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はじめに

効率的で計画的な国土利用や災害予防・防災対策の

充実、国民生活の良好な環境整備などをめざした国土

情報の管理には、地形情報をはじめとする各種の地理

情報を使いやすい形で管理し、監視・評価していくこ

とが必要とされる。

本研究は、このような背景から、地上に設置したス

キャン式レーザ測距儀により斜面地形を面的に計測

し、さらにモニタリングしていくためのデータ取得・

解析・表示手法・影響要因項目等を検討した。

１．研究項目

本研究の項目は次のとおりである。

地上型スキャン式レーザ測距儀による斜面地形計測

･解析における技術的検討

①地上に設置したスキャン式レーザ測距儀による斜面

地形計測･解析技術を実用化する上での課題とし

て、次の項目について技術的検討を加えた。

・対象物の色調差による影響（例えば、対象岩盤斜面

の構成岩石の色調や表土の色調等）

・ レーザ光に対する反射面の角度による影響

・ 対象物表面の湿潤差による影響（乾湿差等）

・ 障害物（植生・落石防護ネット等）の影響など

・ 他の測距儀による計測結果との比較

②技術的な検討にあたっては、これまでに実施してき

た研究（大規模斜面状況の効率的探査技術の開発に

関する研究作業1）～6)）成果を踏まえ、使用してきた

機器および新型のスキャン式レーザ測距儀と比較し

ながら検討した。

地上型スキャン式レーザ測距儀を用いた基礎的計測

実験･解析および評価

上記の技術的検討の内容を踏まえながら、地上型ス

キャン式レーザ測距儀を用い、建設省国土地理院内に

おいて基礎的な計測実験をした。

２．使用機器

本研究で使用した計測機器は、次の通りである。機

器諸元を表1に示す。
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写真１ 設定したカラー板

写真２ 45°に傾斜させたカラー板

３．計測実験対象

対象物の色調差による影響

色調差による計測結果の影響を検討することを目的

として、ベニヤ板に数種類のカラー画用紙を貼り、近

距離と遠距離から地上型スキャン式レーザ測距儀で計

測した（写真１）。

計測は次の２ケースとした。

・ケースＡ：近距離（約23m）からの計測

・ケースＢ：遠距離（約46m）からの計測

レーザ光に対する反射面の角度による影響

色調差による計測結果の影響を検討することを目的

として、 で使用したカラー板を斜め状態（45°に傾

斜）に設置し、同様の計測を実施した（写真２）。

対象物の湿潤差による影響

乾湿差による計測結果の影響を検討するために、国

土地理院地理調査実験棟の北東側壁面に散水し、湿潤

状態を変化させながら計測を実施した（写真３）。

対象物の微細形状の違いによる影響

同上の北東側壁面やその角に角材等を設置し、形状
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写真３ 湿潤状態を変化させた場合の壁面

