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1.

はじめに
従来、航空レーザ測量は森林管理や林業分野に

おいて、利用されてきた。平成 24 年に林野庁測
定規程（以下、規程）1）の改定で航空レーザ測量
が追加された。航空レーザ測量の作業標準化に伴
い、今後、森林分野の利用が期待される。そこで、
本論文は、航空レーザ測量の技術を解説するとと
もに、最新の動向を紹介する。なお、航空レーザ
．．
．．
測量の同義語として航空レーザ計測が用いられて
．．
いる。本論文では、規程に従い「航空レーザ測量」

図 1 航空レーザ計測の概念図

は計測から地形データ作成の業務全般を示し、
「航
．．
空レーザ計測」は計測作業のみを指す。
2.

航空レーザ測量とは 2)

合の調査に用いられている。
3.

空中写真測量との違い

航空レーザ測量は、航空機から地上に向けてレ

航空レーザ測量の最大の特徴は、森林部でも地

ーザを照射し、地表面や地物で反射した地点の三

面を直接計測できる点である。従来の空中写真測

次元データを取得する測量技術である。航空レー

量では、樹木で地表面が見えない場合は樹高を勘

ザシステムは、GNSS/IMU 装置、レーザ測距装

案し、地盤高を取得するため、現地と整合しない

置、この３つのセンサで構成される。

等の課題があった。一方、航空レーザ測量は、地

GNSS/IMU は、航空機の位置、加速度、角速

盤を直接計測する特長とその計測密度の高さから、

度を航空レーザ計測時にリアルタイムで記録し、

図 2 に示す通り、従来手法より細密な地形表現が

後解析によってセンサの位置・姿勢情報を詳細に

可能である。

求めるものである。求めた航空機の位置・姿勢デ
ータとレーザ測距の計測データを統合し、高精度
な地形データを取得する。

4.

航空レーザ計測に使用する航空機 3）
使用される航空機（プラットフォーム）は、固

また、日本国内で稼働する航空レーザシステム

定翼（セスナ）と回転翼（ヘリコプタ）が主とし

のほとんどは、2,000 万画素以上のデジタルカメ

て用いられる。回転翼は低速飛行を活かした高密

ラを搭載し、航空レーザ計測と同時にカラーデジ

度計測（数 10 センチ密度）や、低空飛行による

タル空中写真を撮影する。カラーデジタル画像に

フライト機会増加の利点がある。ところが、回転

加えて、近赤外線画像を同時撮影可能な機材もあ

翼の運航費用は固定翼の数倍を要する。一方で固

り、それを利用した地物判読や樹種区分や活性具

定翼は、その運行速度の速さから、計測条件にも

沢を明瞭に表現

図 2 空中写真測量の地形図(左)と航空レーザ測量による地形図(右)との違い

表1

航空レーザ計測に用いる航空機の例※

比較項目

固定翼

回転翼

代表的な
機種

CESSNA C208（キャラバン）

アエロスパシアル AS350B1

飛行速度

・200～280km/h 程度

・40～170km/h 程度

用途の
適正
計測密度

・大面積作業に適する。
（数十 km2～数千 km2 ）
・2m～1m 間隔の計測を効率的に実施

・特定地域の詳細調査に適する。
（数 km2 ～数百 km2）
・固定翼と同様の計測密度が対応可能。
・50cm 間隔以下の高密度計測に適する

飛行高度

・高高度飛行のため天候（雲）の影響を
受けやすい。

・低高度飛行の場合、固定翼より天候の
影響を受けにくい。

高度変化
航続時間

・基本的に等高度水平飛行。
・5～6 時間（１フライトあたり）
・航続距離が長い。空港の遠隔地でも
容易に到達し、計測が可能。

・地形に沿った計測が可能。
・2～3 時間（１フライトあたり）
・空輸に時間がかかり、現地ヘリポート
が必要なこともある。

その他
特徴

・高解像度デジタルカメラ等の他のセン ・センサを側方に傾けて設置することで、
サを搭載し、同時計測することも可能。
直壁や急崖を詳細に計測できる。

※航空レーザ測量による災害対策事例集を参考にし、一部修正を加えた。

よるが１日で百数十 km2 を計測できる。それぞ

5.

