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航空レーザー測量における
標高精度の検証

高 橋 博 将

１．はじめに

航空機搭載型レーザープロファイラーにより取得さ

れた３次元データが、地形測量、GISや各種設計等

に急激に利活用されはじめている。しかしながら、航

空機搭載型レーザープロファイラーシステムは、幾つ

かの要素技術（システム）が複雑に絡み合って構成さ

れているために、精度の検証が困難であり、一部には

その精度に懐疑的な立場をとる人間（機関）もいる

（ある）。本論文は、精度の検証が困難な、この航空

機搭載型レーザープロファイラー（航空レーザー測

量）の誤差の要因を明らかにし、その上で実証実験を

通して、航空レーザー測量により取得される３次元

データの有用性を、主張するものである。

２．航空レーザー測量における誤差要因

航空レーザー技術は、プラットフォーム（レーザー

センサー部）の位置を求めるための GPSシステム、

プラットフォームの動揺（３軸の傾き）を求める

IMUシステムおよびプラットフォームとレーザーの

地表到達点までの距離を計測するレーザー測距システ

ムの主要な３システムから構成される。航空レーザー

技術の位置計測の精度は、これら３システムの個々の

誤差を複合させることによって議論される。以下に精

度に関する個々のシステムの特性について述べる。

・GPSシステム

連続キネマティック法により、プラットフォー

ムの位置が求められている故、位置の誤差は、

GPS（連続キネマティック法）本来の誤差お

よび対象地域と GPSお地上基準局との距離に

依存する。

・IMUシステム

IMUの誤差は、IMUシステムの３軸（ヘデイ

ング、ローリングおよびピッチング）の分解

能およびデータ取得のための飛行高度に依存

する。但し、ヘデイングに関しては、絶対的

な値を求めるために、GPSシステムからの位

置情報を得ている。IMUシステムの精度は、

主として航空機の直下では、水平位置の精度

に大きく影響をもたらす。

・レーザー測距システム

レーザー測距システムの誤差は、レーザー測距

儀の測定精度による。但し、地上型測距儀と異

なり同一点を複数回計測できないために、精度

を向上させることが難しい。主として航空機の

直下では、高さの精度に大きく影響をもたら

す。

なお、データ取得幅の周辺部分については、

平面と高さの双方に IMUシステムの誤差と

レーザー測距システムの誤差が複合することに

なる。

キネマティック GPSの誤差

前述のように、航空レーザー技術を用いる測量で

は、GPSの連続キネマティック測位によりプラット

フォームの位置を求めるが、この連続キネマティック

測位は基本的にはキネマティック測位の技術の延長線

上にあり、精度等についてもそのまま適用できる。連

続キネマティック測位において、移動局の移動速度が

一定（加速度が０）ならば、移動速度自体は、精度上

問題にならない。GPSの場合、エポック期間中に速

度変化があると、搬送波位相には加速度を積分した結
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果のみが記録され、加速度変化の履歴を知ることはで

