため，あえて厳しい気象条件下での操縦訓練や，山形県戸沢村の地すべり地や

北海道鹿部町の鹿部飛行場など，国土地理院外での飛行訓練にも取り組んだ． 

2.3.1 砂沢地すべりの撮影訓練  

平成 27 年 7 月 3 日に砂沢地すべりにおいて，UAV による土砂災害の緊急撮影を実施する場合を想

定し，現況把握に適した撮影方法や現場での運用についての実証と課題抽出のための訓練を実施した．

なお，砂沢地すべりは，山形県最上郡戸沢村の砂子沢（いさござわ）川（図-2）で平成 27 年 4 月 15

日に確認された地すべりで，天然ダムによって河道閉塞しており，山形県による応急工事が実施済み

となっていた．

本作業では，図-3 のように撮影対象地の起伏が大きく川筋の両側には高い樹木があるなど，面的な

撮影を実施するためには飛行高度を細かく変更する必要があったことや，作業地が携帯電話の圏外で

あり自動飛行に必要な現地の背景地図画像を取得できなかったことから，全て手動操縦にて飛行と撮

影を行った．また，本作業で撮影した映像から静止画を切り出して SfM ソフトウェアで処理を行い，

現地の地形形状を再現した 3 次元モデルの作成とオルソ画像や点群の出力を行う検証も実施した．  

2.3.2 鹿部飛行場での飛行訓練  

国土地理院では，内規により UAV を飛行させる範囲周辺に第三者の立ち入りが無いことを飛行の条

図-1 左から第一段階で使用する機体（Hubsan X4），第二段階で使用する機体

（DJI Phantom3 Professional），第三段階で使用する機体（DJI S900） 
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件としているため，遠距離の飛行訓練を行える場所と機会を得ることが難しいが，遠距離飛行が可能

な鹿部飛行場での飛行訓練の機会を得たため，航空法の改正を見越して機体の目視が可能な距離や遠

方の機体との通信状況の確認を目的とした訓練を平成 27 年 10 月 26 日及び 27 日に実施した．鹿部飛

行場の位置を図-4 に示す． 

本作業により，機体の距離による見え方のほかに，機体や背景の色，天候や太陽光線の状況による

機体の見え方の違いを確認することができた．また，本飛行訓練で使用した DJI Phantom3 Professional

の機体とコントローラーとの通信が距離 1,500m でも問題ないことが確認された（図-5）．  

3. 得られた成果

3.1 災害調査のための UAV 運用マニュアル（案）の作成

撮影能力獲得のための取り組みで得られた知見をもとに，国土地理院が UAV を運用する際に遵守す

べき事項を内規としてまとめた運用マニュアル（案）を作成した．また，UAV を飛行させる際に作成

する書類や，現地で飛行前に確認すべき事項をチェックシートとしてまとめ，別紙として付した．

3.2 平成 27 年 9 月関東・東北豪雨における緊急撮影 

平成 26 年 10 月から実施してきた約 1 年間に及ぶ各種訓練の成果として，複数の職員が UAV による

緊急撮影が実施可能なレベルに到達し，平成 27 年 9 月 1 日から撮影チームの編成が可能となった． 

そのような中，平成 27 年 9 月 10 日，茨城県常総市の鬼怒川堤防（国土地理院から直線距離で約 11km）

操縦者がいる場所（1500m 遠方） 

図-4 鹿部飛行場の位置図 図-5 鹿部飛行場での飛行訓練時の UAV 撮影映像 

鹿部飛行場 

図-2 砂沢地すべりの位置図 図-3 撮影訓練時の作業状況 
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が破堤したとの情報が入り，UAV 撮影チームとして初の緊急撮影を実施した．チーム編成は，内規に

基づき安全飛行管理者，操縦者及び補助者の 3 名体制とした．撮影箇所は国道 294 号の冠水範囲の北

端部の周囲（図-6 の A 地点）及び鬼怒川破堤箇所（同 B 地点）であり，破堤箇所の撮影は鬼怒川対岸

より行った．使用した UAV は DJI Phantom3 Professional である．また，撮影当日の時系列の動きを表

-1 に示す．

この緊急撮影は，国土地理院の近傍で発生した災害への対応であったことから，破堤後約 4 時間の

時点で撮影を実施するという迅速な対応を行うことができた．特に，UAV を飛行させる上での安全管

理上，大規模災害の発災後数時間という時間帯でどのような行動が必要になるかを身をもって考える

ことができた貴重な機会となった．

4. おわりに

2 カ年にわたる研究開発により，直営での緊急撮影能力を獲得するとともに，UAV の安全運用に不

可欠な運用マニュアルを整備することができた．これらの取組みで獲得した技術や蓄積したノウハウ

は，国土地理院全体で UAV に関する技術の獲得・向上に向けた体制として平成 28 年 3 月 16 日に発

足した国土地理院ランドバードでの取組みに活かしていく．

参考文献

大野裕幸（2015）：鬼怒川破堤域の空撮に際して，月刊建設，2016-01 Vol.60，27-30． 

13 時前  鬼怒川破堤の一報

15 時 00 分  撮影チーム出動決定

15 時 30 分  地理院本院出発

16 時 30 分  A 地点の撮影  

17 時 10 分  破堤箇所対岸で降雨待機

17 時 30 分  B 地点の撮影  

19 時 00 分  地理院本院帰投

19 時 30 分  関係機関への映像提供

図-8 鬼怒川破堤箇所撮影時の作業状況図-7 鬼怒川破堤箇所の UAV 撮影映像 

図-6 UAV 撮影箇所と国土地理院の位置関係 

表-1 撮影当日の行動 
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