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第１章 業務概要 

第１節 研究の背景と目的 

我が国では、様々な社会基盤設備の設計、施工、管理において既に CALS/EC が導入され、電子

化された空間情報の利用が進められている。更に、高精度な GNSS 測位を伴う高密度レーザ計測

による高密度 3 次元空間データを利用することで、効率的な空間情報の利活用が見込まれる。 

レーザ計測は航空機搭載型、地上据置型、車両による移動計測型などの方法があり、必要な計測

範囲とデータ密度により選択される。CIM で利用するためには、これらレーザ計測データを組み

合わせることで、効果が得られると考えられるが、次の課題が想定される。 

・ 異なる方法により取得されたレーザ計測データを不整合なく重ねる方法が未確立 

・ 構造物を計測する場合、データが高密度であっても構造物端部（鋭角部）等必要箇所のデー

タが得られない 

本研究はこのような背景と課題を踏まえ、CIM の実現に向けた高密度 3 次元空間データの利活

用について実証実験を行うものである。 

 

第２節 研究の全体像 

CIM に活用する 3 次元データは、トータルステーションを用いた現地測量成果、航空レーザ計

測データ、地上レーザ計測データ等、複数のデータモデルが考えられる。今後、3 次元データを活

用するためには、各データの結合や設計・施工時への利用に関する検証が必要となる。そこで、3

次元データの有効性を検証するために以下の検討を行う。 

① 計画設計段階より、施工・維持管理段階まで活用できる３次元データの整備を目的に、各種

既存データを利用した計測精度に関する比較検証を行い、データ利用上の課題を抽出する。 

② レーザ計測を利用する際の課題点として想定される構造物端部（鋭角部）のデータ取得に関

するフィールド実験を行い、出来高計測等に利用する際の課題を明らかにするとともに、対

策方法について概略検討を行う。 

③ 上記実証実験の結果に基づき、今後 CIM で活用可能なレーザ計測方法について標準仕様を

検討し、その概要をとりまとめる。 

 

第３節 作業期間 

本業務の作業期間は、以下のとおりである。 

   自 平成 25 年 8 月 1 日 

   至 平成 25 年 8 月 31 日 
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第４節 作業編成 

本業務は、以下の作業編成で実施した。 

 

表 １-1 作業編成 

職務 氏名 役割 備考 

主任技術者 住田英二 研究全般管理  

担当技術者 小野田敏 研究アドバイザ  

〃 畠周平 既存レーザデータ検討  

〃 佐藤厚慈 地上データ計測  

〃 吉村方男 既存レーザデータ検討  

〃 本間亮平 レーザデータ解析  

〃 高藤享仁 地上レーザ計測 みすず総合コンサルタンツ㈱ 
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第２章 実証フィールド検討と既存データ検討 

第１節 実証フィールド検討 

本研究では、航空レーザ計測データ、移動計測車両レーザ計測データ、地上レーザ計測データの比

較検証を行うが、なるべく最近で航空レーザ計測や移動計測車両レーザ計測が実施済で、これらデー

タが利用できるフィールドを選定する必要がある。このような観点で以下のように検討した。 

 

１. 選定の条件 

実証フィールドの選定にあたって、既存データの取得実績を整理した。なお、平成 23 年 3 月 11

日に発生した東日本大震災では、日本全国で地盤の揺れが観測されており、地形の経年変化を最小限

とするためにも震災後の既存データ取得情報を整理した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：気象庁 HP  http://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/2011_03_11_tohoku/ 

図 ２-1 東日本大震災時の震度分布 

２. フィールド選定について 

実証フィールドの比較検討結果を表 ２-1 に示す。航空レーザ計測データ及び移動計測車両レーザ

計測データが取得されていたフィールドは、飯豊山系砂防事務所管内（平成 24 年度取得）、三重河

川国道事務所管内（平成 25 年度取得）の２箇所であったが、飯豊山系砂防事務所管内のデータは、

データ取得より２年程度経過し、経年変化が危惧されたため、対象外とした。また、松本砂防事務所

管内では、航空レーザ計測データ及び地上レーザ計測データが取得されていたが、地上レーザ計測が

渓流内を対象に実施されており、移動計測車両による計測が困難であったため、対象外とした。 
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以上の結果より、計測より１年程度の経過であり、地上レーザ計測の実施により比較検証が可能と

なる三重河川国道管内（国道１号線）を実証フィールドとして決定した。 

 

表 ２-1 実証フィールドの比較検討 

事務所 年度

既存データの有無
実証
試験
対応

採用 備考①
航空
レーザ

②
ＭＭＳ

③
地上
レーザ

④
実測

松本砂防
事務所

Ｈ23 ○ × ○ ○ × ×
ＭＭＳの計測困難
経年変化の可能性

飯豊山系
砂防事務所

Ｈ24 ○ ○ × × △ × 経年変化の可能性

伊豆大島 Ｈ25 ○ ×
△

(一部)
○ × × 災害対応中箇所のた

め不適

三重河川
国道事務所

Ｈ25 ○ ○ × × ○ ○
適地

地上レーザ、実測の
追加実施可能

 

 

また、レーザ計測を利用する際の課題点として想定される構造物端部(鋭角部)のデータ取得に関す

るフィールド実験を別途実施した。フィールド実験では、形状や素材（コンクリート、鉄、プラスチ

ック、木材など）の異なる対象物を 50m 程度の離隔距離より計測する計画とするため、駐車場など

の平坦地（利用承認が得られる場所）を選定し、長野県上田市の古戦場公園駐車場を検証フィールド

とした。 
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第２節 既存データ検討 

実証フィールドの範囲を含む航空レーザ計測データと移動計測車両レーザ計測データを検討に使

用した。航空レーザ計測データの調整計算と移動計測車両レーザ計測データの調整計算を個別に行っ

た後に、航空レーザ計測データを基準に移動計測車両レーザ計測データの位置を合成した。反射強度

のレンジ幅も合成した。 

 

１. 既存計測データについて 

既存データとして、航空レーザ計測データと移動計測車両レーザ計測データを使用した。航空レー

ザ計測データは、航空機に搭載した航空レーザ計測装置を用いて、地表面を三次元計測して得られた

データである。地上基準局に設置した GNSS（Global Navigation Sattelite System）および航空機

に搭載した GNSS と、慣性計測装置（IMU：Inertial Measurement Unit）を用いて、航空機の位

置と姿勢を測定し、航空機から照射したレーザによる測距結果を統合して、地表面の形状を直接的に

測定した。航空レーザ計測の概念を図 ２-2 に示す。 

 

図 ２-2 航空レーザ計測の概念図 

移動計測車両レーザ計測データは移動計測車両に搭載したレーザ計測装置を用いて取得したデー

タである。移動計測車両は、車両などの地上移動体にレーザスキャナの他、位置姿勢計測装置

（GNSS/IMU）、カメラなどの計測機器を組み合わせて搭載し、移動しながら周辺地物・地形の三

次元情報を取得する装置である。航空レーザ計測装置が上空から下方向のみを計測しているのに対し、

移動計測車両レーザ計測は地上から全周囲を計測するため、道路面以外に建物壁面やオーバーハング

の構造物、トンネル内の計測も可能である。また、地上においては GNSS 信号が受信できない環境

Ｚ 

レーザ光によるスキャン（走査） 

GPS 補正情報を提供 

レーザ測距装置 

ＧNSＳ衛星 

ＩＭＵ 
φ 

κ 

ω 

ＧNSＳ衛星 

ＧNSＳ 

Ｘ 

Ｙ 

地上ＧNSＳ 電子基準点 精密な地盤高モデル 

航空機の姿勢 
を測定 

発射したレーザ光が 
地表面から反射され 
たものを検知し、その 
往復時間から地表面 
までの距離を測定 

航空機の空間 
位置を測定 



 8 

が多く存在するため、オドメータ（距離計）を搭載して位置精度を確保する方法も採用している。移

動計測車両レーザ計測の概念を図２-3 に示す。 

 