きない。これが計測誤差の一因となる。即ち、この誤

差は、近似的に次式のように表すことができる。但

し、通常、航空レーザー技術では、このエポック期間

は１秒である。

（誤 差）＝（加速度）×（エポック期間）

×（エポック期間）／２

この式から、加速度が大きいほど精度は低下し、エ

ポック期間が短いほど精度に有利であることが明らか

である。キネマティック測位において、これらの誤差

が累積されないことが、精度を論ずる上で特記すべき

ことである。但し、この誤差には、キネマティック測

位自体の誤差は含まれていない。

また、キネマティック測位では、計測開始前に、整

数値バイアス決定のために初期設定を行う必要があ

る。この初期設定の方法にはいくつかの方法がある

が、最近、開発された高速バイアス決定技術 OTFの

登場が、キネマティック測位の汎用性を飛躍的に高め

た。即ち、OTF以前の初期設定の方法では、計測途

中にデータの受信が短時間でも切断された場合、一つ

前の観測した点まで戻って再計測を行うことが要求さ

れたが、OTFの実用化によってキネマティック測位

の弱点であった短時間の受信切断によるデータの使用

不能の問題がほぼ解決された。但し、OTFを用いる

には、計測距離にかかわらず２周波数型受信機の使用

が要求される。この OTFの実用化によってはじめ

て、連続キネマティック測位、即ち、航空レーザー技

術を用いる測量が確立されたといっても過言ではな

い。

しかし、航空レーザー技術を用いる測量においてサ

イクルスリップは、厄介な問題である。衛星からの電

波が障害物により遮断されて位相測定が中断すると、

その間の位相整数部の繰り上がり、繰り下がりが分か

らなくなり、中断前後で位相整数部分に整数分の不確

定が生じる。即ち、整数サイクル分の不連続性が搬送

波位相に生じる。これが、サイクルスリップである。

サイクルスリップが生じた場合、後処理で観測値に整

数分の修正値を加えて不連続性をなくするか、また

は、その場で新たに整数値バイアスを設定する必要が

ある。航空レーザー技術を用いる測量においては、前

者の処置しか可能性はない。サイクルスリップを正確

に修正せずに、解析計算を行うと計測結果に大きな系

統誤差を持ち込むことになるので注意が必要である。

但し、位置の急激な変化が、サイクルスリップが原因

によるものか、航空機の急激な降下が原因によるもの

かを判断する基準は難しい。

IMUの精度

航空レーザー測量システムにおいて、航空機（レー

ザーセンサー部）の姿勢を求めるのに IMUシステム

が使用されている。IMUシステムを用いて、実際に

航空機（レーザーセンサー部）の姿勢を求める場合、

航空機の離陸前にアライメント（ALN）を行う必要

がある。即ち、以下の操作が必要になる。

・加速度計を用いて水平を検知する。

・航空機の位置の経度を与え、その緯度からアー

スレートを求め、ジャイロにより真北を出す。

（通常、GPSとハイブリッドになっている故、

GPSより真北を求める。）

この操作の後、航空機の姿勢の変化は、直交３軸に

配置されたジャイロの信号から判断される。この時、

ローリング、ピッチングおよびヘッデング検出用の

ジャイロにドリフトが存在すれば、これらが系統的誤

差となる。しかし、航空レーザー測量システムに用い

られている殆どの IMUシステムは、GPSとハイブ

リッドになっており、かつ、カルマンフィルターが導

入されている。このため、これらの系統的誤差は極め

て小さなものとなっている。

レーザー測距の精度

レーザー光を利用して距離を測定する方法は、大別

して２つの方法がある。

１）伝播速度を一定と仮定して、光の行程にかか

る時間を測定し、距離の数値に変換する方法

２）光に振幅変調をかけ、この変調光波を基準尺

とし、位相をバーニアとして利用して、位相

の計測値より距離数値に変換する方法

これらの内、レーザープロファイラーで利用されてい

るのは、１）の方法である。この方法では、１回の計

測で達成できる測定精度は、３－５ cm程度である。

通常、測定回数を増加して測定値を積算し平均値を用

いることにより測定精度を向上させる。レーザープロ

ファイラーの場合、プラットフォームが高速で移動す

るために、複数回の計測が不可能である。したがっ

て、レーザープロファイラーの測距精度は、５ cm程

