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i-Constructionの概要と港湾における取組
■ i-Construction概論 (第1節)

• Society5.0実現の概要
• 建設現場における生産性向上の取組の背景
• 国土交通省の取組（i-Construction及びDX他）
• 港湾整備における取組（i-Construction及びDX他）
• 港湾整備におけるi-Construction及びＤＸのロードマップ
• 主な情報通信用語

■ 港湾分野に適用可能なＩＣＴ活用技術 (第2節)
• はじめに
• 港湾分野に適用可能なＩＣＴ活用技術（陸上）
• 港湾分野に適用可能なＩＣＴ活用技術（水中）
• 施工箇所の可視化・出来形把握
• 施設の維持管理へのＩＣＴ活用

■ ICT活用工事に関する各種要領 (第3節)
• ICT活用工事に関する各種要領の整備状況一覧

【ＩＣＴ浚渫工】
• マルチビームを用いた深浅測量マニュアル（浚渫工編）
• ３次元データを用いた港湾工事数量算出要領（浚渫工編）
• ３次元データを用いた出来形管理要領（浚渫工編）
• ３次元データを用いた出来形管理の監督・検査要領（浚渫工編）
• ICT活用工事積算要領（浚渫工編）

【ＩＣＴ基礎工】
• ３次元データを用いた港湾工事数量算出要領(基礎工編)

【ＩＣＴブロック据付工】
• ３次元データを用いた測量マニュアル（ブロック据付工編） 2



i-Constructionの概要と港湾における取組

■ UAV（ドローン）による３次元データ取得 (第4節)
• UAV（ドローン）による作業区分および順序
• グリーンレーザドローンの特徴と計測例

■ ICT活用工事に関する各種要領 (第3節)
【ＩＣＴ海上地盤改良工】
• ３次元マルチビームを用いた深浅測量マニュアル(海上地盤改良工：床掘置換工編)
• ３次元データを用いた港湾工事数量算出要領(海上地盤改良工：床掘置換工編)
• ３次元データを用いた出来形管理要領(海上地盤改良工：床掘置換工編)
• ３データを用いた出来形管理の監督・検査要領(海上地盤改良工：床掘置換工編)

【ＩＣＴ本体工】
• ICT機器を用いた出来形管理要領（本体工：ケーソン据付工編）（モデル工事用）（令和４年４月版)(案）

• ICT機器を用いた出来形管理の監督・検査要領（本体工：ケーソン据付工編）（モデル工事用）（令和４年４月版）(案)

■ マルチビームを用いた深浅測量 (第5節)
• 海底地形を面的・詳細に計測するスワス測深
• 深浅測量の工程別作業区分および順序
• マルチビーム測深機器等の操作
• 各機器の設定及び各種補正データの確認

■ ＩＣＴ測量（水路測量）の事例 (第6節)
• ３次元設計データと出来形評価用点群データ
• 出来形測量鳥瞰図
• 水路測量_拡大航跡図
• 水路測量_拡大水深図
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i-Constructionの概要と港湾における取組

■ ＩＣＴ活用工事の実例 (第7節)
• 令和元年度 UAVグリーンレーザ測量とマルチビーム測深を併用した測量の取組み（株式会社セトウチ）
• 平成28年度 徳山下松港新南陽地区航路（-12m）浚渫工事（五洋・井森特定建設工事共同企業体）
• 平成29年度 庄内川下之一色しゅんせつ工事（中日建設株式会社）
• 平成29年度 名古屋港庄内川泊地外浚渫工事（株式会社おかむら）
• 平成29年度 相馬港本港地区防波堤(沖)(災害復旧)上部及び消波工事（株式会社 不動テトラ）
• 平成30年度 八戸港外港地区防波堤（第二中央）築造工事（東亜・不動テトラ特定建設工事共同企業体）

■ ＩＣＴ活用工事の監督、検査のポイント (第8節)
◆ＩＣＴ活用工事の流れ
• 概要
• 機器・ソフトウェア等の選定・調達
• 施工計画
• 工事の基準点および基準面等
• 起工測量
• ３次元設計データの作成時の実務内容
• 設計図書の照査
• 出来形管理
• 電子成果品等の作成
• 検査

■ 測量・調査方法の新たな動き (第9節)
• マルチビーム測量のＣＵＢＥ処理への移行
• マルチビーム測量データの効率的ノイズ処理
• 測量等への衛星画像活用のイメージ
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i-Constructionの概要と港湾における取組