（写真下部の細い縦枠が測線－Ａ）

を微細に変化させた場合の計測精度について検討した

（後述する写真5を参照）。

障害物による影響

実際の岩盤斜面を計測していく場合、落石防護ネッ

トなどによる計測結果への影響が予想される。このよ

うな視点から国土地理院敷地周辺にある野球用ネット

あるいはテニス用ネットなどを模擬的な障害物と仮定

して、地上型スキャン式測距儀による計測を実施し、

その影響を検討した。

他の計測機器との比較

地理実験棟の北東側壁面上に２測線を設定し、それ

に沿って計測用ミラーシールを貼り、設定したミラー

シール沿いの表面形状を次に示す各計測機器を用いて

計測した。

①トータルステーション

②ノンミラー型自動トータルステーション

③地上型スキャン式レーザ測距儀

４．対象物の色調差による影響

対象物の色調によって差異が生じる可能性がある計

測値として、①測定される距離、②距離測定値のバラ

ツキ、③信号受光強度の強弱などが挙げられる。前述

のカラー板の上下段から水平方向にそれぞれ2測線

（上段を測線－1とし、下段を測線－2とした）設定し

て、近距離（ケースＡ）と遠距離（ケースＢ）から計

測し、奥行き方向の距離および反射受光強度を読み

取った。図1～２には、近距離からの計測結果を示す。

図1は、横軸にカラー板方向の座標値、縦軸に画面

奥行き方向の距離を表す（グラフが右肩下がりである

のは、カラー板が測距儀に対して平行でないためであ

る）。図２は、横軸にカラー板方向の座標値、縦軸に

信号受光強度を表す。

取得された距離値への影響

近距離からの計測では、図1に示すように、特定の

カラーシートで測定距離値が変化するような影響は見

られなかった。遠距離の場合には、測線－1の黒色お

よび水色シート部で、他のカラーシートに比較し20mm

程度後方の測定結果となった。ただし、近距離からの

計測では、このような傾向は認められないため（図1

参照）、遠距離からの計測による誤差と考えられる。

以上のことから、色調の違いによる測定距離値への

影響はないものと考えられる。

取得された距離値のバラツキ

近距離からの計測では、距離値のバラツキは概ね50

mm内に収まっている（図1参照）。計測機器の測定

誤差±25mmとされており、本測定結果もこの範囲

にあるものと考えられる。また、遠距離からの計測で

も距離値のバラツキは概ね50mm内に収まっていた。

以上のことから、近距離では色調差による測定距離

値のバラツキはとくに認められないこと、さらには対

象物の距離が大きくなるほど、バラツキが大きくなる

傾向が認められた。

信号受光強度への影響

図2に示すように、黒色シート以外では、いずれの

カラーシートにおいても信号受光強度に差異は認めら

れない。ケースＡ、Ｂともに、他のカラーシートと比

較して黒色シートにおいて、信号受光強度が５～10％

小さくなっている。

以上のことから、黒色系は信号受光強度が小さくな

るが、他の色は信号受光強度に差異はないこと、対象

物の距離が遠くなるほど、信号受光強度が小さくなる

ことなどが認められた。
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図１ 色調差による計測結果（近距離からの計測）（奥行き方向の測定距離の場合）

（ａ）奥行き方向の測定距離

図２ 色調差による計測結果（近距離からの計測）（信号受光強度の場合）

（ｂ）信号受光強度

５．レーザ光に対する反射面の角度による影響

対象物の反射面角度によって差異を生じる可能性が

ある計測値として、①距離測定値のバラツキ、②信号

受光強度の強弱が挙げられる。反射面角度による影響

は、反射面を垂直に設置した場合（レーザ光に対して

垂直）と反射面を斜めに設置した場合（レーザ光に対

して45°）場合とを比較し、前述の２測線に沿って奥

行き方向の距離および反射受光強度の違いを検討し

た。

その結果、反射面角度を45°に設置した場合では、
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写真４ 壁面の湿潤状態を変化させた場合

（写真下部の細い縦枠が測線－Ｂ） 写真５ 微細な形状変化個所と測線

距離値のバラツキは概ね50mm内に収まっており、反射

面を垂直に設置した場合と大差はなかった。また、信

号受光強度への影響は、反射面角度を45°に設置した

場合は、垂直に設置した場合に比べて、信号受光強度

が７％程度小さくなった。

６．対象物の湿潤差による影響

対象物の乾湿差による影響は、①測定される距離、

②距離測定値のバラツキ、③信号受光強度の強弱が挙

げられる。写真３（前掲）および写真４に示すように、

壁面を乾燥状態と散水による過湿状態にし、吸湿性壁

材と撥水性壁材のそれぞれについて縦方向に測線を設

定した（測線－Ａ、Ｂ）。

測線－Ａ（前掲、写真３参照）は、吸湿性壁材の鉛

直壁面に設定した。測線の中間部～上部は乾燥状態、

下部は湿潤状態であった。測線－Ｂ（写真４参照）は、

撥水性壁材に設定し、全体が湿潤状態にあるが、壁材

は吸水しておらず、表面のみが濡れている状態であっ

た。

取得された距離値への影響

測線－Ａでは、乾湿差により測定距離値が異なる傾

向は認められないが、測線－Ｂでは、乾燥状態に比べ

て湿潤状態の方がやや遠距離値となっていた。これ

は、両測定の計測器を据え代えて実施したための影響

とも考えられる。したがって、乾湿の違いによる距離

値への影響はほとんどないものと考えられる。

取得される距離値のバラツキへ

測線－Ａ（図３参照）およびＢともに、距離値のバ

ラツキは概ね50mm内にあり、計測機器の機械的な

誤差範囲であった。したがって、乾湿の違いによる測

定距離値の影響はほとんどないものと考えられる。

信号受光強度への影響

図４に示すように、測線－Ａでは、乾燥状態に比べ

て湿潤状態の壁面の信号受光強度が20％程度小さい。

これは、吸湿性壁材が乾燥により色調の濃淡が異なる

ための影響と考えられる。また、測線－Ｂでは、乾燥

状態に比べて湿潤状態の壁面の信号受光強度が数％程

度小さくなる。以上のことから、乾湿差により信号受

光強度に差が見られるものと考えられる。

７．対象物の微細形状の違いによる影響

ここでは、計測対象とした壁面下部（写真５でＡ－

Ａ'線上）に角材・丸材・脚立・ベニヤ板などを設置

し、壁面の微細形状を変化させた場合の計測の可能性

を検討した。

設置前後の壁面微細形状の計測結果を比較したもの

が図５である。全体的に見れば、本測距儀では微細な

表面形状がよく捉えられている。ただし、同図の①部

分のように変化した箇所が円柱のような形状の場合に

は、変化部と壁面が接していても空間を生じていた

（この箇所は、丸材が壁面に接しているため全体に円

柱状の形状となり、その計測結果はかまぼこ状に表現

されている）。
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図３ 測線－Ａにおける奥行き方向の測定距離