図 ２-3 移動計測車両レーザ計測車両の概要 

２. 実証フィールドと既存データ 

実証フィールドの位置（TLS）と航空レーザ計測範囲（ALS）、移動計測車両レーザ計測範囲（MLS）

を図 ２-4 に示す。対象フィールドは三重県亀山市の国道 1 号線周辺である。移動計測車両レーザ計

測は対象路線を往復撮影しているため、図に示す線分よりも詳細に計測している。 

ALS
TLS
MLS

凡例

 

図 ２-4 実証フィールド 

レーザスキャナ

GPSアンテナ 全天周カメラ

レーザ1台で360°をスキャン

全天周カメラ GNSSアンテナ 

レーザスキャナ 
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３. 既存データの計測諸元 

データの取得及び処理に使用した機材を表 ２-2 と表 ２-3 に示す。 

 

表 ２-2 航空レーザ計測使用機器一覧 

作業工程 機器の名称 数量 

レーザ計測 プラットフォーム（回転翼機）：  ロビンソンR44 1機 

レーザ装置（回転翼機搭載）：  TrimbleHarrier56 1台 

地形解析 解析ソフト POSPac、RiANALYZE（レーザデータ解析） 

      LPMater（レーザデータ解析） 

      TerraMatch（レーザデータコース間調整処理） 

      TerraScan,TerraModeler（フィルタリング処理） 

      図化名人（デジタルオルソフォト作成） 

1セット 

1セット 

1セット 

5セット 

1セット 

基準点測量 GNSS   トリンブル5700、トリンブル4000SSE 8台 

 

表 ２-3 移動計測車両レーザ計測計測使用機器一覧 

作業工程 機器の名称 数量 

現況データ取得 移動計測車両システム：StreetMapper 360 

  画像撮影：PointGrey LadyBug3 

  レーザ：RIEGL VQ-250 

  GNSS/IMU：IGI IMU-IIe 

車両：トヨタ サクシード 

1 式 

1 台 

2 台 

1 台 

1 台 

データ処理 

（ソフトウェ

ア） 

GNSS/IMU 解析：GrafNav 

         AEROoffice 

センサデータ前処理：SMProcess 

レーザ後処理：TerraScan 

       TerraMatch 

1 台 

1 台 

1 台 

1 台 

1 台 

標定点測量 GNSS 受信機：ニコン・トリンブル 5700 1 台 
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４. 航空レーザ計測 

航空レーザ計測は平成 25 年 11 月 27 日に実施した。航空レーザ計測時に取得された GNSS デー

タ、IMU データおよび地上 GNSS データ（電子基準点データ）を使用して GNSS/IMU 解析をおこ

ない、機体位置・姿勢角データを算出した。さらに、レーザの照射方向や照射点との距離データと機

体位置・姿勢角データとを組み合わせて照射点の三次元座標を算出し、ノイズ除去と座標変換処理を

おこない、三次元計測データを作成した。三次元計測データ作成のフローを図 ２-5 に示す。 

三次元計測データの点検は公共測量「作業規程の準則」に従い、①GNSS/IMU 解析時の受信衛星

数および PDOP 数値の点検、②航空レーザ計測データの計測漏れの点検、③三次元計測データの欠

測率の点検を実施した。 

航空レーザ計測と同時に撮影したデジタルカメラ画像から、写真の明度や輝度を調整する色調補正

処理を行い、簡易オルソフォト画像を作成した。更に、この簡易オルソフォト画像の色情報を点群デ

ータと重ね合わせ、色付き点群データを作成した。 

 

 

図 ２-5 航空レーザ計測データ作成のフロー 

 

 

 

地上 GNSSデータ 機載 GNSSデータ 

機体位置データ IMUデータ 

機体位置・姿勢角データ レーザデータ（スキャン角） 

レーザ照射方向データ レーザデータ（照射点との距離） 

照射点の三次元座標 

ノイズ除去 

三次元計測データ 

GNSS／IMU解析 

三次元座標算出 

三次元計測データ作成 
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５. 移動計測車両レーザ計測 

移動計測車両レーザ計測は平成 25 年 10 月 19 日から平成 26 年 1 月 29 日までの間に計 7 日撮影

した。現況データ取得を実施するにあたり、走行路線、走行時間、GNSS 受信環境、必要点群密度

の確保、天候等を考慮し走行計画を立案した。また、精度確保のための検証用・調整用基準点の設置

計画を立てた。移動計測車両レーザ計測で取得したデータは、ノイズ除去と調整計算（合成）を行い、

計測時に全周囲カメラ（水平 5 方向、上 1 方向のレンズ）で撮影した画像から色を付けて、三次元

データを作成した。 

 

 

図 ２-6 移動計測車両レーザ計測レーザデータ作成のフロー 

 

６. レーザデータの合成 

航空レーザ計測データを基準に移動計測車両レーザ計測データの位置を合成した。GNSS 受信状

況が悪くなる山間部においては、一律の精度を有する航空レーザ計測データを基準にすることが有効

であるため、航空レーザ計測データを基準とした。水平方向については、センターラインなど反射強

度で識別可能な地物を利用して位置合わせを行った。部分的に確認したところ、3cm 程度の誤差に

収まっていることを確認した。 

業務フロー 作成成果 

レーザ点群生データ 

計画準備・走行計画立案 

現地踏査 

現況データ取得 

色付き点群データ作成 

走行計画図(初版) 

実施計画書 

GNSS/IMU データ 

画像データ 

精度検証 

三次元点群データ処理 

走行計画図(第二版) 

精度管理表 

現地作業 

現地作業 

標定点測量
含む 

色付き点群データ 

現地作業 
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航空レーザ計測と移動計測車両レーザ計測データでは反射強度のレンジが異なるため、レンジ幅も

調整した。反射強度値はレンジ幅が広い航空レーザ計測データを移動計測車両レーザ計測データに合

わせた。 

 

７. 既存データに関するまとめ 

航空レーザ計測データと移動計測車両レーザ計測データの位置調整後に、航空レーザ計測データを

基準に合成を行い、データを統合した。合成結果を部分的に目視によって確認した結果、水平方向も

高さ方向も位置ずれは 3cm 程度であり、構造物の抽出や 3Dモデルの作成には問題ないと判断した。

位置調整だけではそれぞれのデータが持つ誤差の影響で、データを重ね合わせると位置ずれが大きい

ため、合成することが望ましい。どちらを基準に合成するかは、計測時の GNSS 精度などを参考に

決定することが望ましい。 
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第３章 構造物計上データ取得に関する検討 

第１節 既存データによる構造物形状の判読 

各種レーザ計測装置で取得した点群データは密度が異なる他、撮影位置が異なるために、取得でき

るデータの範囲も異なる。そこで本章では各種レーザ計測装置で取得した構造物形状を目視で抽出し、

それぞれのデータの特性を把握する。構造物形状の抽出は、地上レーザデータを取得した 4 地区を

対象に行った。構造物の形状を、航空レーザ計測（ALS）、移動計測車両レーザ計測（MLS）、地

上レーザ（TLS）で比較し、構造物形状が抽出可能か検討した。地上レーザの色付き点群による判読

は容易である。移動計測車両レーザ計測では、構造物の形状を抽出できた。構造物の材料に関しては、

色付き点群や反射強度のみでの判読は難しい。移動計測車両レーザ計測と同時に撮影した写真と併用

することで判読が可能になる。 

 

１. 実施概要 

地上レーザデータを取得した 4 地区を対象に構造物の形状を目視判読する。目視判読は図 ３-1 に

示す地区 A～D について、レーザデータを（1）高度段彩、（2）写真による色付き、（3）反射強度

による色分け表示をして実施した。図 ３-2 に地上レーザデータの比較結果を、図 ３-3 に移動計測

車両レーザ計測データの比較結果を、図 ３-4 に航空レーザ計測データの比較結果を示す。 

 

ALS
TLS
MLS

凡例

地区A

地区B

地区C

地区D

 

図 ３-1 撮影範囲と検証地区の位置 
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地区 A は国道 1 号線沿いの擁壁を対象に計測したものである。高さは約 8m、長さは 60m 程度と

