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空中計測・マッピング部会活動報告

空中計測・マッピング部会（レーザ WG）活動報告

空中計測・マッピング部会　部会長　畠 周平

空中計測・マッピング部会　レーザＷＧ長　横尾 泰広

　空中計測・マッピング部会は、2017年度にお
ける登録会員企業49社です。部会は隔月開催
で年6回開催しており、部会長以外に3人の副
部会長により運営されています。
　部会に属す4つのワーキング・グループ（以下、
WG）が活発な活動を行っています。

①レーザWG　2000年〜
②MMS_WG　2010年〜
③図式検討WG　2015年〜
④ドローンWG　2017年〜
各WG活動の詳述は、WG長より後述します。
部会全体の2017年度上期における主対応は、

i-Construction（国土交通省大臣官房技術調査
課、国土地理院）、LPによる定期縦横断測量

の代替手法検討（国土交通省水管理・国土保
全局河川計画課、国土技術政策総合研究所）、
3次元総プロ（国土地理院）、日韓空間情報交
流会（韓国空間情報産業組合、写真1）の対応
を行ってきました。
　建設革命におけるIoT技術の活用は、センサ、
データ処理技術が日進月歩のスピードで進化し
ています。その先進技術に先人達が培った既
往の測量手法や精度を解釈して、整合できる
標準マニュアル等を策定しなければなりませ
ん。空中計測・マッピング部会は技術だけでな
く制度も含め、各社のエキスパートにより行政
サイドの課題に対応しています。

写真１　日韓空間情報セミナー（2017.8.30 ソウル）
※前日にミサイルが北朝鮮より発射されたが、斉藤専務理事含む部会6名の参加に対し敬意がありました。

1．はじめに
　空中計測・マッピング部会レーザWG（以下、
本WG）は、航空レーザ測量システムを保有す

る会員企業11社（2017年9月現在）で活動を行
なっております。本WGのこれまでの活動として、
航空レーザ測量の黎明期に「航空レーザ測量に
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よる数値地図5mメッシュ（標高）作成作業規程」
の検討を行いました。その後、技術普及活動と
して「図解　航空レーザ計測 −基礎から応用
まで−」（2008年）や「航空レーザ測量による災
害対策事例集」（2013年）を刊行いたしました。
また、航空レーザセミナー（現、地理空間計測・
活用技術セミナー）を主催し、航空レーザ測量
だけでなく3次元データの活用普及のテーマで
最新事例の紹介などもおこないました。

2．活動報告
2.1　航空レーザ測深マニュアル作成

　近年の計測技術として、海底・河床を計測す
る図1に示す航空レーザ測深（ALB）が導入され、
河川での横断測量や海岸で汀線測量等に適用
されつつあります（図2、図3参照）。航空レー
ザ測深は水陸をとわず広範囲を高精細に3次元
計測できる利点があります。一方で例えば水質
によって欠測が発生するなどの課題があります。
そこでレーザWGでは、航空レーザ測深の精度
検証などの資料を集約しマニュアル作成を進め

ております。航空レーザ測深のマニュアルには
作業手順、精度検証手法、点検手法とその数
量等を定める予定です。
　また、新たな手法であることから技術解説す
る補足資料や製品仕様書も同時進行で作成し
ています。

2.2　航空レーザによる定期横断測量への適用

　航空レーザ測量や航空レーザ測深が面的に3
次元計測する特徴を活かした横断図調製手法
を検討しています。

図1　ALBの概要図 図2　河口部でのALBの計測事例
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図3　ALBの海岸部計測の事例

図4　ドック内に水を注入しALBを検証する作業の様子

2.3　航空レーザ測量データポータルサイトの

改修・更新

　航空レーザ測量の整備範囲を地図上に整理
した「航空レーザ測量データポータルサイト」
をより早く、簡便に検索できるように改修・更
新を行います。

3．今後の活動 
　航空レーザ測深は、関係各所で注目されてい
る新技術です。今後も「地理空間計測・活用技
術セミナー」等で事例報告を行ってまいります。
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空中計測・マッピング部会（MMS_WG）活動報告