度といえる。
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３．航空レーザー測量における精度とは

従来から、ある測量方法の精度を議論する場合は、

対空標識、特徴的な地物及び基準点杭等を測量し、こ

の方法よりも精度が良いと考えられる測量方法（通常

は実測法）の結果と比較することにより行われてき

た。しかし、レーザープロファイラーが導入されて以

来、この概念のみで議論することに無理が生じてい

る。

従来の空中写真測量法や実測法で建物の角や道路縁

等を測量する場合、その必要な点の座標を測量すれば

よいが、レーザープロファイラーによる計測の場合

は、レーザー光が地上のどこに照射されたか、後処理

により座標が算出されるまで分からない。従って、周

辺のレーザー点から、建物の角や道路縁等必要な点を

内挿して求めることになる。即ち、各々の点の精度を

直接比較することができない。

また、レーザープロファイラーによる計測の大きな

特長の１つとして、広い範囲を高密度に計測できるこ

とがあげられる。例えば、DTMデータを用いた土工

量算出や横断データを用いた土石流量算出の際の精度

を考えた場合、DTMの測定精度や横断個所の測定精

度はもちろん、DTM間隔や横断間隔が大きく精度に

関与する。即ち、DTMや横断データを高精度で測定

しても、それらの距離（間隔）が大きければ、この間

の地形の凹凸が無視されることになり、正確な土工量

や土石流量が算出できるとは限らないことになる。こ

の点、レーザープロファイラーによる計測の場合は、

個々の点（DTM交点や横断上の点）を直接計測する

ことはできないが、より高密度で計測することが比較

的容易であり、より正確な土工量や土石流量が算出で

きる。即ち、このようなケースでは、計測点の密度も

重要な精度の要素と考えるべきである。

本実証実験では、これらの観点から、より議論を進

める上で必要となるレーザープロファイラーによる計

測の基本的な精度について実証している。以下に各検

証実験の結果を述べる。

４．レーザープロファイラーによるデータ取得

レーザープロファイラーの原理（理論）的精度につ

いて、３で記述した。しかし、各システムの精度が複

雑に絡み合うために、簡単にレーザープロファイラー

の精度を議論することができない。特に、GPSにつ

いては、高速に移動する航空機に搭載するために、そ

の精度を実験することも困難であり、多くの実証実験

から予測するしかない。

そこで、レーザープロファイラーによる計測の基本

的な精度について実証するために、この実証実験で

は、以下に示す４通りのケースにより、データ取得を

行った。

重複コース間の段差の検証

重複コースとは、隣り合ってデータ取得されたコー

スの重複部分（概念的には空中写真撮影時におけるサ

イドラップ部分と同様）を指す場合と同一コースを複

数回飛行してデータ取得された各コースの重複部分が

考えられる。この検証実験では、同一コースを４回飛

行し、各飛行で取得したデータ間の高さの比較を行っ

た。

データ取得のパラメータは、以下のとおりである。

・プラットフォーム 固定翼

・飛行高度（対地） 600m

・飛行速度 50m／秒

・レーザー照射数 5000発／秒

・スキャン角度 ±15度

・スキャン回数 13回／秒

・パルスモード ラスト

・ＧＰＳ地上基準局からの距離 ０km

標高データのバラツキの検証

平坦な地域（標高が一定なグランドや宅地）におい

て、レーザースキャナでたくさんの標高点を計測し、

その標高のバラツキ具合を検証するとともに、水準測

量の結果との比較を行った。

データ取得のパラメータは、以下のとおりである。

・プラットフォーム 固定翼

・飛行高度（対地） 450m

・飛行速度 50m／秒

・レーザー照射数 5000発／秒

・スキャン角度 ±15度

・スキャン回数 12回／秒

・パルスモード ラスト

・ＧＰＳ地上基準局からの距離 約10km

GPS測量の結果との標高比較および標高データ

のバラツキの検証

平坦な道路において、GPS測量点とレーザー点の

標高の比較及びレーザー点の標高のバラツキ具合の検
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証を行った。この検証には、GPS測量点１点につき、