なっている。地区 B は国道 1 号線下を通る道路の切土被覆を計測している。高さは約 2m であり、

道路に添ってカーブした構造となっている。地区 C では国道 1 号線下のボックスカルバートを計測

している。D 地区は約 2m の高さの石積みの塀を計測したものである。 

 

２. 地上レーザ計測データ 

地上レーザは、一般的に航空レーザや移動計測車両レーザと比較して密度が高く、構造物の目視判

読に十分な密度を有する。地区 B のデータを見ると、コンクリートブロックによって法面が構成さ

れていることも分かる。地区 C は、ひび割れの状態までは確認できないものの、形状が正確に読み

取れる。地区 D では石積みされていることまで分かる。 

計測時は、自由に計測箇所を選択できるため、死角を尐なくできる。一方で、計測時に道路の使用

許可が必要であり、斜面などでの撮影には危険を伴う場合もある。 

 

地区 高度段彩 色付き 反射強度 

地区 

A 

   

地区 

B 

   

地区 

C 

   

地区 

D 

   

図 ３-2 地上レーザ（TLS）計測データの取得状況 
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３. 移動計測車両レーザ計測データ（既存） 

移動計測車両レーザは一般的に航空レーザと比較して密度が高く、構造物の目視判読に十分な密度

を有する。計測時に道路を専有する必要がなく、法定速度内で車両を走らせるだけでデータを計測で

きることもメリットである。計測位置（道路上）から死角となっている箇所は撮影できない。地区 B

は構造物より上の道路のみしか計測していないため、構造物は計測できていない。地区 C は、ひび

割れの状態までは確認できないものの、形状が正確に読み取れる。地区 D では石積みされているこ

とまで分かる。移動計測車両レーザ計測は広域に広がる構造物や道路からの死角の多い構造物の抽出

には不向きである。 

 

地区 高度段彩 色付き 反射強度 

地区 

A 

   

地区 

B 
データなし データなし データなし 

地区 

C 

   

地区 

D 

   

図 ３-3 移動計測車両レーザ計測（MLS）データ（既存）の取得状況 
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４. 航空レーザ計測データ（既存） 

航空レーザは上空から計測するため、地上レーザや移動計測車両レーザでの計測が厳しい場所でも

計測でき、均一な密度で計測できるメリットもある。しかし、一般的に地上レーザや移動計測車両レ

ーザ計測と比較して極めて低密度のため、道路や構造物の存在の有無程度は判読可能であるが、形状

の判読は不可能である。また、立体交差下部など上空からの死角がある構造物は計測できない。地区

C は、上空から見えない構造物のため、計測できていない。地区 D は、塀の存在をかろうじて確認

できるが、石積みなどの種別は判読できない。 

 

地区 高度段彩 色付き 反射強度 

地区 

A 

   

地区 

B 

   

地区 

C 

   

地区 

D 

   

図 ３-4 航空レーザ（ALS）計測データ（既存）の取得状況 
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 以上の３種類のレーザ計測データについて構造物の判読という観点で表３-1 に整理した。 

表 ３-1 各計測方法の特徴と評価 

計測方法 地上レーザ計測 移動計測車両レーザ

計測 

航空レーザ計測 

評価 ○ ○ △ 

メリット 構造物の抽出に十分な

密度を有する。計測対

象物の死角を尐なくで

きる。 

構造物の抽出に十分

な密度を有する。計

測に制約が尐ない。 

地上レーザや移動計測車

両レーザ計測での計測が

厳しい場所でも計測でき

る。広範囲を均一の密度

で計測できる。計測に制

約が尐ない。 

デメリット 計測範囲が狭い。計測

に危険を伴う場合があ

る。 

計測位置（道路）か

ら死角となっている

箇所は計測できな

い。 

地上レーザと移動計測車

両レーザ計測と比較して

低密度。立体交差など上

空から見えない箇所は計

測できない。 

また、それぞれの計測データについて、表現方法による比較を行った結果を表３-2 に示す。 

高度段彩表示は、写真による色付けをしない場合や、反射強度を取得できない場合の利用が考えら

れる。この表現では、水平方向の変化がわかりにくい。そのため、目視で構造物形状を抽出するには、

多方向から空間を把握する必要がある。 

写真による色付き点群は、情報量が多く、判読しやすい。移動計測車両レーザ計測や地上レーザ程

度の密度であれば、構造物形状の抽出は容易であり、標識や看板も判読できる。写真は、撮影時の日

照条件の影響を大きく受けるため、データの計測時間に制約を受ける。また、トンネル内や生い茂っ

た高木の下の構造物などは判読が困難になることが予想される。 

反射強度による色付き点群は、写真による色付き点群ほどではないが、十分に構造物形状を判読で

きる。日照条件の影響を受けないこと、トンネル内などの撮影環境にも影響しないため、一定の品質

を確保できる。レーザの反射は遠方の地物ほど減衰するため、補正が必要になる。 

表 ３-2 各表現方法の特徴と評価 

表現方法 高度段彩 色付き 反射強度 

評価 △ ○ ○ 

メリット 色付け処理が不要であ

り、反射強度がなくて

も点群を表示できる。  

表現力が高く、目視判

読が容易となる。 

日照条件や場所に影響

されず、均一な表現が

可能。 

デメリット 水平方向の表現が弱

い。 

撮影時の日照条件に大

きく左右される。トン

ネル内などの撮影条件

にも左右される。 

減衰の補正が必要とな

る。 



 18 

５. レーザ計測データについてのまとめ 

 レーザの計測方法はメリットとデメリットを合わせてもっている。そのため、計測の対象物によっ

て、計測するレーザを選択することが望ましい。航空レーザ計測は密度が薄いため、概要の判読に利

用できるものの、詳細な判読には、地上レーザや移動計測車両レーザ計測を利用することが望ましい。

表現方法としては色付きか反射強度の利用が推奨される。色付きは撮影条件に大きく左右されるため、

一定の品質を確保したい場合は反射強度の取得が望ましい。 

レーザの機材は一長一短がある。そのため、必要に応じて機材を組み合わせて構造物を取得するこ

とが理想的である。表現としては反射強度で表示することで一定の品質を得られる。日照条件が確保

できる場合は、写真からの色付き点群を利用することが望ましい。 

 

第２節 有識者へのヒアリング 

 本助成研究で CIM のための三次元情報取得仕様を検討する上で、この分野に精通する有識者の助

言を得ることが有効であると考え、地上レーザ計測を実施する以前に、着目すべき事項や計測におけ

る留意点等についてヒアリングを実施した。 

 土木構造物や地形の CIM データ作成のための３次元データ仕様について航空レーザ計測、移動計

測車両レーザ計測、地上レーザ計測などを組み合わせて、地物ごとに概略設計、詳細設計、施設管理、

などの目的別に望ましい仕様（点群密度など）を整理する観点で実施した。ヒアリング対象の有識者

と実施日は以下の通り。 

・布施孝志先生（東京大学大学院工学系研究科 社会基盤学専攻准教授）5 月 19 日 

・中川雅史先生（芝浦工業大学 工学部土木工学科准教授）5 月 26 日 

・関西大学窪田諭先生（関西大学環境都市工学部 都市システム工学科准教授）5 月 27 日 

・大阪経済大学中村健二先生（大阪経済大学情報社会学部准教授）5 月 27 日 

 

１. ヒアリング内容 

 ヒアリングは昨年度三重河川国道事務所管内の国道１号線鈴鹿峠付近で取得した航空レーザ計測

データと移動計測車両レーザ計測データについて、点群密度を変化させて作成した出力図を基に、土

木構造物管理のために必要となるレーザ計測仕様（どの程度の密度の点群データが必要であるのか）

についてアドバイスを頂いた。ヒアリング結果は以下の通りとなった。 

 

２. 東京大学布施先生 

・ CIM の具体ニーズがよくわからない状況ではあるものの、実証実験の目的と落としどころと

して CIM ニーズにつながるところを見落とさないようすることが必要。 

・ 設計、施工、管理、といったサイクルの間のつなぎをこの取組でどのようにつなぐと考える

ことができるのか検討必要である。 

・ 利用目的はある手度絞り込まないと議論は発散する可能性がある。 
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・ 1 点/㎡と高密度の世界のつなぎの部分をどうするのか、概略と詳細といった要求に応じて変

