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はじめに 

UAV 写真測量は，UAV から撮影した画像を用いて地物の 3 次元形状などを測定することである．特に近年，

廉価で自律的な飛行・撮影が可能な小型 UAV（例：DJI Phantom シリーズ；図- 1）と，撮影した画像からほぼ

自動的に無数の点の測量を行ってくれる解析ソフト（例：Agisoft PhotoScan；図- 2）の登場により，これらを

用いた地物の測量，3D モデリング，DEM・オルソモザイク画像作成などが，急速に普及した．このような簡

便な UAV 写真測量は，100 万円未満の投資で開始可能であり，高度な操縦技術や写真測量の専門知識がなく

とも実施可能である．実際，写真測量を専門とする航測会社のみならず，地方のコンサルタントや，各分野の

研究者によって，広く用いられるようになっている． 

UAV 写真測量の対象は，公共的なものに限っても，ダム・橋梁・護岸・防波堤などの土木構造物，海岸・河

川，造成工事や斜面崩壊の現場など，幅広い．例えば河川においても，堤防の天端の亀裂や沈下から，河道の

土砂堆積・川幅縮小まで，様々な変状の検出が可能である（野間口ら, 2018）．植生がある場合，植生の表面付

近の高さしか測れないという原理的な限界はあるものの，現状では定期的な測量が行われていない，2 級河川

における測量手段としても期待されている． 

しかし，自動的な解析は便利な反面，ブラックボックスでもある．PhotoScan などのソフトで，各画像の正

確な撮影位置や向きを与えるわけでもないのに何百・何千万点もの測量が出来てしまうのは，SfM (Structure 

from Motion)や MVS (Multi-View Stereo)という解析技術が実装されているためである．これらに関する最低限

の理解がないと，解析の設定・手順，もしくはそもそもの撮影方法を誤って，本来の精度を得られないことが

多い．反対に，ほんの少しの理解があれば，撮影や解析で何に注意すればよいのか，見当がつくことも多く，

与えられた注意事項も理解・応用しやすい．UAV 写真測量自体に，やってみないと精度が分からない「賭け」

の要素はあるが，少しの理解と注意で，「勝率」は大幅にアップすると考えられる． 

そこで本稿では，UAV 写真測量に関する最小限の用語・概念を整理した後，SfM, MVS を用いた自動的な解

析の仕組みを概観する．その後，河川を対象とする場合を例に，現地作業および解析における注意点を論じる．

ただし，以下で UAV 写真測量と呼ぶのは冒頭で述べたような安価・簡便なものであり，自動追尾式 TS や RTK-

GNSS，高精度の IMU などを用いて，標定点を省略できるほどの精度で撮影位置・姿勢を測定するものは対象

としない．解析ソフトとしては PhotoScan を念頭に置くが，本稿の内容のほとんどはソフトを問わない一般的

なものである． 

 

図- 1. 小型UAVのDJI Phantom 4 Pro．寸法が

対角35 cm，重量が約1.4 kgと小型軽量ながら，

有効画素数2000万画素の広角カメラを搭載し，

約20分の自律飛行・撮影が可能． 

 

図- 2. 解析ソフトAgisoft PhotoScanの画面．GUIによる

細かな解析条件の指定と，ほぼ自動的な解析が可能． 
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用語・概念の整理 

 

ここでは，以降の説明に必要な最小限の用語・概念を簡潔に整理する． 

⚫ 世界座標系：地図投影に用いられる座標系（例：平面直角座標系）や，対象領域（測量したい領域）の周

辺に便宜的に定義された座標系で，撮影や解析によって動かないという意味で絶対的な，3次元直交座標

系．単位は通常 m． 

⚫ カメラ座標系：カメラの投影中心を原点とする3次元直交座標系．画像の右向きにX軸，下向きにY軸，奥

行き方向の正面向きにZ軸をとる（図- 3）．単位は通常 m． 

⚫ 画素座標系：撮像面上（画像上）で特定の点が写った位置を示すための，画素 (pixel)単位の2次元座標系．

通常，画像の中心ないしは左上隅を原点とする（図- 4）． 

⚫ 投影：カメラによる撮影により，3次元の実世界を，2次元の画像に変換すること．幾何学的には，世界座

標からカメラ座標を経て画素座標に至る，座標変換である． 

⚫ カメラモデル：実際のカメラによる投影を模擬するための数学モデル．この変換は理想的なピンホールカ

メラでは線形であるが，実際のカメラでは，歪みがあるため非線形である．このモデルはいくつかのパラ

メータ（画面距離，主点の画素座標，歪みに関する係数など）を持ち，内部パラメータと呼ばれる．内部

パラメータは通常，1回の飛行中には一定として扱う． 

⚫ カメラパラメータ：カメラ固有の内部パラメータ（カメラモデルのパラメータ）および外部パラメータ（各

画像の撮影位置と撮影の向き）を合わせた呼称． 

⚫ SfM：重なりのある多数の画像から，カメラパラメータを推定する解析技術．各画像における特徴点の抽

出，各特徴点の特徴量の評価，特徴量が似た特徴点の画像間での対応付け（マッチング），対応付けられ

た点の3次元座標とカメラパラメータの同時推定，の各ステップからなる． 

⚫ MVS：重なりのある多数の画像とカメラパラメータから，多点の3次元座標を推定（高密度な3次元点群を

生成）する解析技術．座標が推定される点の密度はSfMより大きい． 

⚫ タイポイント：SfMにおいて，複数の画像間で対応付けられ，3次元座標が推定される特徴点． 

⚫ 疎な点群：SfMの副生成物として得られる，タイポイントの集合． 

⚫ 密な点群：MVSにおいて，複数の画像間で対応付けられ，座標が推定された点の集合． 

⚫ 再投影誤差：SfMで推定されたカメラパラメータに基づき，同じくSfMで生成されたタイポイントをその

3次元座標推定に使われた画像に投影した位置（画素座標）と，元のタイポイントの位置との距離．単位

は画素．疎な点群に関する再投影誤差のRMS（2乗平均平方根）は，カメラパラメータと疎な点群に関す

る幾何学的矛盾の度合いを示す． 

⚫ 標定点：画像上で特定でき，世界座標を精密に実測した点であり，画素座標・世界座標が既知の点として

解析に用いる点．通常は現地に置いた対空標識の中心に定義する．用途は，推定した撮影位置や3次元点

群に世界座標を与える（ジオリファレンス），カメラパラメータの調整（バンドル調整）に動員する，の2

種類ある．用途によって，必要数や望ましい配置が異なる． 

⚫ 検証点：画像上で特定でき，世界座標を精密に実測した点であり，UAV写真測量の精度検証に用いる点． 

⚫ 対空標識：画像上で特定できる点（標定点や検証点）を作るために，現地に設置する板状の標識． 

⚫ 地上画素寸法：地上高さでの1画素の大きさ．主にUAVの対地高度，カメラの画角，解像度で決まる． 

⚫ 最終成果物（本稿での用法）：最終的に成果物として利用・提出するデータ．1つとは限らない．密な点群, 
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DEM, オルソ画像, メッシュなど． 

⚫ 誤差（本稿での用法）：推定値と実測値または真値との差，または差の絶対値・ノルム． 

⚫ 精度（本稿での用法）：誤差の平均的な小ささ．例えば誤差のRMSが小さいほど精度が良いと表現する．

誤差のバラつきの小ささという意味では用いない． 

⚫ 視野（本稿での用法）：写真に写る地表面の範囲．ほぼ長方形． 

⚫ 最大視野幅（本稿での用法）：法律上許される最大高度から撮影したときの，視野の長辺． 

 

 

図- 3. カメラ座標系のイメージ図．投影中心から光軸方向（カメラの正面，画像の奥行方向）にZ軸を設け，

画像の右向きにX軸，下向きにY軸を設ける．カメラ座標系と世界座標系では原点の位置，軸の向きが異な

る． 

 

 

図- 4. 画素座標系のイメージ図．特徴点など任意の点の画像上の位置を，画素単位の2次元座標で表す．主点

は，図- 3のように光軸と撮像面との交点であり，現実のカメラでは，画像中心と一致しない．主点の画素座

標も，内部パラメータに含まれる．  

XC

YC

X

Z

Y

カメラ座標系

世界座標系
ZC 主点
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1. UAV 写真測量による河床形状把握 