空中計測・マッピング部会　MMS_WG副WG長　阿部 亮吾

1．はじめに
　空中計 測・マッピング部会MMS_WGは、
2016年3月現在、会員企業32社で活動を行なっ
ております。
　2012年度に国土地理院より「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）」が公開されました。
MMS_WGでは、同年にMMSの活用を目指して

「MMS応用WG想定事例集」を作成いたしまし
た。2015年には、測技協発行の「平成27年度
版 公共測量積算ハンドブック」に「移動計測車
両による測量」として掲載されました。2016年
には、国土地理院発行の「公共測量−作業規
程の準則−（以下、作業規程の準則）」に車載
写真レーザ測量として掲載されました。
　現在、市場ではMMSの計測技術が定着化し
ております。MMS_WGでは、さらなる利活用
を進めるなかで、MMSガイドブックの作成、
航空レーザと車載写真レーザセミナーの開催、
製品仕様書と品質評価表等のJPGIS準拠を中
心に活動いたしました。

2．2016年度MMS_WG活動
　WG開催の日程と概要は表1の通りです。

3．MMSガイドブックの発行
　MMS_WGではさまざまな分野でMMSの利
活用が進むことで業界全体の技術力向上や業
務領域の拡大に資することを目的として「MMS
応用WG想定事例集」を作成いたしました。現
在では、その想定事例集に記載された内容を
含む多岐にわたる分野でMMSが利用されてお

り、また機器性能も向上しております。そのため、
さらなるMMSの利活用を推進することを目的と
して、MMS概要と機器一覧表、利活用事例を

「MMSガイドブック（車載写真レーザ測量の手
引き）」としてまとめました。このガイドブック
は測技協のHPから無償でダウンロード可能と
なります。

4．MMS製品仕様書と品質評価等のJPGIS
準拠

　MMSは平成28年3月31日改正の「作業規程
の準則」に数値地形図作成の作業手法として
新たに追加されました。
　それに伴い、今後は公共測量で使用される

MMS_WG第1回　2016年4月27日

・準則への記載の報告
・MMSガイドブックの最終整理
・今年度の活動テーマ

MMS_WG第2回　2016年6月24日

・MMSガイドブック発行
・MMS積算ハンドブックマクロ化

MMS_WG第3回　2016年9月20日

・予測誤差検証場所の決定・準備
・航空レーザと車載写真レーザセミナー実施

MMS_WG第4回　2016年11月1日

・予測誤差検証場所の準備

MMS_WG第5回　2016年12月14日

・製品仕様書と品質評価表等のJPGIS準拠

MMS_WG第6回　2017年1月12日

・製品仕様書と品質評価表等のJPGIS準拠

MMS_WG第7回　201７年2月24日

・製品仕様書の確認

表1　MMS_WGの活動概要
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頻度が増えると考えられるため、測量成果の
データ構造を記述した製品仕様書と品質評価
表を作成することが必要となります。
　当WGでは、測技協が国土地理院より受注し
た「平成28年度地理情報標準に関する調査検
討業務」の作業の一環としてMMSの測量成果
に対して、JPGISに準拠した製品仕様書とそれ
に定められた品質を評価するための品質評価
表の内容を検討し、サンプルを作成致しました。

5．2017年度のWG活動
　昨年度から検討している予測誤差の検証作
業を進めております。また、「作業規程の準則」
の利用に関する意見集約や応用測量分野への
適用について検討を実施しております。

図1　MMS ガイドブック（車載写真レーザ測量の手引き）

図2　製品仕様書サンプル

図3　品質評価表サンプル
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地図情報レベル10000図式検討ワーキングの報告