■ UAV（ドローン）による３次元データ取得 (第4節)
• UAV（ドローン）による作業区分および順序
• グリーンレーザドローンの特徴と計測例

■ ICT活用工事に関する各種要領 (第3節)
【ＩＣＴ海上地盤改良工】
• ３次元マルチビームを用いた深浅測量マニュアル(海上地盤改良工：床掘置換工編)
• ３次元データを用いた港湾工事数量算出要領(海上地盤改良工：床掘置換工編)
• ３次元データを用いた出来形管理要領(海上地盤改良工：床掘置換工編)
• ３データを用いた出来形管理の監督・検査要領(海上地盤改良工：床掘置換工編)

【ＩＣＴ本体工】
• ICT機器を用いた出来形管理要領（本体工：ケーソン据付工編）（モデル工事用）（令和４年４月版)(案）

• ICT機器を用いた出来形管理の監督・検査要領（本体工：ケーソン据付工編）（モデル工事用）（令和４年４月版）(案)

■ マルチビームを用いた深浅測量 (第5節)
• 海底地形を面的・詳細に計測するスワス測深
• 深浅測量の工程別作業区分および順序
• マルチビーム測深機器等の操作
• 各機器の設定及び各種補正データの確認

■ ＩＣＴ測量（水路測量）の事例 (第6節)
• ３次元設計データと出来形評価用点群データ
• 出来形測量鳥瞰図
• 水路測量_拡大航跡図
• 水路測量_拡大水深図

6



図－ UAVによる3次元データ取得ﾌﾛｰ

インパクションE12-787

デジタルカメラ艤装

飛行・撮影状況

④撮影データ

⑤各補正情報による撮影位置の
調整（標定）

⑦テクスチャ作成・TIN上に張り付け

④観測データ

①計画準備

②対空標識設置

③対空標識観測 ③空中写真撮影

⑧３次元写真地形モデル

⑥撮影データ上の色彩データから
点群・TIN発生処理

撮影データの確認
対空標識の座標算出

撮影前対空標識の設置
確認

机上計画及び現地確認
による作業方法の決定

撮影データの選別・整理
対空標識精度確認

UAV（ドローン）による作業区分および順序

出典；平成27年度 むつ小川原港外港地区防波堤(東)被災状況調査報告書 7



港湾におけるUAVによる3次元データ取得

① 計画準備

対象範囲の確認
周辺環境の確認
対象範囲の確認
周辺環境の確認

対標の配置
対標の大きさ
対標の配置

対標の大きさ

ドローンの機種
カメラの選定

ドローンの機種
カメラの選定

フライト時間
作業日数

フライト時間
作業日数

地形の確認
コース方向の検討

地形の確認
コース方向の検討

基地局の検討
標高・比高差

※1
確認

基地局の検討
標高・比高差

※1
確認

※1比高差；ここでは、盛土やがけなど
の高さを近傍の平らなところとの差
高低差がある所は、コースごとに飛行

高度を設定する。

出典；平成27年度 むつ小川原港外港地区防波堤(東)被災状況調査報告書

むつ小川原港 外港地区 防波堤（東）
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DJI
Matrice600

DJI
Phantom4

Trimble
UX-5

港湾におけるUAVによる3次元データ取得

UAVタイプ

回転翼 固定翼

カメラ

架台に設置
多様なカメラ搭載が可能

一体型 専用ケースに入るカメラのみ

市販民生用カメラ
レンズ10～50mm

対地高度が選択できる

レンズ：3.6mm
BH

※2
は良いが、歪みが大きい

対地高度が低くなる

市販民生用カメラ
レンズ15mm

GSD
※3

は2cm以上

準備

20分 15分 30分

重量

9600g 1280g 2500g

フライト時間

15分 20分 50分

【UAV（ドローン）機材例】

※2ＢＨ比とは、各種基線一高度比(Base Height ratio :B/H比)で、
写真撮影位置間の距離である基線長と撮影高度の比を云う、
空中写真撮影の場合0.6程度が標準

※3ＧＳＤ（GSD：Ground Sampled Distance）とは、地上解像度（地上
分解能）で現わされ、デジタル画像１画素の一辺が示す地上での
距離、公共測量マニュアル（案）では、地上画素寸法で記載
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港湾におけるUAVによる3次元データ取得