1-1. SfM によるカメラパラメータの推定 

 本章では，UAV 写真測量において，画像と少数の標定点のみから，無数の点の座標がほぼ自動的に推

定される仕組みを述べる．（標定点をバンドル調整に用いる場合の）大まかな作業フローを図- 5 に示す． 

 

図- 5. 標定点をバンドル調整に用いる場合の，UAV写真測量の作業フロー．各ステップの図はイメージ図で

あり，特徴点やマッチングの数は，実際は遥かに多い． 

 

現地作業である標定点の設置・測量，小型 UAV による空撮（図- 5 の①②）の後，解析の最初のステッ

プは，SfM と呼ばれる処理（図- 5 の③④⑤）によって，ほぼ画像のみからカメラパラメータを推定する

ことである．「ほぼ」と書いたのは，画像の他に，飛行前後のカメラキャリブレーションによって得た内

① 標定点の設置・測量 ② 小型UAVによる空撮

③ 特徴点の抽出・特徴量の計算④ 特徴点の画像間マッチング

⑧ DEM・ｵﾙｿ画像・ﾒｯｼｭ等作成

⑤ カメラパラメータの推定

⑦ MVS （密な点群の生成）

⑥ ﾊﾞﾝﾄﾞﾙ調整 （ｶﾒﾗﾊﾟﾗﾒｰﾀの最適化）

Sf
M
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部パラメータや，UAV 搭載の GNSS, IMU による各画像の外部パラメータの測定値も，原理的には利用出

来るためである．しかし実際には，本稿で扱う安価・簡便な UAV 写真測量の場合，前者はせいぜい初期

値としてしか利用できず，後者に関しては UAV の測位に m 級の誤差があるので，利用しない方がよいこ

とも多い． 

SfM は，PhotoScan では「写真のアラインメント」と，その直後に標定点を用いずに行う「カメラの最

適化」というコマンドに相当する．SfM では，はじめに各画像から何百・何千の特徴点（同定しやすい特

徴のある点）を抽出し，各特徴点について，それを特徴づける変量である特徴量を計算する（図- 5 の③）．

特徴量としては，単純な RGB 値ではなく，照明の変化や回転に対して変化が小さいように設計されたも

のが使われる．特徴点は特定の 1 画素に対応するわけではなく，その画素座標は 1 画素より小さな刻み

で定義されるほか，大きさも様々である．次に，重なりのある複数の画像間で，特徴点のマッチング，つ

まり特徴量が似ている特徴点を対応付ける作業を行う（図- 5 の④，図- 6）．この画像間の対応，つまり，

「この画像でここに写った特徴点がこの画像ではここに写った」ということは，その特徴点の 3 次元座

標とカメラパラメータに関する幾何学的な拘束条件となる．言い換えると，画像間の特徴点の対応が見

つかるごとに，各画像の撮影の位置・向き，内部パラメータ，および対応付けられた特徴点（タイポイン

ト）の 3 次元座標を関連付ける方程式が出来る．多数の対応付けが行われると，これらに関する連立方程

式を解くことにより，カメラパラメータが求まるというイメージである．実際には，方程式の数の方が未

知数の数より多くなるので，連立方程式を出来るだけ満たすような解を，最適化（疎な点群に関する再投

影誤差の RMS の最小化）により求める（図- 5 の⑤；図- 7）．同時にタイポイントの 3 次元座標も求まり，

タイポイントの集合は疎な点群を構成する． 

実際には，誤った対応付けの影響を抑える工夫，最適化において局所解に陥ることを回避する工夫な

ど，カメラパラメータの推定精度を上げるための工夫が各所に入っていて，商用ソフトの場合は企業秘

密も多いだろうが，大まかには PhotoScan などに実装されている SfM は上記のような処理である．これ

だけでも知っていると，次のような問題点が自ずと理解できる． 

 

1. 傷・汚れ・色ムラのないコンクリート面など，のっぺりと一様に写る部分では特徴点を検出しにく

い．また，風がある日の植生や波のある水面下の河床などは，撮影の瞬間によって見える位置や見た

目が変わるため，画像間での特徴点の対応付けが成功しにくい．従って，視野全体がそのような部分

で覆われた画像については，外部パラメータを正確に推定できない． 

2. SfMの成否は，各画像が他の画像に対してどのような位置・向きにあり，どれほどの数・精度・信頼

性のタイポイントで結ばれるかにかかっている．後者は，対象領域各部の見た目，動き，撮影の高度

などに複雑に依存している．対象領域の広範囲に模様を塗ったり，風を止めたりは出来ない以上，

UAV写真測量にはどうしても「賭け」の要素が付きまとう．経験豊富なら確実に出来るという類の技

術ではない． 
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図- 6. 4画像間の特徴点のマッチングのイメージ図． 

実際には非常に多くの対応付けが行われる． 

 

 

図- 7. SfMの直後のPhotoScanの画面例． 

推定されたカメラパラメータと疎な点群が表示されている． 

 

1-2. 標定点を用いたジオリファレンス・バンドル調整 

 SfM の次のステップが，標定点を用いたジオリファレンス，そしてオプションとしてのバンドル調整

（図- 5 の⑥；PhotoScan では「カメラの最適化」コマンド）である．標定点を用いたバンドル調整を SfM

に含めることもあるが，本稿では説明の便宜上，独立したステップとみなした．なお，標定点をジオリフ

ァレンスやバンドル調整に用いる前に，画素座標を同定（PhotoScan では「マーカーの検出」コマンド）

し，精密に実測した世界座標と対応付けておく必要がある（この際，検証点についても同様に準備してお

くと効率的）． 

前節の SfM の段階では，上述のように，入力として「ほぼ」画像しか使用していない．画像では原理

的に角度（正面からの角度）は測れるが，大きさは測れないから，SfM で得られる撮影位置の 3 次元座標

や，対応付けられた特徴点（タイポイント）の 3 次元座標は，スケールについて不定である．また座標軸

推定された
カメラの座標・向き
（外部パラメータ）

ｷｬﾘﾌﾞﾚｰｼｮﾝ結果
（内部パラメータ）

座標が推定された（疎な）点群
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の向きも，いずれかのカメラのカメラ座標系のものを使っているなど，絶対的なものではない．測量の用

途では，この SfM の一時的な座標系を，世界座標系と対応付ける必要がある．これが，ジオリファレン

スである． 

ジオリファレンスは，3 次元の座標変換であり，原点の移動，軸の回転，スケール調整の計 7 自由度を

持つ．1 点の標定点で，XYZ 座標に関する方程式が各 1 つ得られるから，最小で 3 点あれば，ジオリフ

ァレンスに必要な 7 パラメータを推定できる．実際には，誤差の低減のためにより多くの標定点を用い

るが，それほど多くは必要ないし，無理して対象領域の内部に置く必要もない．むしろ，対象領域の中央

部よりは端の方に配置する方が，標定点の世界座標の測量誤差や，標定点の画素座標の推定（検出）誤差

に対して頑健である（神野ら, 2017, 日本写真測量学会）． 

 しかし標定点には，オプションとしてもう 1 つの用途がある．バンドル調整というカメラパラメータ

の最適化に動員し，カメラパラメータの推定精度の向上に役立てるというものである．バンドル調整は，

標定点を用いない場合は，前節で述べた連立方程式を出来るだけ満たすようにカメラパラメータを求め

るが，標定点を用いる場合には，連立方程式を出来るだけ満たし，かつ標定点の世界座標の推定値が実測

値と出来るだけ一致するようなカメラパラメータを求める．より具体的に，PhotoScan の「カメラの最適

化」コマンドにおける最小化対象（目的関数）は，疎な点群（タイポイントの集合）と標定点に関する再

投影誤差の RMS と，標定点の世界座標に関する推定誤差の RMS を，何らかの重みで重みづけして足し

たものである． 

標定点を動員したバンドル調整を行えば，ジオリファレンスでは取り除くことの出来ない，非線形の系

統誤差（例：ドーム状変形，以下参照 https://ameblo.jp/rs-algorithm-designer/entry-12278678615.html）を軽減