航空レーザ測量の成果品

れ、目的・対象地域に応じて使用する航空機を検

規程では、基本原図データファイルの作成（成

討する必要がある。表 1 にプラットフォームの比

果品作成項目）項目は下記と定められている。本

較を示す。

項では成果品内容を概説する。

一 オリジナルデータ

隣法、クリギング(Kriging)や IDW 法等を用いる

二 グラウンドデータ

場合がある。

三 グリッドデータ
四 水部ポリゴン

④写真地図データ（簡易オルソフォト画像）

五 写真地図データ

写真地図データとは、航空レーザ計測と同時に

六 位置情報ファイル

撮影した空中写真を外部標定要素と数値標高モデ

七 等高線データ

ルによって正射投影画像に変換し、モザイクした

八 格納データリスト

画像である。中心投影に伴う幾何学的な歪みが補
正され、位置情報を有することから地図データと

①オリジナルデータ

重ねあわせ表示ができる。

オリジナルデータとは、航空レーザ計測データの
解析処理によって得られるランダムデータである。

⑤その他の成果

空気中の塵等の影響によるノイズデータを除去し、

・水部ポリゴンデータ：航空レーザ計測は、その

各種の精度検証を経て作成される。標高精度は、

原理から水中部の計測が困難である。しかし、

調整用基準点と呼ばれる現地検証点と比較し、

水面を計測する場合がある。地表面と区別する

±25cm 以内と定められている。このオリジナルデ

ため水部の範囲を明示するデータを作成する。

ータには、樹木の樹冠部や家屋の屋根などの三次

・低密度ポリゴンデータ：竹林や樹冠がうっ閉す

元座標が含まれており、樹高等の森林解析に用い

る林分は、レーザ光が地盤面まで届きにくい、

られる。

あるいは、全く届かない。このような箇所は、
地形データの精度が著しく劣化する。公共測量

②グラウンドデータ

作業規程の準則 4)では、精度的な観点からデー

グラウンドデータとは、オリジナルデータをフ

タ使用に注意を促すため、グラウンドデータ点

ィルタリングと呼ばれる処理を行い、地表面以外

が纏まって存在しない箇所はポリゴンデータを

の地物データを除去した点群データである。地物

作成し、低密度であることを示すデータを作成

データは、交通施設、建物、送電線等、植生（主

すること規定している。

に樹木）等と規程に定義されている。また、フィ
ルタリングは自動処理と手動処理がある。自動処

6.

理では完全に地物データを除去できないため、自

6.1.

航空レーザ測量の留意点
植生の繁茂による影響

動処理のエラーを手動処理によって修正するのが

山間部の計測において、下草や樹木が阻害物と

一般的である。このグラウンドデータは地表面を

なるため地盤面の計測が難しくなる。植生の繁茂

測量したランダムデータであるため、微地形を表

状況によって、グラウンドデータやグリッドデー

現していることから縦横断図や等高線図に用いら
れる。
樹木
③グリッドデータ
グリッドデータは、グラウンドデータの内挿補

地盤面

間によって作成される格子状の標高データである。
メッシュデータとも言われる。内挿補間法は、直
線補間である TIN が一般的な手法であるが、使用
目的及びグラウンドデータの密度を考慮し、最近

図 3 フィルタリングによって樹木と地面に分割
されたオリジナルデータ

6.3.

天候による計測阻害条件

航空レーザ計測は、降雨・降雪以外の天候であ
れば、原理上計測可能である。しかし、有視界飛
行方式の航空機に搭載していることから、航空機
が飛行できる気象条件下でなければ計測は難しい。
以下に航空機の障害事項を記載する。
・視程（見渡せる距離）が 5km 未満の場合は飛
行できない。
・強風等によって飛行の安全に支障が出る場合は
飛行できない。
・空港と計測対象地域、その経路上の天候が良好
でなければ飛行できない。
その他、雲はレーザを反射するため、計測の障
害となるが、雲の下を飛行できる場合は計測には
支障がない。
6.4.

レーザの特性による阻害条件

航空レーザシステムは、近赤外線を用いる機材
が殆どである。
近赤外線は水域での反射率が低く、
データ習得が難しい。このため、河川、湖沼にお
いてデータの欠落が生じやすい。また、水中はデ
図 4 グリッドデータの表現例(上)と写真地図(下)

ータを取得することができない。一方でうねりや
波立つ水面では、水面を計測できる。

タの地形表現の精細さは大きく左右される。一方

加えて、新設のアスファルトやソーラーパネル

で、樹高や林冠の状況を精細に調査する場合は、

など、黒色の物体にはレーザを吸収する性質があ

繁茂期にレーザ計測した方が樹形を正確に取得で

り、欠測となる可能性が高い。黒色の物体が計測

きる。従って、地盤面を計測する適切な時期は、

対象の場合は、
低高度計測等の工夫が必要である。

落葉する秋から春先の萌芽までが望ましいが、積
雪する地域は積雪後の地表面計測ができなくなる

6.5.

ことから落葉から積雪まで、もしくは融雪から萌
芽までの短期間で計測することが望ましい。

その他の阻害条件

国内には飛行制限のかかる空域が多数あり、運
航の前に、
関係機関への申請が必要となる。
また、
自衛隊訓練空域や射撃訓練空域等の飛行許可は、

6.2.