化することにも配慮が必要。 

・ ある目的で用意したデータを別の目的（災害対応など）に必要な場合もある。 

・ 竣工（設計）後のデータを以降のメンテナンスで参照することも想定すべきだろう。 

 

３. 芝浦工業大学中川先生 

・ ３次元データの場合、密度は㎥で考えることも必要だろう。 

・ 大学でも屋外の構造物についてもモデリングの研究も行っている。 

・ 点密度はセンシングポイントから○○ｍの距離で△△点／㎡とすると議論しやすい。公共測

量作業規程に整合させるのもよいだろう。 

・ 構造物の維持管理は何を目視するのか、どのような状態であればよいのか、を整理する必要

がある。また、モニタリングと補修の２場面に分けて検討する必要もあるだろう。 

 

４. 関西大学窪田先生、大阪経済大学中村先生 

・ 異なるソースの点群の整合性が気になる。場合によっては単独のほうがいい成果が出るので

はないか。 

・ ソースによって、影の部分やオーバーハングの表現等が異なってくる。地上レーザ計測する

場合、既に航空レーザ計測データや移動計測車両レーザ計測データが存在するところであれ

ば、どのような測定方法が妥当なのかよく考える必要がある。 

・ ソースが異なるデータを融合する場合、TIN 発生する場合に課題が出てくる。予めソースご

とのデータをレイヤ分類するなど識別することが必要。 

・ 構想物のライフサイクルをフォローするには、対象物はある程度絞り込まないと議論が発散

するであろう。 

・ 例えばクラックを識別するには点群がいいのか画像のほうが望ましいか、そのあたりの議論

も必要になるだろう。また、構造物を計測する場合、例えば橋の下（裏）の部分など上から

では計測できないところについてもフォローする必要がある。 

 

５. ヒアリングのまとめ 

 ヒアリングの結果から、３次元データの利用目的に応じた計測密度や計測上の工夫を必要とするこ

とが明らかとなった。よって、地上レーザ計測においては対象とする土木構造物を絞り込み（道路、

擁壁、橋）、橋の計測では橋脚を含む裏側についても計測することとした。 
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第３節 地上レーザ計測 

１. ベンチマークテスト 

1.1 検証条件 

地上レーザの計測性能を検証することを目的に、ベンチマークテストを行った。ベンチマークテス

トは、駐車場をフィールドとして、異なる形状の対象物に対して計測距離と計測密度を変えて計測し、

計測結果から得られる点群から対象物の形状について判読の可否を検証した（図３-5）。検証ケース

と比較条件を表 ３-3 に示す。また、検証対象物と検証主眼を図 ３-6 に示す。検証ケースは、一般

的な地上レーザを用いた地形測量を想定し、地表面密度 5cm 以下の計測レベル(距離 50.0ｍで角度

0.055deg)を基準として、これより細密な複数のケースで検証した。 

 

図 ３-5 検証状況（検証場所：長野県上田市 古戦場公園駐車場） 

 

表 ３-3 検証ケースと条件 

検証 

ケース 

計測距離 

Ｌ(m) 

計測角度 

α(deg) 

対象物位置での計測密度 

Δ＝Ｌ×tanα(m) 

点密度 

（点/㎡） 
備 考 

1-1 50.0 0.055 0.0480 434 基準ケース 

1-2 50.0 0.010 0.0087 13,211  

1-3 50.0 0.003 0.0026 147,928  

2-1 25.0 0.055 0.0240 1,736  

2-2 25.0 0.010 0.0044 51,652  

2-3 25.0 0.003 0.0013 591,715  

位置図 

検証対象物群 

地上レーザ 
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対象物全体 

 

 

 

 

 

 

 

詳 細 

A：ブロック壁 

 

 

 

 

 

 

 

 

D：ポール 

 

B：三角板 

 

 

 

 

 

 

 

 

E：釘 

 

C：グレーチング 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆ：三角コーン 

 

図 ３-6 計測対象物 

A:ブロック壁 

B:三角板 

C:グレーチング 

D:ポール 

E:釘 

F:三角コーン 

矩形形状とブロック間隙間の抽出 

鋭角面の抽出 

格子形状の抽出 

棒形状と先端部の抽出 

細い棒形状の抽出 

円錐形状の抽出 
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1.2 検証結果 

各検証ケースにおける計測結果の点群を整理し、CAD 上で寸法表示した。計測対象物の実測寸法

を図３－7、測定結果を図 ３-8 および図 ３-9 に示す。計測距離 50ｍで計測角度 0.055deg（点密度

5cm 程度)であっても対象物の外寸は判読できる(ケース 1-1）。また、ポールや釘、細い隙間のよう

に小さい対象物では点密度を対象物の径以下とすれば位置の特定が可能である。例えば、ポールを対

象物とした場合、ケース 1-1 では長さを抽出することはでないが、ケース 2-1 では概ね抽出できた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 実測値と測定結果の対比によりレーザ計測機器自身の形状再現性能を把握することができる。形状

が土木構造物に近いコンクリートブロック高さと上辺長の再現精度は以下表３-4のとおりとなった。 

 

表 ３-4 実測値と計測結果の比較（高さと底辺の単位はｍ） 

ケース 点／㎡ 高さ実測 高さ計測 差 上辺実測 上辺計測 差 

1-1(50m) 434 0.760 0.752 -0.008 0.390 0.378 -0.012 

1-2(50m) 13,211 0.760 0.764 0.004 0.390 0.393 0.003 

1-3(50m) 147,928 0.760 0.766 0.006 0.390 0.395 0.005 

2-1(25m) 1,736 0.760 0.755 -0.005 0.390 0.374 -0.016 

2-2(25m) 51,652 0.760 0.761 0.001 0.390 0.394 0.004 

2-3(25m) 591,715 0.760 0.762 0.002 0.390 0.396 0.006 

 

 ブロックの高さについてはいずれの場合でも差は 10mm 未満となりケース 1-1 の場合でも十分な

判読性能が得られる。一方上辺長については構造物の端部の計測精度を意識して比較したが、点密度

が高くなるにつれ精度が向上する傾向がみられる。ただし、最も点密度が尐ないケース 1-1 の場合で

あっても差は1.2cm程度であり、この場合の点密度は5cm平方に1点の密度であることを考えると、

構造物の形状計測には十分利用できる。 

 

 

 

 

図 ３-7 計測対象物実測寸法 
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図 ３-8 計測距離 50ｍの点群 

 

ケース 1-1 α=0.055deg pic0.0480m 

ケース 1-2 α=0.010deg pic0.0087m 

ケース 1-3 α=0.003deg pic0.0026m 
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図 ３-9 計測距離 25ｍの点群 

 

ケース 1-2 では釘の太さ(5mm)より点密度(8.7mm)が広くても位置が抽出されているが、これにつ

いては、検証に使用したレーザのエコーデジタル処理とレーザのビーム広がり角度に関係する。レー

ザの反射に関するエコーデジタル処理について、概念を図 ３-10 に示す。 

 

図 ３-10 エコーデジタル処理の概念（RIEGL VZ-1000 技術データより引用） 

First Target Last Target 
Other Target 

ケース 2-1 α=0.055deg pic0.0240m 

ケース 2-2 α=0.010deg pic0.0044m 

ケース 2-3 α=0.003deg pic0.0013m 
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検証に使用した 3D レーザは、４種類（First Target、Last Target、Single Target(単一反射)、

Other Target）の反射エコーが取得される。この内、データ抽出で使用した反射エコーは、First 

Target と Single Target である。一方、ビームの広がり角度は 0.3ｍrad であり、50ｍの計測距離で

は、対象物の位置でビーム直径は 15mm となる。ケース 1-2 の反射エコー別の計測データ図 ３-11

を見ると、釘を抽出したデータは全て First Target であり、対象物位置でのビーム直径が計測密度

以下であれば First Targe を採用することで位置の特定が可能であることを示す。 

 