できる可能性がある．PhotoScan でも，これを行うことが推奨されている．しかしカメラパラメータは，

外部パラメータだけでも画像数×6 ほどあり，例えば画像数が 200 枚なら約 1200 もある．その推定に標

定点を用いるとなると，妥当な結果を得るためには，標定点はジオリファレンスのみに用いる場合より，

（どのくらいかは事前には判断しにくいが）かなり多く必要であることがわかる．また，標定点が直接影

響を与えられる外部パラメータは，標定点を写した画像のそれであることから想像できるように，標定

点を対象領域内にできるだけ均等に分布させることが，精度上望ましいとされている． 

 以上のように，標定点をジオリファレンスのみに用いるのか，バンドル調整に動員するのかによって，

必要な数や望ましい配置が全く異なる．一般には，対象領域がカメラの視野と比べてあまり大きくなく，

斜め撮影を取り入れていて，さらにマッチングが成功している場合（目安として，生成された疎な点群の

数が多く，マッチングされた画像枚数が平均的に多く，再投影誤差の RMS が小さい場合），ジオリファ

レンスに用いるだけで十分となりやすいと考えられる．ただしマッチングの結果によるわけであるから，

事前の判断は難しい． 

 

1-3. MVS による無数の点の三角測量 

 SfM における画像間の特徴点の対応付けでは，カメラパラメータが未知のため，画像 1 上の特徴点が，

画像 2 上のどのあたりの特徴点と対応する可能性があるか，分からなかった．しかし，カメラパラメータ

が既知となった今，「画像 1 のこの画素は，画像 2 ではこの線（エピポーラ線）上に写るはずだ」という

探索範囲の絞り込みが出来るため，より高密度な画像間の対応付けが可能となる．MVS は，この高密度

な対応付けを行い，複数の画像上で対応付けられた点の 3 次元座標を，三角測量の原理で推定する処理
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である（図- 5 の⑦）．PhotoScan では「高密度(Dense)クラウド構築」というコマンドに相当する．SfM 同

様，自動的なマッチングには誤りも多分に含まれ，誤った点はアウトライア（周囲から外れた点）となる

ため，MVS にはそれらを除外する工夫も組み込まれている． 

 MVS にも様々なアルゴリズムがあり，商用ソフト PhotoScan でもどのようなアルゴリズムが使われて

いるか不明であるが，これだけ理解すれば，次のような注意点が導ける． 

 

1. 前段階でのカメラパラメータの推定が成功しない（疎な点群に関する再投影誤差のRMSや標定点の

座標の推定誤差（残差）が大きい）と，MVSにおける画像間の対応付けも上手くいかない． 

2. カメラパラメータの推定誤差に起因する系統誤差，例えばドーム状変形などは，SfMで得られる疎な

点群から，MVSで得られる密な点群に，そのまま引き継がれる．MVSに入る前に，カメラパラメー

タの推定精度をチェックしておいた方が良い． 

 

2 について，カメラパラメータの真値はわからないので，検証点を使って間接的にチェックするしかな

い．検証点は本来，最終成果物の精度検証に用いるべきである．しかし，一般に MVS の処理には多大な

時間を要する．従って，SfM と（行う場合）標定点を用いたバンドル調整が終わった段階で，検証点を用

いて精度を確認し，精度が不十分な場合には解析の設定を見直すことが，業務上許されるならば（最終成

果物の精度検証の客観性が多少損なわれるという問題があるが）現実的には有益であろう．この精度確

認において，各検証点に関する誤差とは，複数の画像上で同定された検証点の画素座標を用いて三角測

量の原理で推定した世界座標と，実測された検証点の世界座標について，2 つの座標が表す点間の距離で

ある．図- 8 に示すように，この段階での検証点の世界座標の推定精度についても，影響する要因，つま

り精度が悪い場合に見直すべき条件はかなり多い． 

 

1-4. 最終成果物の作成・検証 

 MVS で得られた密な点群の用途は，目的次第で多様である．点群がそのまま最終成果物となることも

あれば，その後，DEM（デジタル標高モデル；植生等に関しては表面高を捉えているので，それを意識

する場合は DSM：デジタル表面高モデルと呼ばれる）と呼ばれる標高のラスタに変換したり，さらに DEM

を用いてオルソ画像を作ったり（図- 5 の⑧），あるいは点群をメッシュ化してテクスチャを貼りつけ，3D

モデルとして利用したりすることもある． 

最終成果物については，検証点を用いて精度検証を行うのが一般的である．例えば，DEM が最終成果

物である場合，検証点で実測した水平世界座標（例：緯度・経度）の点を含む DEM の画素を特定し，そ

の画素の標高と，その検証点で実測した標高を比較して，その差を誤差と定義して，その統計量（平均・

標準偏差・RMS など）を評価するのが合理的である．オルソ画像が最終成果物なら，例えばオルソ画像

上での検証点が写っている点の水平世界座標と，検証点で実測した水平世界座標を比較して，2 つの座標

が表す点間の距離を誤差と定義し，その統計量を評価する．こうした精度検証作業には GIS が活用され

ることも多い． 
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図- 8. 標定点をバンドル調整に動員してPhotoScanで解析を行い，バンドル調整終了時に検証点を用いて精度

確認を行う際の，検証点の推定精度への影響要因．ただし現状では，全ての関係を描けてはいない．解析の設

定のように解析段階で見直せる要因と，標定点群の数と配置のように見直しに再調査を要する要因，さらには

対象領域の形状やテクスチャのように，変えられない要因もある． 

 

1-5. 河川に適用する際の注意点 

河川と言っても，例えば次のような場所は，UAV 写真測量の対象領域として適さない． 

1. アクセシビリティや上空視界の影響で，標定点を，対象領域（関心のある区間の，堤防から堤防まで

の領域）に全く置けない場所．対象領域を周辺（堤防の外側の堤内地）まで広げ，その周辺部に標定

点を置けるならば，堤防からある程度内側までは測量出来なくもないが，簡便さは損なわれるので，

本稿では河川についてはこの戦略は扱わない． 

2. 標定点を河道内に置けず，両岸堤防上にしか置けない場所で，水面幅が最大視野幅以上の場所，また

は河道の幅（堤防と堤防の間の距離）が最大視野幅と比べて非常に大きい（例：10倍）場所．対象領

域の一部が標定点と大きく離れ，ドーム状変形などの非線形系統誤差が顕著になりやすい． 

3. 植生が高密度で高く，表面を測っても地形の概略もわからず，地形測量という目的を達せられない場

所． 

4. 冠水部の地形も測ろうとする場合，濁りや水深が大きいために，または植生によって，水底が見えな

い部分．水底の測量が出来るためには，図- 9の底面反射光が卓越している必要がある． 

画像群
⚫ 解像度
⚫ 品質（鮮鋭さなど）
⚫ 数・撮影位置・向き

対象領域
⚫ 形状
⚫ テクスチャ
⚫ 動き
⚫ 照明条件

標定点群
⚫ 数・配置
⚫ 世界座標の測量精度

重なりのある画像の
各組に関する

マッチングの成功数・精度

カメラモデル
⚫ 成立性
⚫ 推定する内部パラメータの種類

対空標識
（標定点・検証点）

の画像座標の
同定精度

アラインメント結果

⚫ 疎な点群の点数・分布（各画
像に関するタイポイントの数）

⚫ 疎な点群の再投影精度
⚫ カメラパラメータの推定値

アラインメントの
「品質」設定

バンドル調整の
目的関数

カメラパラメータ
の推定精度

検証点の
世界座標の
推定精度

疎な点群の画像座標と
標定点の画像座標
・世界座標に関する

精度の設定
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図- 9. 冠水部におけるUAV搭載カメラに写る可視光の成分．冠水部の河床（水底）上の特徴点の検出・画像間

マッチングが成功するためには，底面反射光（の空間変動のうち，水底のテクスチャによるもの）が，他の成

分に対して卓越している必要がある．水が濁るほど，また水深が深くなるほど，底面反射光は減衰して弱く，

水中散乱光は強く，UAVから見た水底の像は不鮮明になる．水面反射光は，波の影響で空間変動も大きく，浅

部でも時に障害となる．大気散乱光は，目立った霞がなければ，150 m以下の高度では問題になりにくい． 

 