積雪による影響

航空レーザ計測では、積雪箇所の表層面を計測

特に得にくいため、計測は余裕を持った工程計画
が望ましい。

するため、その下の地盤面を計測することができ
ない。その下の地盤面を計測するには、融雪・除

7.

雪を待つしかない。一方で、積雪期のレーザ計測

7.1.

データと別途計測した無雪期のレーザ計測データ
を差分計算により積雪量を調査できる。

航空レーザ測量の精度
点群密度と地形図縮尺の関係

規程では森林地図情報レベル（縮尺）と計測密
度の関係は以下のとおりである。目的に応じた計
測密度を検討する必要がある(表 2)。

は樹冠高モデルから標高段彩図※注を作成し、林冠
表 2 森林地図情報レベルと計測密度の関係

状態が類似する箇所を領域分割する手法である。

森林地図情報レベル

計測密度

どちらの手法を用いるかは地域や植生に適した手

1000

1m 以内

法を採用する。林小班毎の立木本数と平均樹高を

2500

2m 以内

算定すれば、林分密度管理図によって林分蓄積や
平均直径も推定できる。

7.2.

一方でスギ・ヒノキ等の人工林では、林分の樹

標高精度

規程ではグリッドデータの標高値の精度を表 3

冠が作成する空間体積と林分材積の間に高い相関

のとおりに定めている。グリッド格子内のグラウン

があることが知られており、広範囲の人工林の材

ドデータの有無、すなわち格子中心から離れた計

積推定に用いられている。図 5 に空間体積のイメ

測点の内挿では精度が劣化することを示している。

ージを示す。

表 3 グリッドデータの精度

30

25

標高値（標準偏差）

格子間隔内にグラウン 0.3m

20

樹高(m)

項目

15

10

ドデータがある場合
格子間隔内にグラウン 2.0m

5

0
0

9

17

24

37

44

水平距離(m)

51

58

64

樹高(m)

ドデータがない場合
7.3.

地盤到達度

上記の通り、グリッドデータの標高精度は、近
傍の計測点の有無によって影響される。
そのため、
地盤の計測密度が精度を左右する。特に山地斜面
は、下草や樹冠が地盤計測を阻害する要因となる
ことから、グラウンドデータの密度（地盤到達度）
が重要となる。使用に際し、グラウンドデータの
密度を確認する必要がある。
航空レーザ測量の利活用 5)

8.

図 5 単木抽出の例（上）と材積推定の例（下）

本章では森林資源量を把握する技術を紹介する。
解析によって、立木本数、樹高、林分材積、うっ
閉度、枝下高等の調査ができる。
8.1.

森林資源量の把握

樹冠と地盤面の標高差を用いて樹冠高モデルを
作成した後に梢端抽出法もしくは領域分割解析法
によって、立木本数を計算することができる。梢
端抽出法は、樹冠高モデルの点群分布状況から樹

※注：標高段彩図とは標高値に応じて異なる色を

頂を推定する手法である。一方、領域分割解析法

付与した図。
一般的に標高の高い箇所は、
暖色系、
標高の低い箇所は、寒色系で表現される。

図 6 階層構造の例
8.2.

図 7 鈴ヶ岳とその周辺の ELSAMAP

点群分布による階層構造の把握

森林域のオリジナルデータは高木の樹冠や地盤
面だけでなく中低木の樹冠や下草のデータも取得
している。オリジナルデータの垂直分布を階層ご
とに調べることによって、単層林・複層林や下草
の有無など林内構造を把握することができる。ま
た、高木の樹冠の階層と地盤面付近の階層の点群
分布状況から透過率を算出することで、林分のう
っ閉度を調査することができる。
8.3.

微地形表現図と治山施設の確認
図 8 治山ダムの表現例

航空レーザデータは点の集合であるため、点の
ままでは地形判読が難しい。そこで、GIS 等の地
形解析によってデータを可視化し、微地形表現図

8.4.