 

図 ３-11 反射エコー別点群データ(ケース 1-2） 

 

しかし、First Targe の採用は、細密な計測において対象物の位置を捉えることはできるが、ビー

ム径の範囲で計測値に誤差を含む。図 ３-12 は、ケース 2-3（最も細密な計測）のグレーチングのエ

コーデータであるが、グレーチングの下半分にはレーザを吸収する黒い箱を置いて計測している。黒

い箱を置いた下半分は、グレーチング位置で First Target/Last Target のデータを持たないため

Single Target のデータのみ取得されるが、上半分は背後の地形に SingleTarget ,Last Target のデー

タが計測されているため、グレーチングの隙間を計測した First Targe のデータは、形状を正確に表

してない。このことは、ブロック積の隙間を計測したデータも同様で、隙間の寸法には誤差を含む。 
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図 ３-12 グレーチング反射エコー別点群データ（ケース 2-3） 

 

地上レーザ計測では、細密なデータの取得が可能であるが、目的に応じた点密度やエコーデータの

選択が必要である。一般的な地形測量では、最深部の地表面を対象とした計測が主であるため、Last 

Target 及び Single Target を使用した計測データを採用することが有効である。また、地形測量等

の計測密度は、細密に計測する場合でも対象物位置でビームの広がり角を考慮したビーム径がラップ

しない密度とすることで、効率的な計測が可能であると考えられる。従って、計測角度は、機械の性

能によるビーム広がり角度以上で使用することが望ましい。 

 

計測角度とビーム広がり角の関係は以下のとおりである。 

   α＜β 

    α：ビームの広がり角度（rad) 

    β：計測角度(rad) 

※検証に使用した機械のビーム広がり角度は 0.3mrad であるため、限界の計測角度は、P>0.3mrad

＝0.017deg となる。 

以上のことから、地形測量における効率的な点密度は機械のビーム広がり角に比例する。 

 

 

 

 

 

First Target は、ビーム径の外

縁データを取得するため格子の

内部も対象物が存在するような

データ取得となる。 
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２. 地上レーザ計測（道路形状、被覆、橋、トンネル（ボックスカルバート） 

2.1 地上レーザーの概要 

地上レーザとは、地上において使用することを目的としたスキャナータイプのレーザセンサであり、

ノンプリズムタイプの光波測距儀の一種である。レーザスキャナは、１秒間に数万点以上をスキャニ

ングし高速高密度に位置情報を取得する。計測原理は、測定対象物に向かって放射したレーザパルス

が反射して戻ってくるまでの時間により斜距離を計測し、機械を基準とした水平角と垂直角を計測す

ることにより対象点の３次元座標を取得する（図 ３-13）。 

 

 

図 ３-13 地上レーザ計測概念図 

 

実証フィールドやベンチマークテストで使用した地上レーザの性能を表 ３-5 に示す。 

 

表 ３-5 地上レーザの性能 

計測機器 VZ-1000（RIEGL 社） 

レーザー安全規格 クラス１  IEC60825－1：2001 

測定距離範囲  

反射率≧80％の自然物ターゲット 1400ｍ 

測定精度 8ｍｍ 

測定確度 5ｍｍ 

測定レート 122,000 点/秒(300kHz) 

ビームの広がり角 0.30mrad（※1） 

※1 「0.30mrad」は 100m の距離で 3.0cm のビーム幅に相当する。 

 

Z 

X 

Y 
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2.2 実証フィールドでの計測方法 

実証フィールドでの計測は、地上レーザの特徴が発揮される道路構造物を主体に計測した。地上レ

ーザ計測の一般的な作業フローを図 ３-14 に示す。航空レーザや移動計測車両レーザの計測データ

と比較するため、与点としてネットワーク型 RTK-GPS 測量(VRS 方式)により基準点測量を実施し

た。複数の観測点から計測した点群データを合成するため計測範囲内に標定点（φ50mm円形型:高輝

度反射テープ）を配置し、基準点よりトランシットによる放射観測で標定点の座標(X,Y,H)を確定し

た。標定点の設置位置は、1 回のレーザ計測で 3 点以上の標定点が含まれるように設置した。 

 

 

図 ３-14 地上レーザ計測作業フロー 

 

 

 

 

 

 

 

 

・測量範囲、現地状況確認 

現地踏査 

・設置、観測 

地上レーザー測量 

・選点、観測、計算整理 

基準点測量 

標定点測量 

・地上レーザー計測 

・画像データの収集 

・標定点精度検証 

・計測データの整合性確認 

・グランドデータ作成 

解析処理 

・等高線、横断図作成 

図面作成 

計
測
位
置
移
動 
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図 ３-15 GPS 測量(VRS 方式)による基準点測量 

 

 

図 ３-16 トランシットによる標定点の観測 

 

標定点 

標定点 
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2.3 計測結果 

実証フィールドにおける代表的な土木構造物について、その計測結果を図 4-2-5 に示す。 

 

 

橋  

 

梁 

 

 

  計測角度 0.055deg 

計測箇所数 3 箇所 

計測時間 1’38”/箇所 

標定点数  8 点 

点数 9,579,000 点 

 

 

ボ

ッ

ク

ス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 計測角度 0.055deg 

計測箇所数 2 箇所 

計測時間 1’38”/箇所 

標定点数  15 点 

点数  933,000 点 

 

砂

防

施

設 

 

 

 

 

  計測角度 0.055deg 

計測箇所数 3 箇所 

計測時間 1’38”/箇所 

標定点数  15 点 

点数 7,986,000 点 

 

道

路

法

面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 計測角度 0.055deg 

計測箇所数 5 箇所 

計測時間 1’38”/箇所 

標定点数  25 点 

点数 7,986,000 点 

図 ３-17 主要構造物点群データ 
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第４節 ３次元モデルデータの自動生成 

１. 概要 

本節では構造物の３次元モデルデータの自動生成がどの程度可能であるかについて検討を行った。

実施に当たっては芝浦工業大学工学部土木工学科中川雅史准教授の協力を得て実施した。自動生成の

対象は道路周辺構造物として頻繁に設置されている擁壁（地区Ａ）を対象とし、その形状をどの程度

の点密度でどの程度の形状が自動的に抽出できるのかについて整理した。擁壁のモデリングに必要な

点群データの空間分解能を整理する目的で、6 段階の空間分解能の点群データを設定した。この 6 段

階は既存レーザデータをの点密度を変化させ、目視である程度判読レベルとして設定した。目視判読

は図３-17-21 により実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

図 ３-18 150 点／㎡（空間分解能 8cm） 

図 ３-19 100 点／㎡（空間分解能 10cm） 

図 ３-20 70 点／㎡（空間分解能 12cm） 
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擁壁の高さは約 8m、長さは 60m 程度である。設定した空間分解能と表示例を図 ３-23 に示す。 

 

空間分解能 8cm 

 

空間分解能 10cm 

 

空間分解能 12cm 

 

空間分解能 20cm 

 

空間分解能 30cm 

 

空間分解能 100cm 

図 ３-23 空間分解能ごとの点群データ 

図 ３-21 10 点／㎡（空間分解能 30cm） 

図 ３-22 1 点／㎡（空間分解能 100cm） 
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モデリングの対象を移動計測車両レーザ計測データとして、初めに地面を抽出する。地面の抽出に

あたり、データを正射投影したときに最も低い位置にある点群を取得していき、DEM データを作成

した。この DEM データの平坦性に加えて、点の高さ方向の分布（ばらつき）を見ていき、領域拡張

法によって、平面と推定される箇所を抽出していく。続いて、各点の法線ベクトルを求め、法線ベク

トルの向きによって点群を分類する。一方で、点群から TIN を作成し、分類分けした結果を TIN に

反映して、TIN を分類化した。以上の処理手順を図 ３-24 に、処理過程のデータを図 ３-25 示す。 

 

MLSデータ

3Dレンダリング

点群の分類化 3D TINの作成

地面点群の抽出

法線ベクトルの算出

法線エッジの捕捉

結果の統合
 

図 ３-24 モデリングの処理フロー 

入力点群 モデリング結果

DEM 地表面 法線ベクトル

 