1-6. 標定点・検証点への対空標識の設置 

標定点は多いに越したことはないとは言え，対空標識の設置は，最も骨の折れる現地作業である．精度

が確保できるならば，最低限の数を置きやすいところに置いて済ませたいものであるが，その判断は難

しい．次のような点に注意が必要である． 

 

1. 対空標識は，黒地に白丸（図- 5①）などの自動検出できる対空標識を用いて，解析時に自動検出させ

た方が，目視で判読するよりも，時間の節約にもなるし，中心位置の検出精度も優れている．地理院

マニュアル案に記載のない注意点として，太陽直達光の鏡面反射によって，画像上で中心位置が検出

しにくくなることを防ぐため，日照のあるときには出来るだけ光沢のない素材のものを用いること

が望ましい． 

2. 標定点とする対空標識は，上方視界の確保のために，杭などで地面から浮かせても構わない．周りの

地形と連続している必要はない． 

3. 標定点の望ましい配置や必要数は，その用途によって全く異なるが，(2)を選んで良いのか自体，SfM

の結果に依存するため，事前の判断は難しい．そのため，通常は(1)の用途で用いることを想定して

標定点を配置するべきであると考えられる． 

(1) 標定点をバンドル調整に動員する場合（カメラパラメータの推定にも用いる場合）： 

1 堤防に加え，河道内にもできるだけ均等に置いた方が良いが（図- 10），河道内の植生や冠水

部の存在により，一般にそれは難しい（図- 11）．堤防上（法尻～天端）に置くのが現実的で

あり，河道の幅が200 m程度ならば，それでも精度が確保できる．標定点を両岸堤防上に計

4点置くだけでも，配置によっては高精度が得られるが，安定した精度を得るにはより多く

太陽直達光
・天空光

水面

水底

L = L底面 + L水中 + L水面 + L大気

カメラに写る
可視光の強さ
（放射輝度）

水深

大気散乱

底面反射

水中散乱

水面反射

≒
0
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の標定点を置くことが望ましい（志賀ら, 2018；図- 12）．両岸に計6点置く場合のイメージ

を図- 13に示す． 

2 標定点は，堤防の天端と法尻を組み合わせるなどして，できるだけ同一平面上に乗らないよ

うに設置する．原理的に，標定点が完全に同一平面上にあると，内部パラメータの一部が不

定となるためである．高低差をつけることは必要であるが，同一平面上に載っていては意味

がない． 

3 対象領域が平坦で，標定点間の高低差を確保しにくい場合には，三脚・ポールなどの上に対

空標識を設置して整準・求心すれば，地面に直接置いた対空標識との間に1.5 m程度の高低

差を確保することは可能であろう． 

 

 

図-10. 約200 m四方の領域を対象に，精度0.10 m以

内を目指す場合の，地理院マニュアル案に基づく

標定点配置．標定点は外周と内部の計9点必要． 

 

図- 11. 対象領域が河川の場合，標定点を内部に置

くことは，植生や流水により，難しいことが多い．

堤防上（法尻～天端）に置くのが現実的． 

 

対象領域

標定点

対象領域

標定点標定点

堤防

流水

植生

堤防
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図- 12. 佐波川での現地実験（志賀ら, 2018）における，標定点の配置と精度の例．計8点の候補から4点を選

ぶ計70通りの標定点配置の中の2例である．この研究から，標定点を堤防上に置くだけでも高精度が得られる

こともあるが，両岸計4点では精度が不安定であるとともに特徴づけが難しく，少なくとも両岸計5点置くべ

きであると結論されている． 

 

 

図- 13. 標定点をバンドル調整に動員する場合の

標定点の配置例．図示はできないが，各岸の3点

は，一部を天端，一部を法尻に置くなどして高低

差をつけるべきである． 

 

図-14. 標定点をジオリファレンスのみに用いる場

合の標定点の配置例．4隅に数 mだけ離して複数

点を置いている．左図の置き方に比べて，対空標

識の監視などが楽になる場合がある． 
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(2) 標定点を点群・モデルのジオリファレンスのみに用いる場合（世界座標を与えるためだけに用い

る場合）： 

1 対象領域の中央部よりは端の方に配置する方が，どちらかと言えば，標定点の世界座標の測

量誤差や，標定点の画素座標の推定（検出）誤差に対して頑健である（神野ら, 2017, 日本

写真測量学会）．個々の配置案について，これらの誤差に対するジオリファレンスの頑健性

を，事前にシミュレートすることも出来る．単純化した目安としては，標定点を結んで出来

る多角形の面積が大きくなるように配置する． 

2 対象領域がほぼ四角形の場合には，4隅に配置するのでもよい．4隅に1点ずつでは，各標定

点の画素座標の同定誤差や世界座標の測量誤差の影響が大きいので，4隅に数 m程度の間隔

で複数点置く（図- 14）方がよい． 

3 ただし，ドーム状変形などの系統誤差が顕著な場合には，4隅に合わせたジオリファレンス

が全体に合わないので，この方法はベストではない．この場合は図- 13のような置き方が相

対的には良いが，そもそも系統誤差を解消しなければ，河道内について妥当な結果は得られ

ない． 

4 この用途では標定点に高低差をつける必要はない． 

 

1-7. 撮影 

撮影の高度が適切か，オーバーラップ率が十分かどうかに加え，撮影の日時の選択や方法は，精度に決

定的な影響を与える．次のような点に注意が必要である． 

 

1. 撮影日時は，天候・水位・濁りを考慮して選ぶ． 

(ア) 風は百害あって一利なしであり，出来るだけ弱い方が良い．UAVが問題なく飛べる風速でも，植

生が風に揺れること，水面が風で波立つことが，画像間の特徴点のマッチングを阻害し，カメラ

パラメータの推定精度を低下させるため，その他のエリアの測量精度にも悪影響を及ぼす．理想

的には，植生の動きが，地上画素寸法未満であるような無風のタイミングがよい．それは無理だ

としても，風速2 m/s未満の時を選ぶべきであろう． 

(イ) 風波などによる水面の動きは，水面の鉛直方向の変位および勾配を生じることで，水底の見かけ

の点を動かす，水底の像を歪ませる，後述のsun glintや波模様，コースティクスを生む，という

点で，水底の特徴点の抽出と，画像間の特徴点のマッチングを阻害する．河川の場合，湖沼・海

と違って水面の動きには流れによるものも大きいが，風波も重要な要因であり，小さいに越した

ことはない． 

(ウ) 干出部のみを対象として，干出部が主に表面に光沢のないもの（自然の土砂，礫，多くの植生な

ど）で覆われている場合には，日射量が大きい時，つまり日照のある晴天で，太陽高度の高い時

間帯が有利である．日射量が大きいほど，地表面からカメラへの反射光も大きいため，露光時間

を短く設定してブレを防ぎ，ISO感度を小さく設定してノイズを抑制できるためである． 

(エ) 冠水部（の水底）も対象とする場合には，干出部については「日照のある晴天で，太陽高度の高

い時間帯」が有利であるが，冠水部についてはそうは言えない．太陽位置・画角・水面状態にも

よるが，太陽直達光の水面反射により，画像の一部がキラキラ光る（sun glint；図- 15）現象と，
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波による水面入射光の収束によって底面上を動く光の縞模様（コースティクス；wave caustics；