空中計測・マッピング部会　図式検討WG長　水野 誠司

1．はじめに
　従来、公共測量の地図情報レベル10000図
式は公に規定されたものがなかったため、社団
法人全国測量業協会（現：一般社団法人全国
測量設計業協会連合会）が作成した縮尺別標
準図式等を参考に、計画機関毎に図式を定め
地形図を作成していました。
　平成20年の公共測量作業規程の準則改定で
地図情報レベル500から5000までの公共測量
標準図式が整理されました。しかし、地図情報
レベル10000については、基本測量の1万分1地
形図図式を標準にすると規定されています。こ
の1万分1地形図図式は、国土地理院刊行の1万
分1地形図の多色の図式表現を規定したもので
あり、都市計画図の用途地域等の主題表現を
加えることを想定した白図表現主体の公共測量
成果ではありませんでした。
　これより、地形図での図式表現は従前どおり
縮尺別標準図式や公共測量標準図式等を参考
として、作業機関が計画機関と協議して定めて
いました。そのため、計画機関ごとに図式が異
なるだけでなく、数値地形図の修正測量時に
作業機関が変わることで図式が異なるような課
題が発生しました。
　このような課題を解消するため測量成果の第
三者検定機関である公益社団法人日本測量協
会の発案で、公益財団法人日本測量調査技術
協会　空中計測・マッピング部会図式検討ワー
キング（以下、WGとする。）は、共同で公共測
量の標準となる地図情報レベル10000標準図式
案を新たに策定することにしました。

2．WG活動概要
　昨年度のWG活動には公益社団法人日本測
量協会及び部会参加企業より6社の参加があ
り、全5回開催しました。第1回WG（平成28年
1月8日）及び第2回WG（平成28年2月17日）で
現状の課題整理と策定方針を検討しました。第
3回WG（平成28年6月9日）では課題を踏まえて
①検討方針②工程立案③役割分担等を確定さ
せ、第4回WG（平成28年9月8日）までの期間に
おいて次項で示す5項目に関する検討を実施し
ました。
　参加メンバーは以下の通りです。
　津留宏介、生巣国久（公益社団法人日本測
量協会）、水野誠司（中日本航空株式会社）、
小野隆（朝日航洋株式会社）、荒木慶喜（株式
会社アドテック）、礒部浩平（国際航業株式会
社）、若林稔幸（株式会社パスコ）、鈴木敬子（株
式会社東京地図研究社）（敬称略、所属は活
動時点）

3．検討内容
3.1　総則の作成

 内容は公共測量標準図式を参考にしました。
作成手法は、新規作成及び縮小編集（地図情
報レベル2500から）の二種類を考慮して検討し
ました。また、従前は公共測量標準図式の適
用欄に記載されていた図式の長さ、大きさ、幅
等の定量的記載の内、共通事項については、
総則に整理して記載しました。

3.2　記載する地図記号

　地図情報レベル10000で採用する地図記号に
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ついては、公共測量標準図式　地図情報レベ
ル2500・5000を基に、1万分1地形図図式の地
図記号も参考にしました。以下は公共測量標準
図式から加除した図式の事例です（4桁の数字
は図式分類コード）。

• 追加した図式：2107トンネル内の道路、2430
地下の駅（表1参照）

• 削除した図式：3401門、3402屋門、4204路
傍祠、4205灯ろう

3.3　図式の形状、大きさ、配置密度

　見栄えや見やすさを考慮し、地図記号の大き
さは、公共測量標準図式　地図情報レベル
2500・5000の地図記号の大きさの80%を標準
としました。その他以下の数値を標準としまし
た。

• 文字を記号化したものは注記の字大との整
合を考慮し75%とする

• 大きさは少数点2桁目を最小単位とする

• 地図記号の大きさの許容誤差は図上±0.2㎜
以内とする、表現上やむを得ないものは景
況に応じて図上±0.2㎜まで拡大縮小できる
ものとする

3.4　図式の線号

　本項も地図自体の印象を大きく左右するもの
です。公共測量標準図式及び縮尺別標準図式
を参考にした線号を用いて地図を作成し、異な
る線号で繰り返し紙に出力して最適な線号を設
定しました。

3.5　図式の適用欄記載内容

　図式一覧表の適用欄への記述内容を検討す
るにあたり1万分1地形図図式、公共測量標準
図式、平成24年電子地形図25000図式を参考
にしました。総則に取りまとめて記載すること
を前提に、可能な限り定量的な数値の記載を
回避した表現としました。

表1　地図情報レベル10000標準図式案抜粋　新設図式「地下の駅」
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4．地図情報レベル10000図式案の作成
　第5回WG（平成28年12月15日）において総則

（案）及び標準図式（案）を取りまとめ、地図情
報レベル10000図式（案）を作成しました。本
成果は平成29年1月17日に国土地理院企画部測
量指導課との意見交換会において報告し理解
を得ました。