図 ３-25 処理過程のデータイメージ 



 34 

 点群データを分類してモデリングした結果を図 ３-26 に示す。空間分解能 8cm から 30cm では壁

面のモデリングが可能であることを確認できた。また、境界部分は空間分解能 20cm までは正確に取

得できている。空間分解能 30cm では、境界部分にノイズを含んでいる。図 ３-27 に空間分解能 30cm

の TIN データを表示する。壁面の境界部が不明瞭となっていることが確認できる。よって、擁壁の

ような大型構造物のモデリングを正確にするには、空間分解能 20cm 以上のデータとなっていること

が望ましい。空間分解能 100cm でも形状の抽出はできないが、位置の特定は可能である。また、今

回の検証対象の擁壁はカーブした道路に添っているが、法線ベクトルから分類化する際に、領域拡張

法を用いることで、同じ壁面として抽出可能であることが確認できた。 

モデリングの前提条件としては、対象となる構造物の点群データが均一に取得されていることが挙

げられる。密度が均一でない場合は、密度を一定にする処理をすることが望ましい。データにオクル

ージョンがあると、自動処理ではモデリングできないこともある。よって、データ計測時はモデリン

グ対象物のデータに欠損がないことも前提条件となる。地面点群の抽出、法線エッジの捕捉と点群の

分類化には、閾値を設定している。最適な閾値を検証していくことによって、モデリングの精度向上

が図れると考えられる。 

 

 

空間分解能 8cm 

 

空間分解能 10cm 

 

空間分解能 12cm 

 

空間分解能 20cm 

 

空間分解能 30cm 

 

空間分解能 100cm 

図 ３-26 空間分解能別のモデリング結果 
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図 ３-27 空間分解能 30cm データの壁面境界部 

 

航空レーザ計測と移動計測車両レーザ計測の統合データを使用した場合も、移動計測車両レーザ計

測と同様の結果となった。航空レーザ計測データと移動計測車両レーザ計測データの統合に際して、

3cm 程度の位置ずれがあったが、位置ずれによる影響はなかった。 
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1点/m2 10点/m2 100点/m2 1000点/m2

概略設計
（補修や付け替えのた
めの概略調査）

（×）利用不可
擁壁の形状は判読不可能。
そこに擁壁があるという情報
があれば、その存在は把握
できる可能性はある。

（△）条件付き利用可能
擁壁本体の形状は概ね再現
できるが、正確な形状は判読
困難。概略調査に対しては概
略形状が得られる。

（○）利用可能
擁壁本体の形状はかなり正
確に再現できるが、フェンスな
どの付属物は判読できない。

（△）利用可能（オーバースペック）
擁壁本体の形状は詳細に再現でき、フェ
ンスなどの付属物も再現できる。場合に
よってはオーバースペックとなる可能性
がある。

詳細設計
（補修や改築に必要な
情報が得られるレベル）

（×）利用不可
詳細設計に必要なレベルの
情報は得られない。

（×）利用不可
詳細設計に必要なレベルの
情報は得られない。

（△）条件付き利用可能
擁壁本体の形状はかなり正
確に再現できるが、表面の凸
凹などの性状やフェンスなど
の付属物は判読できない。

（○）利用可能
擁壁本体の形状や表面の凸凹などの性
状を詳細に再現でき、フェンスなどの付
属物も再現できる。

設備の形状のみならず
表面の性質や状況など
詳細な情報が得られる
レベル

（×）利用不可
擁壁の形状すら判読不可
能。

（×）利用不可
擁壁の概略形状は再現可能
ではあるが、表面の性質や
状況など詳細な情報は得ら
れない。

（×）利用不可
擁壁形状の抽出は可能では
あるが、表面の性質や状況な
ど詳細な情報は得られない。

（○）利用可能
擁壁本体の形状や表面の凸凹などの性
状を詳細に再現でき、フェンスなどの付
属物も再現できる。しかし性質について
は別途写真画像など必要

利用目的
点密度

第４章 CIM 対応３次元空間情報仕様の検討 

第１節 利用場面別、対象構造物別三次元モデルの検討 

１. 概要 

 ３次元データ取得における標準仕様を検討するに当たり、ヒアリング結果から対象地物毎に利用目

的別に点群取得密度を設定する必要があると考えられ、以下表４-1 に示す考え方に基づき検討する

こととした。 

 

 

 以下に構造物形状（擁壁）、道路形状、地形形状のそれぞれについて利用目的に応じた点密度につ

いて評価を行った。 

 

２. 対象地物毎の検討 

 に対象地物毎に利用目的別に必要な点密度について分析した（表４-2～4）。構造物（擁壁）、道

路における概略設計、詳細設計については、新規構築ではなく、設備の修繕維持改修を目的として整

理した。 

表 ４-1 対象地物対点密度の関係イメージ 

表 ４-2 構造物（擁壁）形状の利用目的別に必要な点密度 
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1点/m2 10点/m2 100点/m2 1000点/m2

概略設計
（補修や付け替えのため
の概略調査）

（×）利用不可
道路の形状は判読不可能。
そこに道路があるという情
報があれば、その存在は把
握できる可能性はある。

（×）利用不可
道路の形状は判読不可能。
そこに道路があるという情報
があれば、その存在は把握
できる可能性はある。

（△）条件付き利用可能
道路本体の形状は概ね再現でき
るが、側溝や白線などの判読でき
ない。

（○）利用可能
道路本体の形状は詳細に再現でき、
側溝や白線なども正確に再現でき
る。

詳細設計
（補修や改築に必要な情
報が得られるレベル）

（×）利用不可
詳細設計に必要なレベルの
情報は得られない。

（×）利用不可
詳細設計に必要なレベルの
情報は得られない。

（×）利用不可
詳細設計に必要なレベルの情報
は得られない。

（○）利用可能
道路本体の形状は詳細に再現でき、
側溝や白線なども正確に再現でき
る。

設備の形状のみならず
表面の性質や状況など
詳細な情報が得られるレ
ベル

（×）利用不可
道路の形状すら判読不可
能。

（×）利用不可
道路形状の抽出は不可能で
あり、表面の性質や状況な
ど詳細な情報も得られない。

（×）利用不可
道路形状の抽出は可能ではある
が、表面の性質や状況など詳細な
情報は得られない。

（○）利用可能
道路本体の形状や表面の凸凹など
の性状を詳細に再現でき、側溝や白
線なども正確に再現できる。

利用目的
密度

 

2.1 擁壁の分析結果 

 100 点／㎡の密度以上の点群データであれば、擁壁の概略設計が可能である。これは近年普及して

いる移動計測車両レーザ計測で十分に取得できる密度であり計測精度も地図情報レベル 500 の精度

管理により 25cm 以内が確保される。地上レーザはさらに高密度なデータが取得でき、計測精度も

1-2cm 程度となるものの、概略設計レベルであればオーバースペックである。航空レーザ計測だけで

は形状の把握は不可能であるが、存在の有無程度は確認できるので、条件付きの利用であれば可能と

なる。詳細設計や擁壁の詳細な状況把握をするには、1000 点／㎡以上の密度が必要となる。地上レ

ーザであれば、この密度を満たす。高性能レーザスキャナを複数台搭載した移動計測車両レーザ計測

を採用するか、同じ場所を繰り返し撮影することでも、この密度を満たすことができる。 

 