図- 15）が顕著になる現象があり，ともに水底を見えにくくする，難しく言えば底面反射光（図

- 9）の優位性を損なうためである． 

(オ) sun glintが高密度に発生した部分では水底が十分に見えず，水底の特徴点の検出と画像間マッチ

ングが成功しなくなる．マッチングを阻害するレベルのsun glintは，太陽の鏡面反射像が画像内

に写るような太陽高度（水面を水平面，カメラの向きを鉛直下向きと仮定して， 

太陽高度[度] ＞ 90 － カメラの画角[度]／2 

が成り立つ太陽高度）のときはもちろん，太陽高度がそれより 20 度も小さい条件でも，水面の

状況によっては画像の片隅に発生する．sun glint を完全に排除しようとすると，日本では撮影で

きる時間帯が相当に限られ，かつ水底を明るく写すために，ブレやノイズの大きい設定で撮るこ

とになって，晴天の利を活かせない．そのため，現実的には画像の片隅が sun glint で使えなくな

ることは覚悟の上で，次のような対策を講じることが望ましいと考えられる．偏光フィルタにつ

いては，UAV 写真測量ではカメラの光軸と水面とほぼ垂直なため効果が限定的であり，画像が

暗くなるデメリットもあるため，ここでは触れていない． 

① 太陽高度が上の不等式を満たす角度より10度以上低い，つまり 

太陽高度[度] ＜ 80 － カメラの画角[度]／2 

のタイミングを選ぶ．この条件では，sun glint を完全に排除できなくとも，高密度な sun glint

が画像の広範囲に及ぶ事態は避けやすい． 

② 太陽の像が画像の長辺の外側中央に来るように，カメラの姿勢を調整する（図- 19）．ただし

これは飛行コースの向きにも影響するため，慎重を要する． 

③ カメラを太陽と反対向きに少し（10度以内）傾けて撮影する． 

④ 冠水部のオーバーラップ率を陸上より高めに設定する（例：画像横方向のオーバーラップ率

を，陸上について80%と計画しているならば，85%とする）．極端な例として，例え画像の右

半分がsun glintで使い物にならなくても，画像横方向のオーバーラップ率を2倍にすれば，実

質的に計画通りのオーバーラップ率を確保できる（基線長が短くなるという意味では不利

であるが）． 

⑤ 画像内の予想外に広い領域がsun glintで覆われた際には，冠水部の追加撮影を行い，実質的

なオーバーラップ率が計画と同等になるようにする．追加撮影では，sun glintの影響を避け

るべく，カメラの向きや長辺・短辺の方向も見直す． 

⑥ 効率を犠牲にできる場合は，水面反射軽減技術（Partama et al.，2018）を用いた撮影を行う．

sun glintを避けるために，太陽高度が低い時間帯（画角から考えて，太陽の像が画像内に写

らない時間帯）を選ぶという作戦もあり得るが，水底を明るく写すために，ブレやノイズの

大きい設定で撮らなければならないという問題がある． 

(カ) コースティクス（図- 15）は日照がないときにも発生する．コースティクスが顕著になる条件は，

現在検討中であるが，水深約10 mまでは問題になり得る(Agrafiotis et al., 2018)．水面反射軽減技

術ではコースティクスも軽減可能である（図- 20）． 

(キ) 太陽以外の，雲や青空から来る光（天空光）も，もちろん水面で一部反射され，水底上の特徴点

の検出と画像間マッチングに悪影響を与える．日照がないときは，天空光が無視できない光源に
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なり，底面反射光（図- 9）が弱いこともあって，日照があるときより天空光の水面反射の影響が

強くなる．水面反射によって，波模様（図- 16；本稿では，波による水面勾配によって，水面に

映る天空上の位置と，わずかながらその反射率が変化するために生じるパターンを指す；UAV

の高度からではコースティクスとの識別が難しいことも多い）が顕著になることもあれば，天空

に雲と青空が混在するときは，特に底面反射の弱い深い部分では雲の形状が判読できる程に，そ

の分布が水面に映し出されることもある（図- 17）．点光源に近い太陽と違い，天空は半球状の

光源であるので，天空光の水面反射の影響は画像全体に現れる（図- 16）．波模様や雲・青空の映

り込みについては原理的に，天球のうち反射され得る領域（画角と水面状態にもよるが，地平近

くを除いた領域）全体の色（専門的には分光放射輝度分布）が一様であるほど目立たないと考え

られ，実際に空全体が雲に覆われている曇天で，波模様や雲の映り込みが目立たず，水底が明瞭

に見えることもある（図- 18）．要は，水面で反射される光が一様であれば，全体が少し白っぽく

なるだけで，水底の特徴点の抽出・画像間マッチングの致命的な障害にはならないということで

ある．日照がない場合，空の広い範囲に色ムラがないような曇天が，理想的な条件と言えよう． 

(ク) 水位が低く，河道の中に干出部が多い時の方が，精度上有利である．一般に，干出部の方が冠水

部より精度が期待できるためである．また水位が低い時は，水面の動きや水の濁りも小さいこと

が多く，その意味でも有利である． 

(ケ) 冠水部も対象とする場合には，水が透明である方が，底面反射光（図- 9）が優位になるため，一

定の精度内で測定できる最大水深が向上する．測定できる最大水深は大きな関心事であるが，厳

密には，水質に依存する水の固有光学特性（吸収係数・散乱係数・散乱位相関数など），照明条

件，水面状態（波などによる水面の動きの大小），底面のテクスチャ（礫などの分布にもよる），

カメラの感度に依存するため，透視度や濁度だけで条件付けることは出来ない．ただし，透明度

より深いところは測れないということは間違いないだろう． 

(コ) 風や水面状態は時々刻々変化する．撮影が成功したと言えるかどうかは解析するまでわからな

いので，撮影当日は，時間の許す限り，対象領域を繰り返し撮るのがよい（帰ってから後悔しに

くい）．少しずつコースをずらしながら数フライト撮影し，後で画像をまとめて解析することで，

実質的なオーバーラップ率を上げることも出来る．ただし，太陽位置の変化に伴う影の移動や，

平均水位の時間変化には注意を要する．例えば，水位が波高以上に異なる画像群をまとめて解析

することは，適切でないと考えられる． 

(サ) 地理院マニュアルにも「外側標定点を結ぶ範囲のさらに外側に，少なくとも1枚以上の空中写真

が撮影されるよう，撮影計画を立案する」と記載があるように，対象領域の外側までUAVを飛ば

して撮影することが望ましい．例えば標定点が対象領域の内側からしか撮られていないと，その

画素座標・3次元座標の推定精度が低下するため，標定点の効力が低下する．ただし，対象領域

のごく一部しか写らないほど外側からも撮るべきかと考えると，同じ時間があるなら対象領域

内を追加撮影した方が有意義かもしれない． 
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図-15. 日照のある時に，上空30 mから撮影した画像の例（水面のみしか写っておらず，写真測量には不

適）．画像の右上部分にsun glintが見られる．また画像の上半分の浅部では，コースティクスが目立つ． 

 

 

図-16. 日照がない時に，上空30 mから撮影した画像の例．画像全体に波模様が見える．この波模様で，画像全

体のマッチングが悪影響を受ける．これは水面反射軽減技術で除去可能（図- 20）である． 
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図-17. 日照がない時に，上空30 mから撮影した画像の例．底面反射光の弱い，水深の比較的深い部分で，青

空と雲の分布が水面に映り込んでいる．これは水面反射軽減技術でも十分に除去できない． 

 

 

図- 18. 空全体が雲に覆われている曇天時に，上空30 mから撮影した画像の例．水面反射が目立たない． 
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図- 19. sun glintを避けるようなカメラの姿勢調整のイメージ図．緑枠の視野だと，画像の右上部分に顕

著なsun glintが写るが，太陽の像が長辺の外側中央に来るようにカメラの姿勢を調整して，視野を青枠

のようにすると，画像内で顕著なsun glintが生じる領域を低減できる． 

 

 

図- 20. 水面反射軽減技術による水面反射・コースティクスの低減効果．ただし動画撮影が必要のた

め，撮影効率は大幅に落ちる．より高解像度のものは，神野ら（2017, 土木学会全国大会）を参照． 

太陽の像

元の動画の１フレーム（通常の写真撮影に相当） 最小輝度値画像（本技術で合成された画像）

秋穂湾・晴れ

秋穂湾・晴れ

佐波川・曇り
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2. 航空写真測量では，オーバーラップ率（重複率；重複度）を，同一コース上の（進行方向の）ものと，