地形画像解析による微小変動の抽出

を作成する。微地形表現図は、赤色立体地図 6)や

２時期のグリッドデータから作成した地形画像

7) など開発されているが、本論文では

をマッチング解析することによって、面的な地形

ELSAMAP（カラー標高傾斜図）8)を紹介する（国

変状を把握できる手法を紹介する。本手法は地形

際航業株式会社 特許 4771459 号）
。

画像マッチングによる三次元変位ベクトル解析

陰陽図

9)

ELSAMAP は、グリッドデータからカラー色相

と称し、以下、3D-GIV(3D-Geomorphic Image

に割り当てた標高値と、グレースケールの明暗に

Velocimetry)とする（国際航業株式会社 特許

割り当てた傾斜量を透過合成したものである。こ

4545219 号）
。

の手法は，任意の地点の標高と斜面の傾斜度とい

3D-GIV は、レーザ計測データから作成した地

う、双方とも基本的な局所地形計測量である地形

形画像（主に傾斜量図が用いられる）をもとに一

情報を同時に表示するものであるが、それぞれの

定領域内の地形的特徴を自動追跡することによっ

計測量の意味を失うことがない。

て水平変位量（XY）を算出する。また、地形画像

図 7 には鈴ヶ岳（群馬県）山頂付近の微地形表

に対応する標高値を用いて鉛直変位（Z）を算出

現図と図 8 には治山ダムの表現例を示す。2 つの

し、三次元ベクトル図（XYZ 変位）を作成・表

図は 50cm 間隔のグリッドデータのため、崖錐斜

現する。理論上、グリッドサイズの 1/10 の変動、

面上の転石や治山ダムの水通し等詳細に表現して

すなわち 1m 間隔のグリッドデータであれば

いることがわかる。

10cm の変動を検出することができる。図 9 は荒

Before

After

画像マッチング解析

図 10 ウェーブフォームと従来法の違い
あった笹の密生地での地盤高計測や標高精度向上
が報告 11）されている。
9.2.

航空レーザ測深（ALB）

航 空 レ ー ザ 測 深 （ ALB ： Airborne Lidar
図 9 変動解析事例

Bathymetry）は、航空レーザ計測で使用する近
赤外レーザ（波長 1064nm）と、緑レーザ（波長
532nm）を水面に向けて照射し、水中の地形や構

砥沢大規模地すべりの北東における地震前後の地

造物等を測る 12）。測深深度は透明度や水の色に大

表面移動ベクトルを示した図である。地形の特徴

きく影響され、一般的には透明度の 1～4 倍とさ

的なパターンを自動追跡するため、岩盤の崩壊や

れている。現在測量船では困難な海岸付近や干潟

土石流など原型を留めない土砂移動は追跡できない。

の測深が行える一方で、数百 m の低高度からの計
測であるため、山間部での利用は難しい。

9.

航空レーザの最新動向

9.1.

ウェーブフォーム（波形記録方式）

波形記録方式とはひとつのレーザ発射パルスか
ら得られる反射光の強弱を波形として記録する方
式 10）である。図 10 に従来手法と比較した図を示
す。従来手法は、ひとつの発射パルスから最大で
４つの反射光を記録する方式である。複層林では
中低木からの反射で４つの記録域を使用するため、
地盤面の反射を記録できない課題があった。
一方、
ウェーブフォーム方式では、理論的にはすべての
反射を記録する。従って、植生が著しく繁茂する
箇所の地盤面からの微弱な反射も記録できる。波
形記録データの解析によって、従来法では困難で

図 11 航空レーザ測深の原理

9.3.

MMS（Mobile Mapping System）

MMS とは車両に搭載したセンサによって空間
情報を取得する移動体計測システムである。レー
ザスキャナ、デジタルカメラ、全方位カメラを搭
載し、道路および周辺の連続画像と 3 次元データ
を計測する。DMI と呼ばれる距離計測装置と
GNSS/IMU によって、車両とセンサの位置姿勢
を正確に求める。デジタルカメラ画像は縮尺
1/500 に対応したステレオ計測が可能である。現

図 14 Microdrones 社製の UAV

在は、道路台帳等の地形図作成等に用いられてい

ある。オペレータによる飛行や予め登録したコー

るが、今後は道路斜面防災やトンネル点検の適用

スに従ってフライトする自動飛行もできる。UAV

が検討されている。

用の航空レーザシステムが発表され、狭小範囲で
の計測において今後普及していくと思われる。
10. おわりに
航空レーザ測量による標高データは、国土の約
50%の範囲で整備された。その一部は、
「基盤地図
情報（数値標高モデル）5m メッシュ（標高）
」と

図 12 MMS の全方位画像

して、国土地理院の基盤地図情報ダウンロードサ
ービス 13)のページで公開されている。また、表示
ソフトウェアも同ページにて用意されている。手
始めとして基盤地図情報を利用し、航空レーザ測
量のイメージを確認することが重要かと思われる。
今日では、無料の GIS ソフトウェア（例として
QGIS）が急速に発展している。簡単な分析・解
析であれば、無料の GIS ソフトウェアで十分対応
できる。航空レーザ測量による標高データは、従
来よりも気軽に利用できる状況にある。最後に本
論文を通じて、航空レーザ測量の森林分野への適
用が少しでも増えれば幸いである。
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