道路上のレーザー点５点を用いて比較を行った。

データ取得のパラメータは、以下のとおりである。

・プラットフォーム 固定翼

・飛行高度（対地） 650m

・飛行速度 50m／秒

・レーザー照射数 5000発／秒

・スキャン角度 ±15度

・スキャン回数 14回／秒

・パルスモード ラスト

・ＧＰＳ地上基準局からの距離 約１ km

水準測量結果との標高比較の検証

平坦な道路上において、直接水準測量により得られ

た点の標高値と、この点を中心に半径2.5mの範囲に

存在するレーザー点の平均標高の比較を行った。

データ取得のパラメータは、以下のとおりである。

・プラットフォーム 固定翼

・飛行高度（対地） 450m

・飛行速度 50m／秒

・レーザー照射数 5000発／秒

・スキャン角度 ±15度

・スキャン回数 12回／秒

・パルスモード ラスト

・ＧＰＳ地上基準局からの距離 約10km

５．計測結果

重複コース間の段差の検証結果

同一コースを複数回飛行するレーザープロファイ

ラーによる計測の場合、各飛行で同一点を計測するこ

とができない。即ち、ランダムに計測された点同士を

直接比較することができない。この検証では、計測点

を直接比較できないため、飛行毎の TINデータを用

いて、平均法により内挿して５m間隔 DTMデータ

を作成し、この DTMデータを比較している。即ち、

４回の飛行のデータから内挿して作成された DTM

データから、無作為に飛行方向に沿った任意の断面を

選定し、標高の比較を行った。この結果を表５－１

「４回飛行の標高の較差」に示す。但し、ここに示し

ているのは、比較を行った点の１部分で、実際に比較

を行ったサンプル数は277である。この標高比較の傾

向を調べるために、標高較差の平均と標準偏差をグラ

フに表すと図５－１「平均較差と標準偏差」のように

なる。このグラフの平均較差を見れば明らかなよう

に、飛行１から飛行４と飛行毎にだんだんと低くなる

傾向がある。そこで、この平均較差を補正値として各

飛行の DTMデータを補正すると、図５－２「補正後

の平均較差と標準偏差」のようになる。

標高データのバラツキの検証結果

平坦な地域（標高が一定なグランドや宅地）におい

て、標高が一定な宅地及びグランド３箇所について、

その周囲にポリゴンを発生させ、このポリゴン内に照

射されたレーザー計測点の標高を比較し、そのバラツ

キを求めた。この実証実験で用いた３つのポリゴンに

照射された計測データは、いずれも同一の飛行による

ものである。表５－２に示すように、この検証実験に

用いた計測点数が多いため、全点の座標をここに示す

ことはできないが、それらをまとめると表５－２のよ

うになる。

また、この平均標高と水準測量による標高を比較し

た結果を表５－３に示す。

レーザー計測による標高のバラツキ（平均標高と各

計測点の標高較差の標準偏差）が、10cmから20cm

と比較的大きいにもかかわらず、水準測量による標高

との較差が小さいことが分かる。しかし、レーザー計

測による標高が、水準測量による標高よりも僅かなが

らも高いという傾向がみられる。

GPS測量の結果との標高比較および標高データ

のバラツキの検証

平坦な道路の交差点に照射されたレーザー計測点５

点の標高のバラツキを検証した。この結果を表５－４

に示す。この表５－４から分かるように、バラツキ

（平均標高と各計測点の較差の標準偏差）の小さい良

好な結果が得られている。また、標準偏差に比べて平

均標高との最大較差が最大でも1.7倍以下であり、バ

ラツキが小さいことを示している。

また、この平均標高と GPS測量による標高の比較

の結果を表５－５に示す。較差の標準偏差が６ cmと

レーザープロファイラーの限界に近いと考えられる結

果が得られている。

水準測量結果との標高比較の検証

平坦な道路の交差点に直接水準測量を実施し、この

直接水準測量により得られた点の標高とこの点の半径

2.5m以内の範囲に存在するレーザー計測点の平均標

高との比較を行った。この結果を表５－６に示す。こ
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表５－１ ４回飛行の標高の較差 （単位はｍ）

― 70 ―



― 71 ―

図５－１ 平均較差と標準偏差

図５－２ 補正後の平均較差と標準偏差

表５－２ 標高データのバラツキ （単位はｍ）
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表５－３ 水準測量による標高との比較 （単位はｍ）

表５－４ 標高データのバラツキの検証結果 （単位：ｍ）

表５－５ 平均標高とＧＰＳ測量による標高の比較結果 （単位はｍ）
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表５－６ 水準測量結果との標高比較 （単位はｍ）
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の結果では、標高較差の標準偏差が20cmとやや大き

くなっている。

６．データの精度の評価

重複コース間の段差の検証結果

この実証実験の結果では、段差補正（相互調整）を

施した後の平均標高と各飛行の標高較差が標準偏差で

約10cmである。この較差の要因としては、以下の２

要因が考えられる。

・レーザープロファイラーの持つ誤差

・ランダムデータから DTMデータに内挿した際

の誤差

この実証実験では、各飛行間の相対的な較差のみで

段差補正（相互調整）を施しているが、対象地域内に

レーザープロファイラー用の対空標識を設置するか、

顕著な地物を対空標識として用いることにより、空中

レーザー計測の絶対的な標高精度を10cmまで向上で

きることを示唆している。

標高データのバラツキの検証結果

ポリゴン内のレーザー計測点のバラツキが標準偏差

で10cmから20cmと大きいにもかかわらず、レー

ザー計測点の平均標高が、水準測量の結果と比べて数

cmの違いである。これはシステムのキャリブレー

ションが正確に行われており、かつサンプル数（計測

点数）が十分であるならば、レーザー計測点のバラツ

キの標準偏差が多少大きくても、真値の周りに正規分

布をするために、良好な結果を得ることができること

が分かる。

この検証実験において、ポリゴン内のレーザー計測

点のバラツキが大きい原因は、広い範囲のポリゴンを

対象としているため、ポリゴン内の標高が必ずしも一

定でない（グランドの標高が厳密に一定でない）こと

が考えられる。

GPS測量の結果との標高比較および標高データ

のバラツキの検証

この実証実験では、直接水準測量との較差の標準偏

差が６ cmで、且、平均標高からの最大較差が９ cm

という良好な結果が得られている。

水準測量結果との標高比較の検証結果

この実験結果では、各計測点の平均較差が－６ cm

と小さくなっており、これはレーザープロファイラー

のキャリブレーションが正しく行われていることを示

している。また、平均較差に比べて、標準偏差が20

cmと比較的大きくなっている要因として、レーザー

計測点数が小さいことが考えられる。

７．まとめ

航空レーザー測量では、センサーヘッドの位置を求

めるのに、GPSを使用している故、レーザー計測時

の GPS衛星の配置には、十分な配慮が必要である。

この配慮がなされていれば、航空レーザー測量におい

て15cmの標高精度を確保することは可能である。ま

た、航空レーザー測量による計測値が正しく調整さ

れ、あるバラツキの中で正規分布を示すのであれば、

計測点を増やすことにより、より精度の向上を図るこ

とが可能である。

航空レーザー測量において、その標高の精度は

GPSに左右されると考えられる。従って、今後、検

証には多くの費用と時間が必要であるが、GPS衛星

の数や配置とこの時航空レーザー測量で得られる精度

との関係や GPS地上基準局の距離と航空レーザー測

量で得られる精度との関係などを検証する必要があ

る。

また、航空レーザー測量では、データの内挿は不可

欠であり、データの利用目的により内挿の方法等を使

い分ける議論をする必要もある。

（アジア航測株式会社）
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