隣接コース間のものに分けて表現・計画する．しかし，UAV写真測量で本質的なのは，コースではな

く，画像の長辺方向のオーバーラップ率と，短辺方向のオーバーラップ率である．ターンによる時間

のロスを考慮すると，進行方向（コース方向）と画像の短辺が平行になるように撮影するのが有利と

思われるが，目的の長辺方向・短辺方向オーバーラップ率を達成できるならば，両者が直交する撮り

方でもよい． 

3. 鉛直下向きの平行撮影のみならず，斜め撮影を含める． 

(ア) 撮影の向きに多様性を持たせることで，歪みパラメータなどの推定精度が向上し，ドーム状変形

を抑制できるとされている（例えば，James and Robson, 2014）． 

(イ) 原理的に，完全な平行撮影では，SfMにおいて，画像のみからは画面距離が求まらない（PhotoScan

では「写真のアラインメント」で，画面距離fが求まらない）． 

(ウ) 一方，撮影の向きが大きく異なる画像間では，マッチングが難しくなる．特に立体的な地物は向

きによって見え方が大きく変わる．マッチングに障害が出ない程度の傾け方が良い．現在検討中

であるが， 5度傾けた画像を数枚含めるだけでも効果があることがわかっている． 

4. 画像の大半が水面であるような画像が生じないような十分な高度から撮る． 

(ア) 水面下の河床上の点のマッチングは，数・精度ともに，陸上の動かない点に劣る．理由は，水面

での光の反射・屈折，波による見かけの点の変動，水深による河床のテクスチャの不鮮明化など．

従って，水面が占める割合が多い画像（例：図- 15，図- 16，図- 17，図- 18），特に陸が画像の片

隅にしか写らない画像の外部パラメータは，推定精度が悪いと考えられる． 

(イ) もし，所要の解像度と画角から考えて，画像の大半が水面であるような画像の発生が避けられな

い場合には，両岸を視野に収めたような高高度の画像群を追加するのが有効であると考えられ

る． 

5. フォーカスの固定を忘れないようにする． 

(ア) フォーカスの制御にDJI GO 4やDJI GS Pro (Ground Station Pro)を用いる場合，無限遠と接写を間

違いやすいので注意(https://ameblo.jp/rs-algorithm-designer/entry-12332560978.html)． 

(イ) 一部の小型UAVについては，フォーカスの安定性を疑問視する声もある． 

 

1-8. 解析 

標定点の設置や撮影が適切でも，解析の方法を誤ると本来の精度が出ない．次の点に注意が必要であ

る． 

 

1. 解析は正しい手順で行う必要がある．PhotoScanについては，空中測量研究室の技術ノート

（https://ameblo.jp/rs-algorithm-designer/）に，ユーザーマニュアルや公式フォーラムなどの情報を元に，

正しいと考えられる解析手順（表- 1）の説明を掲載している（出発ページは「PhotoScanを極める 6. 

まずは教科書通りの手順を」）． 

 

https://ameblo.jp/rs-algorithm-designer/entry-12271708250.html
https://ameblo.jp/rs-algorithm-designer/entry-12271708250.html


20 

表- 1. PhotoScanの「教科書的」な解析手順． 

 

2. UAVによっては，画像のEXIFに格納される測位情報の，特に高度に大きな誤差がある．そのような

場合，EXIFに含まれる撮影位置の情報は，外部パラメータの測定値として用いない方がよい．

PhotoScanでは，「写真のアラインメント」の前に，「座標データ」ペインで，全画像のチェックを外

しておく（https://ameblo.jp/rs-algorithm-designer/entry-12271954403.html）．Phantomシリーズを使ってい

て，これをしていないために精度が得られないという問い合わせが多い． 

3. 標定点を3地点にしか置けない場合や，片岸堤防上にしか置けない場合は，そもそも精度は期待でき

ないが，このような場合はせめて，標定点をバンドル調整に用いるべきではなく，ジオリファレンス

のみに用いるべきである．限られたデータからグラフを外挿しなければならないとき，3次関数では

なくて直線を使うべきであるのと同様である． 

4. バンドル調整での最小化対象（目的関数）における，疎な点群（タイポイントの集合）の再投影誤差

と，標定点の世界座標に関する推定誤差の重みに関する設定（PhotoScanでは「座標設定」ダイアロ

グ，以下参照https://ameblo.jp/rs-algorithm-designer/entry-12279335582.html）は，あまり認知されていな

いが，結果に重大な影響を与える．標定点の世界座標に関する推定誤差（残差）が大きい場合には，

その重みが不足している可能性がある．ただし，目的関数の多峰性により，上記2種類の誤差のうち

片方の重みを増やしたとしても，その誤差が小さくなった解が得られるとは限らない．（普通は許さ

れないと思われるが）業務上許されるならば，検証点を「カンニング」して最適な設定を探した方が，

（最終成果物の精度検証の客観性は少し失われるが；どの程度かは検討を要する）得られる最終成果

物の精度は良くなる． 

5. 冠水部については，マッチングの精度が悪いため，SfM段階ではマスクすべきという考え方がある．

Step
段階
区分

内容
使用コマンド

（上段：英語GUI、下段：日本語GUI）
迷う重要設定項目

（日本語GUI）

1 PhotoScanの全体設定
Preferences (in Tools menu)

設定（「ツール」メニュー）

2 画像の読み込み
Add Photos
写真を追加

3 画像の鮮鋭さの確認
Estimate Image Quality

画像品質の概算値

4 Structure from Motion
Align Photos

写真をアラインメント
キーポイント制限
とタイポイント制限

5
カメラパラメータ・点群座標
の最適化（バンドル調整）

Optimize Cameras
カメラを最適化

最適化する内部
パラメータの選択

6 疎な点群のフィルタリング
Gradual Selection → Delete Selection

段階的選択 → 選択範囲を削除
削除する点を選ぶための

基準 と レベル

7
カメラパラメータ・点群座標
の最適化（バンドル調整）

Optimize Cameras
カメラを最適化

最適化する内部
パラメータの選択

8 マーカーの設置
Create Marker
マーカー作成

9 マーカーの実測座標の入力
None (in "Reference" pane)

なし (「座標データ」ペインの空欄に入力)

10
GCPの実測座標を用いた
ジオリファレンスの更新

Update (in Reference Pane)
更新（「座標データ」ペイン）

11
カメラ・マーカーの位置精度

に関する設定
Settings (in Reference Pane)
設定（「座標データ」ペイン）

12
カメラパラメータ・点群座標
の最適化（バンドル調整）

Optimize Cameras
カメラを最適化

最適化する内部
パラメータの選択

13 MVS Multi-View Stereo
Build Dense Cloud

高密度(Dense)クラウド構築
深度フィルタ

準備

SfM



21 

マスクすべきかどうかは，精度が悪いデータを捨てるべきか，それともないよりはましと考えて使う

か，という問題であり，画像に占める水面の割合，陸上でのマッチングの成功度合いなど画像・状況

によるため一概に言えない（やってみるしかない）．sun glintのある部分は，マスクして良いことはあ

っても，害はないと考えられる． 

6. 冠水部については，水面における屈折の影響で，河床が高く（水深が浅く）推定される．密な点群も

しくはDEMを作った後に，見かけの水深に補正係数を乗じるなどの方法で補正を行う必要がある．

点群の各点について，最適な補正係数は，その点の座標推定に用いられた画像の撮影位置や重みに依

存するが，これらは現在の一般的なソフトウェアでは知ることができないため，各点における補正係

数を幾何学的に求めることはできない．従って，冠水部の数点をRTK-GNSS等で測量して補正係数を

合わせ込むことが望ましい（神野ら, 2017, 河川技術論文集）が，神野ら（2018，河川技術論文集）

はそれが出来ない場合に用いるべき補正係数として，シミュレーションに基づく補正係数1.42を提案

している．神野ら（2018，河川技術論文集）は，5種類の高度水深比（30～120），5種類のオーバーラ

ップ率（30×50%～70×90%）についてシミュレーションを行ったが，いずれのケースでも，1.42は

適切な空間平均であった．ただし，現実にはSfMにおけるカメラパラメータの推定誤差によって，こ

の値が合わなくなる場合もある． 
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2. サーモグラフィ搭載 UAV による河川水温把握 