2.2 道路の分析結果 

道路の概略設計、詳細設計には 1000 点／㎡を超える密度の点群データが必要である。100 点／㎡の

密度では、道路本体の形状は概ね再現できるが、側溝や白線などの判読できないため利用は難しい。

道路の状況把握は、表面の凸凹などの性状や、側溝や白線などを正確に再現できる必要があるため、

表 ４-4 道路形状の利用目的別に必要な点密度 

1点/m2 10点/m2 100点/m2 1000点/m2

地図情報レベル500
水平位置の標準偏差：0.25m以内
標高点の標準偏差：0.25m以内
等高線の標準偏差：0.5m以内

（×）利用不可
地形の起伏は確認でき等
高線表示は可能だが、道
路や建物等の構造物の判
読は不可能。

（×）利用不可
地形の起伏は確認でき等
高線表示は可能だが、道
路や建物等の構造物の判
読は不可能。

（△）条件付き利用可能
地形の起伏が確認でき、道
路や建物の構造物は判読
可能。但し道路設備等の判
読は困難。

（○）利用可能
地形の起伏が確認でき、道路や建
物等の構造物の判読ができ、道路
設備等の判読も可能。地面の数cm
単位の凹凸まで判読できる。

地図情報レベル1000
水平位置の標準偏差：0.70m以内
標高点の標準偏差：0.33m以内
等高線の標準偏差：0.5m以内

（×）利用不可
地形の起伏は確認できる
が等高線表示は情報不
足。道路や建物等の構造
物の判読は不可能。

（△）条件付き利用不可
地形の起伏は確認でき等
高線表示は可能だが、道
路や建物等の構造物の判
読は困難。

（○）利用可能
地形の起伏が確認でき等高
線表示も可能。道路や建物
等の構造物の判読も可能。

（△）利用可能（オーバースペック）
地形の起伏が確認でき、道路や建
物等の構造物の判読ができ、道路
設備等の判読も可能。地面の数cm
単位の凹凸まで判読できる。が、
オーバースペックとなり得る。

地図情報レベル2500
水平位置の標準偏差：1.75m以内
標高点の標準偏差：0.66m以内
等高線の標準偏差：1.0m以内

（△）条件付き利用可能
地形の起伏は確認でき等
高線表示は可能。構造物
形状については判読不
能。

（○）利用可能
地形の起伏は確認でき等
高線表示も可能。構造物
形状についても状況に応
じて判読できる場合があ
る。

（△）利用可能（オーバース
ペック）
地形の起伏が確認でき、道
路や建物等の構造物の判
読も可能であるが、オー
バースペックとなり得る。

（△）利用可能（オーバースペック）
地形の起伏が確認でき、道路や建
物等の構造物の判読ができ、道路
設備等の判読も可能。地面の数cm
単位の凹凸まで判読できる。が、
オーバースペックである。

利用目的
密度

表 ４-3 地形形状の利用目的別に必要な点密度 
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1000 点／㎡を超える密度が必要となる。地上レーザを利用するか、高性能レーザスキャナを複数台

搭載した移動計測車両レーザ計測を利用することが望ましい。 

 

2.3 地形の分析結果 

地形の判読は、地図情報レベル 2500 であれば、10 点／㎡程度の密度のデータが適している。地形

の起伏が確認でき、等高線表示も可能である。これはほぼ航空レーザ計測のデータ密度に該当し、移

動計測車両レーザ計測や地上レーザデータの利用はオーバースペックとなる。地図情報レベル 1000

であれば、100 点／㎡の密度以上の点群データが望ましい。地図情報レベル 500 であれば、1000 点

／㎡の密度以上の点群データが望ましい。 

 

３. 経費検討 

 レーザ計測については、経費的制約を無視すれば点密度が高いに越したことはないが、しかし実際

には計測手法毎における単位面積（体積）における経費は大きく異なり、また計測後のデータ処理経

費も配慮すると、必要以上の点密度は過剰品質となり経済的観点からも回避すべきである。本研究で

扱った３種類の計測方法について単位面積あたりの単価は概ね以下の通りである。 

 

・航空（回転翼）レーザ計測：約 200 千円／k ㎡、約 10 点／㎡ 

・移動車両(移動計測車両レーザ計測)レーザ計測：約 50 千円／km、約 100～1,000 点/㎡ 

・地上レーザ計測：約 50 千円／箇所、1,000 点／㎡以上 

 

 これらの特性をよく踏まえ、対象地物と利用目的に応じた計測データの作成が必要である。 
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第２節 仕様書構成案 

 CIM に必要となる３次元空間データの仕様は地物別、利用目的別に異なることが考えられること

から、全体構成は以下の項目とした。 

 

1.目的 

2.データ内容および構造 

2.1 対象地物と利用目的に応じた３次元データの仕様 

2.2 地物別、目的別に必要な点群密度 

2.3 データ取得仕様 

3.データ品質 

4.データ書式 

5.メタデータ 

 

以下にその内容について記す。 

 

1.目的 

 本仕様書の目的は、CIM に関連する複数の場面（計画～測量～設計～施行～維持管理～計画）で

共有するために必要となる、基となる３次元空間データの標準仕様を示すことにある、という主旨を

記載する。また、ここで扱う３次元空間データが直接 CAD や GIS で利用されるものではなく、CAD

や GIS で利用される SXF データ等の基盤となることも記載する。 

 

2.データの内容および構造 

 データの内容および構造は対象とする地物（名称と定義）とそのデータ構造（空間属性、時間属性、

主題属性）について記述するが、本仕様書案において、データ内容は３次元標高データ（点群データ）

であり（写真画像は対象としない）、データ構造は X,Y,Z の３次元座標と反射強度が記録される点

データとなり、また単位面積（体積）あたりの点密度も記録する。 

 

2.1 対象地物と利用目的に応じた３次元データの仕様 

 データの構造のうち、点密度については、地形や様々な構造物により、また目的に応じて要求水準

も異なる。本研究で検討した範囲から以下のような記述が考えられる。 

(1)構造物（擁壁） 

1)概略設計での利用 

 必要となる点群データの密度は 100 点／㎡を標準とする。設備の大まかな形状が取得できれば十

分ということであれば 10 点／㎡も記載の範囲とすることができる。 

2)詳細設計での利用 

 必要となる点群データの密度は 1000 点／㎡を標準とする。表面の凸凹などの性状やフェンスなど

の付属物の情報が不要であれば 100 点／㎡も記載の範囲とすることができる。 
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3)設備維持管理 

 必要となる点群データの密度は 1000 点／㎡を標準とする。100 点／㎡は利用不可。 

(2)道路 

1)概略設計での利用 

・必要となる点群データの密度は 1000 点／㎡を標準とする。道路本体の形状が概ね取得できれば十

分ということであれば 100 点／㎡も記載の範囲とすることができる。 

2)詳細設計での利用 

・必要となる点群データの密度は 1000 点／㎡を標準とする。100 点／㎡は利用不可。 

3)設備維持管理での利用 

・必要となる点群データの密度は 1000 点／㎡を標準とする。100 点／㎡は利用不可。 

(3)地形 

1)地図情報レベル 500 での利用 

 必要となる点群データの密度は 1000 点／㎡を標準とする。地形の他に道路や建物などの構造物が

概ね取得できれば十分ということであれば 100 点／㎡も記載の範囲とすることができる。 

2)地図情報レベル 1000 での利用 

 必要となる点群データの密度は 100 点／㎡を標準とする。地形の起伏が取得できれば十分という

ことであれば 10 点／㎡も記載の範囲とすることができる。 

2)地図情報レベル 2500 

 必要となる点群データの密度は 10 点／㎡を標準とする。構造物の判読が不要であれば 1 点／㎡も

記載の範囲とすることができる。 

 

2.2 地物別、目的別に必要な点群密度と取得方法 

 対象地物と利用目的別に必要な点群取得密度の標準的な関係を表で示す（表４-5）。 

 

表４-5 目的別の必要点群密度と取得方法 

目的 
対象地物 

擁壁 道路 地形 

概略設計 

地図情報レベル 2500 の地形判読 

100 点／m2 

移動計測車両レ
ーザ計測 

 

1000 点／m2 

移動計測車両レ
ーザ計測 

地上レーザ計測 

10 点／m2 

航空レーザ計測 

 

詳細設計 

地図情報レベル 1000 の地形判読 

1000 点／m2  

移動計測車両レ
ーザ計測 

地上レーザ計測 

1000 点／m2  

移動計測車両レ
ーザ計測 

地上レーザ計測 

100 点／m2  

移動計測車両レーザ
計測 

 