（ａ）奥行き方向の測定距離

図４ 測線－Ａにおける信号受光強度

（ｂ）信号受光強度

また、板（ベニヤ板）を設置した箇所では背後の形

状との関係で実際よりも過大な形状として捉えられて

いる。このような箇所では同図中に矢印で示す方向か

ら新たな計測を実施しデータを補完していく必要があ

る。
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写真６ 計測結果比較のための測線

図５ 壁面の微細形状を変化させた場合の計測横断面

８．障害物（ネット等）による影響

実際の斜面地形の計測においては、斜面上に生育す

る植生や落石防護ネットなどによる影響が考えられ

る。ここでは、国土地理院敷地内に地上型スキャン式

レーザ測距儀を設置し、周辺のテニス用コート（器械

点から35～77m離れた位置）と野球場のバックネッ

ト（器械点から102～113m離れた位置）を対象とし

て測定密度0.180°、0.072°で計測した。その結果、

いずれの場合でもネット表面からレーザパルスが反射

し、ネットを通しての計測はできなかった。

この計測の場合には、レーザビームの広がり角が約

3mrad（100mで30cmの広がり）となり、最短距離

35m（テニス用コートの場合）におけるビームの広が

りは10.5cmで、ネット間隔の２倍程度となる。今後、

このようなファーストパルスだけでなく、ラストパル

スなどの複数パルスの計測が可能な機器開発が望まれ

る。
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図６ 測線１での計測結果比較

９．他の計測機器との計測結果比較

ここでは、写真６（前頁に示す）に示す測線１～３

までを対象として、地上型スキャン式レーザ測距儀、

ノンミラー自動計測トータルステーション、自動計測

レーザ測距儀によるそれぞれの計測結果を比較した。

測線１～３の計測結果比較を図６～８に示す。それぞ

れの結果を比較すると概ね次のような傾向が認められ

た。

①得られた実験棟の平面形状は、どの計測機器ともよ

く整合していた。

②地上型スキャン式レーザ測距儀の方が計測密度の高

い分だけ詳細な表面形状を捉えていた。

③とくに実験棟の建物角などの形状変化部において

は、地上型スキャン式レーザ測距儀で細かな変化

まで捉えている。また、窓枠の形状も正確に捉え

ていた。

④地上型スキャン式レーザ測距儀とノンミラー自動計

測トータルステーションの間には、若干のシフトが

見られた。

⑤測線１（高さ1.8m）においては最もシフトが大き

く、測線３（高さ8.2m）が最もシフトが小さくほ

ぼ整合していた。

⑥自動計測レーザ測距儀では、測点が均一ではなく、

表面形状が十分に捉えられない箇所もあった。

おわりに

今回の基礎的検討結果から、斜面計測にあたって地

上型スキャン式レーザ測距儀の適用性の高いことが認

められた。今後、実際の岩盤斜面における現地計測実

験が必要とされるが、その場合に、次のような研究課

題が考えられる。

①植生被覆箇所での斜面地形の把握

斜面全体が厚く樹林に被覆される箇所では、本手法

の適用はかなり難しいが、岩盤と樹林が混在するよう

な箇所では、植生被覆の影響をできるだけ回避してい

くような計測方法やデータ処理手法を検討していくこ

とが必要である。

②特異な斜面形状の把握

とくに、オーバーハング部は岩盤崩壊や落石などの

発生を考える上で重要な箇所であり、できるだけ正確

な地形形状の把握が必要である。そのためには、異な

る方向から計測されたデータの接合方法などの検討が

必要ある。また、遷急線のような地形の緩急変化やガ

リーなどの小さな谷地形の計測方法も検討する必要が
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図７ 測線２での計測結果比較

図８ 測線３での計測結果比較
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あろう。

③岩質差による計測への影響

例えば、火成岩からなる斜面と堆積岩からなる斜面

では、岩質差による計測結果への影響も考えられる。

また、岩盤表面が含水している場合にも計測への影響

が考えられる。そのため、実際の岩盤斜面における計

測ではこのような基礎的検討も必要である。

なお、本研究は「地上型スキャン式レーザ測距儀に

よる斜面地形計測・解析技術に関する研究作業」とい

う名称で、建設省国土地理院から（財）日本測量調査

協会に委託された研究業務であり、同協会の第８技術

部門（防災・環境・リモートセンシング）に所属する

メンバーを中心に実施した。
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