2-1. はじめに 

サーモグラフィカメラを搭載した UAV による河川水温観測は，島根県を流れる高津川にて 2018 年 8

月 7 日に実施した．河川での水温調査は設置記録型の水温計や採水時に同時に計測すること行われてい

るが，広範囲にわたり水温を計測することは作業量と安全面から観測できる場所が限られる．一方上空

から水温の計測が可能となれば，安全にかつ広範囲での調査が可能となる．そこで，本研究では小型 UAV

の Phantom 2 に小型のサーモグラフィカメラを取り付け，実証実験を行った． 

対象範囲は河口から約 12km 上流の高津川と支川の匹見川の合流地点より下流の範囲であり，岸際で湧水

が確認されている地点でもある（図- 21）．本研究ではこの湧水が確認されている地点を中心に，水温計

による直接観測と UAV+サーモグラフィカメラによる近接リモートセンシング手法を用いた間接観測に

より水温分布調査を行った． 

 

 

図- 21. 調査範囲 

 

 

2-2. 解析方法 

サーモグラフィカメラを搭載する UAV は DJI Phantom 2 とした．Phantom 2 は機体本体にはカメラ

が付いていないため，GoPro などのアクションカメラを取り付けるための専用のジンバルが用意さ

れている．本研究ではこのアクションカメラ用のジンバルを使用して，サーモグラフィカメラを取

り付けた（図- 22）．サーモグラフィカメラはアクションカメラと同サイズの Flir DUO R を使用し，

ジンバルに取り付けた（図- 22）．なお Flir DUO R の電源は UAV のバッテリーから給電される仕組

みとなっている．Flir DUO R はサーモグラフィカメラと可視光カメラを搭載したアクションカメラ

であり，両カメラによる画像を同時に取得することができる．なおサーモグラフィカメラの解像度

は 160*120pix，可視光カメラの解像度は 1,980*1,080pix である．この Flir DUO R には放射温度測定
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（ラジオメトリー*）機能が搭載されており，赤外画像の全てのピクセルに校正済みの温度計測値を

記録することができる． 

Flir Duo R の撮影設定についてはスマートフォンのアプリである FLIR UAS を使用する（図- 23）．

設定項目は撮影モード（可視画像，IR 画像，可視＋IR 画像），天候，湿度，気温，放射率等があり，

当日の状況から設定を行う．なお FLIR DUO-R とスマートフォンは Bluetooth により接続しており，

飛行後は距離が離れるため通信は切断される． 

また，使用した UAV の Phantom 2 は送信機に iPad などのタブレット端末を取り付け，画面を見な

がら飛行させる FPV（First Person View）ができないため，飛行は目視可能な範囲内限定の飛行とな

る．本研究では飛行高度が 40-50m になるように上昇させ，一定の速度で河川に平行に飛行させた．

なお，操縦補助者を操縦者とは異なる地点に配置し，他方向から UAV を視認し，リアルタイムの位

置を把握した． 

サーモグラフィカメラによる水温測定が実水温との誤差を含んでいるか検証するため，高津川本

川と匹見川合流付近から下流に沿って複数地点において水温計による直接観測を行った． 

 

*ラジオメトリー：対象に触れずに温度を計測する放射測定． 

 

 

 

 

図- 22. Phnantom 2に搭載したサーモグラフィカメラ 

（左：搭載した様子 右：FlIR Duo-R） 
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図- 23. スマートフォンアプリ FLIR UAS での設定画面 

（当日の天候，湿度，気温，放射率，シャッターのインターバルを設定） 

 

 

 

2-3. 結果 

Flir Duo R により得られた熱赤外画像は SfM ソフトである Agisoft PhotoScan professional (ver.1.4)を

使用してオルソ画像化を試みた．しかし，Flir DUO R で取得したサーモグラフィ画像の解像度は

160*120 pix と粗く，PhotoScan ではオルソ画像を作成することができなかった．そこで Flir から提供

されている，サーモグラフィ画像閲覧・処理ソフトである Flir Tools+のパノラマ合成機能を使用して

合成を行い，オルソ画像を作成した．パノラマ合成の結果を図- 24 に可視画像とともに示す．なおこ

の範囲は図- 21 にて赤枠で示した範囲である．Flir Tools+上では任意の点の水温を計測することがで

きるため直接観測を行った地点付近の水温を手動で抽出した．サーモ画像から河川中央部では 27.9

～28.7℃示しており，実測水温とも概ね一致している．岸側では 24.7～26.7℃を示しており，湧水を

確認した地点では 24.7℃であり，こちらも概ね一致している． 

直接観測による結果を図- 25 に示す．本川水温は 27.4～28.7℃であり，岸側では 20～23.1℃であっ

た．湧水地点では本川水温より 3～8℃低く，岸側で湧水があることが分かり，本川では水温が高く

ほぼ一定であり，また匹見川合流後も水温に大きな変化は見られない． 
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図- 24. Flir Tools+によるパノラマ合成図 

（左：サーモ画像，右：可視画像，図の上側が下流） 

 

 

図- 25. 直接観測による実水温（℃） 
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 図-26 には実測水温とサーモ画像（FLIR 水温）の相関図を示す．実測水温と FLIR による計測では

1～2℃程度の誤差があることが分かった．しかし，広域的な調査を行うのであれば，どのエリアで湧

水があるのか確認できるため，この誤差はそれほど大きな問題にはならないと考える．UAV の飛行

時間は 10 分程度で広域の湧水情報を得られるので，河川全域を対象にする場合には非常に有効な手

段である． 

 

 

図- 26. 実測水温と FLIR 観測による水温の相関図 

 

 

2-4. 河川に適用する際の注意点 

 サーモグラフィカメラを用いた観測の問題点として，カメラの解像度が低いこと，さらには画像

に座標データが記録されないことが挙げられる．解像度が低いため PhotoScan などの SfM-MVS ソフ

トではオルソ画像化処理ができないこと，さらには座標データがないためサーモ画像が河川上のど

こに該当するかといったことも不明である．しかし，PhotoScan を使用せずに FLIR Tools+を使用す

ることでパノラマ画像を作成することが可能なため，こちらのソフトを使用して全体での水温分布

を確かめることが可能である．本研究ではマニュアル操縦で飛行をさせたため，各側線の前後左右

の重複率が少なかったこともモデルを作成できなかった要因の一つとして考えられる．今回用いた

Phantom 2 は現行の Phantom 4 pro などに比べ耐風性能や飛行性能が劣る．そのため，河川では午後

になると突風が吹くこともとあり，風に耐えることができなくなり，墜落の危険性が生じる．特に，

ライブ映像を転送することができない Phantom 2 では観測の範囲が目視で期待の前方・後方が確認

できる範囲でのみ利用が可能である． 

河川に限らず，サーモグラフィカメラを使用する場合はなるべく解像度の高いカメラと自動飛行

が可能なUAVに取り付けることで今回行った検証よりも広域で正確なデータの取得が可能となるこ

とが考えられる． 
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3. マルチスペクトルカメラ搭載 UAV による河川植生把握 

3-1. はじめに 

 急速な技術革新により UAV だけでなく各種センサの小型化も進んでいる．マルチスペクトルカメラも

その一例である．小型化されたセンサは UAV に搭載することが可能となり，本研究では MicaSense 社の

マルチスペクトルカメラの RedEdge-M を UAV に取り付けた．本研究に使用した RedEdge-M は 5 つの波

長帯を持っており，青，緑，赤，Red Edge，近赤外の画像を取得できる．RedEdge は可視光赤と近赤外領

域の間に存在し（680~750nm 付近），植物の葉が光を吸収から反射に代わる急激な変化域を指す（図- 27）．

この RedEdge 領域におけるこの反射率の急激な増加は，クロロフィルによる赤色光の強い吸収と近赤外

域における散乱の境界を示す．クロロフィル濃度が増加すると，クロロフィルによる吸収ピークの幅が

広がり，赤色波長端が長波長端に移動し，一方，老化等でクロロフィルが減少すると，赤色波長端が短波

長側に移動する（Jones and Vaughan, 2013）． 

 

 

図- 27. 波長帯の模式図 

 