維持管理 

地図情報レベル 500 の地形判読 

1000 点／m2  

移動計測車両レ
ーザ計測 

地上レーザ計測 

1000 点／m2  

移動計測車両レ
ーザ計測 

地上レーザ計測 

1000 点／m2  

移動計測車両レーザ
計測 

地上レーザ計測 
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3.データ品質 

 データ品質は①完全性、②論理正確度、③位置正確度、④時間正確度、⑤主題正確度について要求

水準を定める。①完全性については点の存在範囲と密度が満たされていることを要求水準として示し、

②論理正確度については書式、データ構造、記載内容が正しいことを要求水準として示し、③位置正

確度については水平・標高方向に対して絶対位置正確度の要求水準を示す。④時間正確度、⑤主題正

確度については必要に応じて要求水準を示す。 

 

4.データ書式 

 作成すべきデータの書式・符号化規則、および媒体について示す。 

 

5.メタデータ 

 メタデータに記載すべき事項、メタデータ書式について示す。 
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第５章 まとめと今後の課題 

 本研究助成成果により以下事項が明らかになった。 

・ 構造物の３次元形状を計測する手法として移動計測車両レーザ計測と地上レーザ計測が有効で

ある。特に地上レーザ計測の場合は移動車両計測を大きく上回る点密度を得ることができ、地上

の任意地点に設置できるため、極めて詳細な構造物の全貌を再現することができる。 

・ 測定の正確度については、地上レーザのベンチマークテストから距離 50m 地点からの計測であ

っても構造物形状については 1-2cm の精度で再現できることが確認された。トータルステーショ

ンで計測する場合（ノンプリズム方式）においても同程度の精度であり、トータルステーション

による計測を地上レーザ計測に置き換えることも可能であると考えられる（今後、実際の計測デ

ータさらに収集して実証する必要があるが）。 

・ 航空レーザ計測も含め、異なる計測方法によるそれぞれのレーザ計測データは垂直方向で数 cm

以内の精度で整合する。水平方向については対応点が存在しないため正確な値は得られないが概

ね 10-20cm 程度の精度と考えられる（垂直方向の整合性から類推）。 

・ 地物のうち構造物の形状把握については、概ね 100 点／㎡の点密度があれば形状は抽出できるが、

高精度(1-2cm 程度)に、かつ構造物の性質（材質や劣化状況など）を把握するためには 1,000 点

以上／㎡の点密度が必要である。ただし構造物の劣化状況の詳細は同時に取得する写真画像によ

り判読することも必要となる。 

・ ３次元点群データを基に地物（構造物形状）は自動的に抽出可能であることは明らかになった。

今後CIMに必要となる高精度なCADデータを効率的に生成できる可能性が十分にあることが確

認できた。 

 

 一方、今後の課題は以下の通りである。 

・ 本研究では構造物の計測精度の検討は、地上レーザ計測のベンチマークテストにて実施し、具体

の数値を得ることはできたが、実際の構造物の計測精度は確認するに至らなかった。移動計測車

両レーザ計測データは地図情報レベル毎の精度管理手法（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））が定められているが、実際の構造物形状計測にお

ける精度管理については改めて計測データに基づいて整理する必要がある。 

・ 本研究では構造物として道路・擁壁を対象としたが、これら以外の構造物についてもフィールド

実証が必要であり、仕様書案における対象となる構造物のリストを拡充させる必要がある。 

・ 構造物形状の自動抽出は今後の自動化技術として極めて有効な手法と考えられるが、屋内の直線

的な構造物（床、壁、天井など）と比較して構造物形状は曲面も多々存在する。曲面の再現する

ための論理式等、今後開発が必要である。 

・ CIM で３次元データを利用するために、詳細設計のための地形図、既存の設計図、竣工図等の利

用も不可欠であり、これら既存のデータと３次元点群データの整合性や融合について、今後検証

を行う必要がある。 

 

以上 
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Although laser metrology is the method of obtaining efficient three-dimensional data, data 
volume increases, so that data is detailed.  
There is the characteristic in aviation laser measurement data, move measurement vehicles 
laser measurement data, and ground-based laser measurement data, respectively, it is properly 
used according to the use purpose, and compounding data depending on the case is also 
considered.  
By this research, the desirable three-dimensional data measurement specification according to 
the purpose was arranged about measurement of geographical feature or structure form, and 
the data acquisition specification proposal was examined.  
The ground-based laser measurement technique is the technology to which it becomes clear that 
accuracy almost equivalent to Total Station measurement is acquired, and it should pay its 
attention in a field from now on at this rate.  
Moreover, the automatic generation technique of the structure form based on three-dimensional 
data was also considered, and it was shown clearly that it can use by improvement of logic, etc. 
from now on. 
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【研究目的】 

 様々な社会基盤設備の設計・施工・維持管
理において既にＣＡＬＳ／ＥＣが導入され、

電子化された空間情報の利用が進められてき
た。高精度なＧＮＳＳ測位を伴う高密度レー

ザ計測による３次元空間データを利用するこ

とで、さらに効率的な利活用が見込まれる。 
 レーザ計測は航空機搭載型、地上据え置き

型、車両による移動計測型（ＭＭＳ）などの
方法があり、必要な計測範囲とデータ密度に

より選択される。ＣＩＭで利用するために

は、これらレーザ計測データを組み合わせる
ことで効果が得られると考えられるが、次の

課題が想定される。 
●異なる方法により取得されたレーザ計測デ

ータを不整合なく重ねる方法が未確立であ
ること 

●構造物を計測する場合、データが高密度で

あっても必要箇所のデータが得られないこ
と 

本研究はこのような背景と課題を踏まえ、Ｃ
ＩＭに向けた高密度３次元空間データの利活

用について実証実験を行うものである。 

 
【研究手順】 

ＣＩＭに活用する３次元データには、トー
タルステーションを用いた現地測量成果、航

空レーザ計測データ、地上レーザ計測データ
等、複数の３次元データが考えられ、今後３

次元データを活用するためには、各データの

結合や設計・施工時への利用に関する検証が
必要となる。 

そこで３次元データの有効性を検証するた
めに以下の検討を行う。 

①計画・設計段階より施工・維持管理段階ま

で活用できる３次元データの整備を目的
に、各種既存データを用いた計測精度に関

する比較検証を行い、各種データの課題点
を抽出する。 

②レーザ計測を利用する際の課題点として 
 

 

 

想定される構造物端部(鋭角部)のデータ取

得に関するフィールド実験を行い、出来形
計測に利用する際の課題を明らかにすると

ともに対策方法について概略検討を行う。 
③上記実証実験の結果に基づき、今後ＣＩＭ

で活用可能なレーザ計測方法について標準

仕様を検討し、その概要を取りまとめる。 
 

【研究成果】 
 ＣＩＭモデル作成における構造物形状の抽

出においては、レーザ計測の方法によってメ

リットとデメリットがあるため、計測対象に
よって方法を選択することが望ましい。本研

究では、航空レーザ・地上レーザ・ＭＭＳそ
れぞれの計測方法のメリットとデメリットを

まとめ、点群データの疎密・色付け・反射強
度によって構造物・地形・道路形状の抽出に

資する仕様作成の基礎を検討して、最低必要

な点群データ密度等の指針をまとめ、さらに
構造物形状の自動抽出を試みた。 

 
【研究の新規性、研究成果の活用】 

レーザ計測は効率的に詳細な３次元データ

を取得する方法であるが、詳細であるほどデ
ータ量が増大する。本研究における検討は形

状の正しさだけでなく、データの運用コスト
も考慮したものであり、様々な社会基盤設備

の設計・施工・維持管理において効率的な利
活用が見込まれる。 

地形形状、構造物形状に対し、それぞれの

利用目的に応じた、必要となる３次元計測デ
ータ仕様について検討し、航空レーザ・地上

レーザ・ＭＭＳそれぞれの特性にも配慮して
整理した。 

さらに、構造物形状の自動抽出技術は、Ｃ

ＩＭモデルを作成する上で今後重要な技術と
して位置づけられる。 

本研究が、ＣＩＭモデル作成の基礎となる
レーザ計測による点群データ取得の指針作成

の基礎研究となるものと考える。 
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