5．おわりに
　本成果により公共測量におけるデジタルの地
図情報レベル500 〜地図情報レベル10000の標
準図式が整備されたことになります。これによ
り公共測量での標準化が促進されると共に、
今後の地図編集・編纂事業の効率化に寄与す
ることを期待します。なお、本WG活動成果は、
今後図書として発行する予定です。

■参考文献
１）国土交通省国土地理院：平成24年電子地

形図25000図式、2014年
２）国土交通省国土地理院監修：公共測量作

業規程の準則、公益社団法人日本測量協
会、2016年

３）建設省国土地理院監修：1万分1地形図図
式、社団法人日本測量協会：1986年

４）社団法人全国測量業協会：縮尺別標準図
式、1972年7月

５）三重県市町総合事務組合：三重県共有デ
ジタル地図、2013年
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無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた
出来形管理要領（土工編）（案）について

空中計測・マッピング部会　ドローンWG長　小林 雅弘

1．はじめに
　無人航空機（以降UAVとする）による航空レー
ザ測量が注目され始めており、i-Construction
に基づいたICT施工現場での活用方法の具体
化が進められ、国土交通省は平成29年3月に「無
人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出
来形管理要領（土工編）（案）」（以降出来形管
理要領とする）を公表した。
　測技協ドローンワーキング（以降ドローン
WG）では、UAV並びに航空レーザ計測に精
通したメンバーによりこの出来形管理要領の内
容を確認し、実際の施工現場で想定される問
題や課題を整理した。これらドローンWGの意
見は、出来形管理要領の作成を担当されている
国土交通省との意見交換会で報告し、今後の
出来形管理要領の改訂等のための、検討材料
とされることとなった。

2．出来形管理要領に対する検討
　先に公開された空中写真測量による出来形
管理要領においては、その測量手法や手順、
精度管理方法について、国土地理院の「UAV
を用いた公共測量マニュアル（案）」を準用する
とされていた。しかし今回のUAVレーザによる
出来形管理要領は、国土地理院のマニュアル
が公開される前に作成されたため、準用するマ
ニュアルが存在しない。また、レーザスキャナ
を搭載したUAVは市場への普及が始まったば
かりで運用実績が少なく、これを利用した測量
業務の実績のみならず公表される精度等の検
証結果も少ない。このことから、作成には大変
な苦労があったと想像されるが、ICT施工の現

場での早期の活用を推進すべく、測技協ドロー
ンWGにおいて内容の検討を行った。
　意見の多くは調整用基準点との較差、コース
間較差等の精度制限に関するものであった。
土工に求められる精度で計測するためには出
来形計測における精度確認試験で水平・標高
ともに2㎝の精度が必要とされている。現在の
公共測量作業規程の準則における航空レーザ
測量では25㎝である。UAVに搭載されている
小型のレーザ計測システムでは、計測精度に大
きく影響するGNSS/IMUとレーザスキャナの測
距・測角の精度が航空機のものより劣ることか
ら、要求精度は非常に高いものと言え、現状の
計測システムで実現可能かどうかの確認を要す
るとした。
　その他の意見としては、点群密度の規定、
対空標識設置方法や形状、使用機材の性能等
について、様々な意見を収集した。

3．国交省との意見交換会
　国交省との意見交換会において、ドローン
WGで集約した意見を提出し、同時にその内容
について詳細な説明を行った。ただし精度制限
についての具体的な数値を示したり、その他の
意見に対しても早急に改定すべきかどうかの結
論に至るには、実証実験の蓄積、様々な計測
システムの違いの整理がされていないなど、課
題が残っていることから、引き続き検討し、再
度議論の場を設けることとした。

4．おわりに
　UAVレーザ計測は新たな測量手法として有
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望であることは疑いがないが、精度をはじめ植
生下の地形取得能力などの発注者や施工業者
の不安材料を取り除き、測量業者が安心して
UAVレーザを活用するためにも、より明確かつ
矛盾のない出来形管理要領が必要である。
　そのためにも、出来形管理要領をはじめ、

国土地理院のUAVレーザを公共測量に使用で
きるマニュアルや、日本測量機器工業会のUAV
測量（評価）試験方法研究作業部会による
UAVの評価・検証するためのテストサイト設置
方法の標準化等に対しても、測技協およびド
ローンWGは貢献するべく活動していく。