3-2. 解析方法 

 マルチスペクトルカメラを搭載した UAV を用いて 2018 年 10 月 17 日に，山口県内の一級河川佐

波川で実証試験を行った．使用した UAV はルーチェサーチ株式会社製の SPIDER 6 を使用した．

SPIDER 6 の詳細は表-2 に示す．この UAV による撮影は自動飛行とマニュアル操縦による飛行が可

能であるが，本研究ではマニュアル操作によりデータを取得した． 

 本研究ではこの SPIDER 6 の下部に取り外し可能なアタッチメント付きのジンバルを取り付け，マ

ルチスペクトルカメラの RedEdge-M とデジタルカメラ Sony α6000 も搭載した（図- 28）．マルチスペ

クトルカメラとデジタルカメラを搭載しているため一度の飛行で両者の画像を取得することが可能

である． 

RedEdge-M の設定については飛行前に RedEdge-M に搭載してある Wi-Fi を使い，ノート PC と接

続する．ここでは詳しくは触れないが，この設定では RedEdge-M のコンパスキャリブレーションと

撮影間隔の設定を行う．飛行中にリアルタイムで画像を確認できるが，Wi-Fi を起動させたままの飛

行は電波干渉により，墜落または操縦不能の危険性があるため，必ず Wi-Fi は切断する．RedEdge-M
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は水平器と GPS と接続しているため，両者に対するキャリブレーションを，機体のコンパスキャリ

ブレーション後に行った．なお RedEdge-M の解像度は高度 120m で 8cm/pix である． 

対象とした範囲には樹木，草本，礫が存在しており，これらを飛行エリア内に入るように 130*160m

の範囲を河川横断方向に 4 側線飛行させた．マルチスペクトル画像による解析に最適な場所といえ

る．飛行高度は 40-50m にし，撮影間隔は 2 秒とした． 

 

 

 

表- 2. SPIDER 6 の仕様 

 

 

 

 

図- 28. SPIDER 6 に取り付けたジンバルおよび RedEdge-M 

 

 

RedEdge-M で撮影した画像は波長（Band1~Band5）ごとに SD カードに記録される．記録された画

像は単体では解析に不向きなため，本研究ではオルソ画像化し，解析に用いた．解析には写真測量で

一般的に用いられている SfM-MVS ソフトの Agisoft PhotoScan ver1.4 を用いた．PhotoScan では

RedEdge-M で記録したマルチスペクトル画像をそのまま扱うことが可能なため，通常の写真測量と

同様の手順にて PhotoScan を用いて SfM-MVS を行った．以下に解析の流れを示す． 
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【マルチスペクトル画像解析の流れ】 

1. マルチスペクトル画像の取り込み 

2. アライメントの実施 

3. カメラキャリブレーションの実施 

4. GCP の配置（本検証では 2 点しか撮影範囲内に入らなかったため，この操作を行っていない） 

5. カメラキャリブレーションの実施 

6. 高密度クラウドの作成 

7. メッシュの作成 

8. オルソ画像の作成（オルソ画像には各波長の画像が記録されているため，GIS ソフトでの解析

が可能） 

9. DSM（Digital Surface Model）の作成（本研究では作成していない） 

10. PhotoScan 内のラスタ演算により正規化植生指標（NDVI）を作成することも可能 

11. GIS ソフトや ENVI などの画像解析ソフトにてマルチスペクトル画像の解析 

 

 

3-3. 結果 

 RedEdge-M により撮影された画像 140 枚を使用し，PhotoScan によりオルソ画像化した．本研究の

ように RedEdge-M を用いて撮影を行えれば，通常の可視画像と同様に特別な処理をせずに，

PhotoScan を使用してマルチスペクトル画像オルソ化ができる．他のマルチスペクトルカメラで撮影

した場合には，1）チャンネルごとに画像を分類，2）分類した画像をそれぞれ個別のフォルダに保存

し使用する．一方 MicaSense RedEdge や Parrot Sequoia の場合は画像の分類やフォルダ分けの必要が

ない．両者はメタデータをもとに自動で画像の振り分けが行われる． 

PhotoScan で作成した結果は図- 29 のように各波長にて画像が作成される．波長ごとに画像が保存

されるため GIS や，ENVI などの画像解析ソフトを使用して，ユーザーが行いたい解析に使用するこ

とが可能である． 

 これらの各波長帯の画像を用いて本研究では可視画像，NDVI，主成分分類，教師付き分類を行っ

た（図- 29）．なお，これらの解析には全て ArcGIS10.2 を使用した．本研究では UAV による撮影に合

わせて対象エリア内で植生調査を行い，竹群落，ツルヨシ群落を確認した（図- 30）．  
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図- 29. PhotoScan により作成された波長ごとのオルソ画像 

 

 

 

図- 30. 対象地域の植生． 

（オルソ画像は Band1~3 を使用して可視画像を作成，図上側が上流側） 
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図- 31(a)には可視画像を示す．可視画像は RGB で表現してあり，RGB に該当する波長の画像を

R:Band 3，G:Band 2，B:Band 1 として可視画像を作成した．可視画像からは礫河原の様子や植生情報

を把握することができる． 

図- 31(b)には植物の活性度を示す NDVI（正規化植生指数）にて画像を分類した結果を示す．暖色

系で表示されている部分が植生域を示しており，寒色系で示されている部分が水域，礫河原，舗装道

路である．図中では右岸側のツルヨシ群落において，NDVI 値が 0.8 近くを示しており，活性度が高

いことが分かる．左岸側では竹群落とヨシ群落において活性度に差が出ていることが分かる．これ

はヨシ群落が枯れ始めていたことによる違いである．このように NDVI を用いることで，河川植生

の活性度を把握することができ，定点モニタリング時には外来植物のモニタリングに使用すること

ができると考えられる． 

ArcGIS の画像分類を用いて主成分分析と教師付き分類を行った結果を図- 31(c),(d)に示す．主成分

分析ではピンクが礫・コンクリート・道路，シアンが水域，黄緑がツルヨシ・．竹の植物に分類され

ている（図- 31(c)）．教師付き分類では礫，ツルヨシ，水域，竹を教師として使用し分類を行った．

その結果，礫，水域については分類ができたが，ツルヨシや竹の植物は正確に分類することができな

かった．考えられる要因として，今回の撮影範囲が狭く，教師データを選択するうえでサンプル数が

少なかったことが考えられる． 

図- 32 には無料で入手できる光学衛星の Landsat-8 と RedEdge-M により得られた画像を使って

NDVI で表示した．Landsat-8 と RedEdge-M の大きな違いは解像度である．Landsat-8 は 30m/pix であ

るのに対して，RedEdge-M は 4cm/pix であり，非常に高解像度でデータを取得できる． 

 

 

図- 31. マルチスペクトル画像を用いた解析例（図上側が上流側） 
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図- 33 にはフォールスカラー表示した画像を示す．一般的には R:近赤外（NIR），G：可視光緑，B：

可視光青を使うが，R：近赤外を RedEdge に置き換えた図を右側に示す．この図からは近赤外から

RedEdge に置き換えることによって植生域がより鮮明に表示されることが分かった． 

 

 

図- 32. Landsat と RedEdge-M による NDVI 値 

（左：Landsat 解像度 30m/pix，右：RedEdge 解像度 4cm/pix） 

 

 

図- 33. NIR と RedEdge を用いたフォールスカラー表記 

（左：NIR，右：RedEdge） 

 

 

3-4. 河川に適用する際の注意点 

本研究で用いた SPIDER-6 は phantom シリーズのように小型ではなく大型の UAV になるため，離

着陸地点の確保が重要である．河川の場合，河川敷を利用できるのであれば河川敷からの離着陸が

良い．また河川管理者の許可を取って管理道や護岸からの離着陸も可能である．ただし，機械的な注

意点としてコンクリート護岸や管理道では地下に鉄板が埋められていることもあり，コンパスキャ

リブレーションが実施できない場合がある．このような場合には鉄板が埋め込まれていない場所に
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移動してコンパスキャリブレーションを行えば良い． 

マルチスペクトル画像を撮影する際の留意点としは，通常の撮影と同様に行って問題はない．た

だし，マルチスペクトルセンサは可視光を記録しているため，夕方や夜間の太陽光が少ない時間に

ついては RedEdge と NIR 以外は記録することができないため日中に観測を行うことが望ましい． 

 

 

参考文献 

Jones H.G and Vaughan R.A.著．久米篤，大政謙次監訳 2013 植生のリモートセンシング．森北出版株

式会社． 