対地
高度

焦点
距離

同じカメラの場合

カバー範囲
狭い

カバー範囲
広い

しかし解像度が粗くなる

対地
高度

同じ解像度
同じカバー範囲では
対地高度が低くなる

【カメラ、レンズ、高度】
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港湾におけるUAVによる3次元データ取得

Sonyα7R
35mm

Fullサイズ Sonyα7R
28mm

Fullサイズ Inspire1Pro
15mm

4/3型サイズ Phuntom4
3.6mm

1/2.3型サイズ

高度：74m

撮影幅：74m
BH

※2 

：0.27

高度：59m

撮影幅：74m
BH：0.33

高度：40m

撮影幅：46m
BH：0.35

高度：23m

撮影幅：40m
BH：0.53

【地上画素寸法
※3

1cmの場合】
※3ＧＳＤ（GSD：Ground Sampled Distance）とは、地上解像度（地上
分解能）で現わされ、デジタル画像１画素の一辺が示す地上での
距離、公共測量マニュアル（案）では、地上画素寸法で記載

※2ＢＨ比とは、各種基線一高度比(Base Height ratio :B/H比)で、写真撮影位置間の距離である基線長と撮影高度の
比を云う、空中写真撮影の場合0.6程度が標準
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港湾におけるUAVによる3次元データ取得

• 位置精度と地上画素寸法
※3

位置精度 地上画素寸法 摘 要

0.05m以内 0.01m以内 出来形管理

0.10m以内 0.02m以内
起工測量
岩線測量

0.20m以内 0.03m以内
部分払い

出来形管理

【撮影計画】

CL

L.W.L 0.0

- 11.0

+ 4.0

- 7.1

- 9.5

(12.0 X 15.0 X 10.0)
B     L      H

ケーソン

被覆ブロック(2層積)

消波ブロック(乱積)

対空標識

対空標識

図－ａ ９０％程度のラップ 図－ｂ ６０％以上の面積比

地物（上部コンクリート天端）

海面

海面

■撮影進行方向のラップは、９０％程度で画像を取得することが望ましい。（図－ａ ）
また、海上で水面が写り込む施設においては、地物部分（上部コンクリートの天端等）が面積比で６０％以上あ

ることが望ましい。（図－ｂ ）

図－ ＵＡＶ（ドローン）による撮影方向
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港湾におけるUAVによる3次元データ取得

② 対空標識設置
応用測量における観測方法

• TS による放射法

• GNSSによるキネマティック法、RTK 法、ネットワーク型RTK
※4

法

位置精度 隣接する外側標定点間の距離 任意の内側標定点とその点を囲む各標定
点との距離

0.05m以内 100m以内 200m以内

0.10m以内 100m以内 400m以内

0.20m以内 200m以内 600m以内

ＶＲＳ観測
※5

ＴＳ観測

※4ネットワーク型RTK測量とは、利用者が現場で取得した衛星デー
タと、周辺の電子基準点の観測データから作成された補正情報を組
み合わせ、リアルタイムでcm級の測量を効率的に行う方式
利用者が現場に基地局を設置する必要はない。

※5VRS方式は、仮想基準点方式と呼ばれ、複数の電子基準点の観
測データから、測量現場のごく近傍にあたかも基準点があるかのよう
な状態を作り出す技術

※6標定点とは、空中写真と地上点を対応付け
するために必要な基準点又は水準点の総称

※7検証点は、標定点とは別に計
測データを点検するための配置

計測対象

標定点
※6

精度5cmの場合

検証点
※7

13



港湾におけるUAVによる3次元データ取得

14

高度147m
地上解像度 2ｃｍ

高度110m
地上解像度 1.5cm 

高度74m
地上解像度 1cm

高度 37m
地上解像度 0.5cm 

10cm
四方

30cm
四方

③ 対空標識観測

• ネットワーク型RTK-VRS方式で対空標識の観測
• 対空標識1点につき2回観測
• 同時に1回目と2回目の観測較差が許容範囲内か点検

14



港湾におけるUAVによる3次元データ取得

③ UAV(空中写真)撮影

現場班長の指示に従い、UAVの操縦や運航を実施
•UAVの自動運航に必要な情報の入力及び確認を運航前に実施
•離着陸時及び緊急時のみ操縦対応
※一定の技能や知識、経験を必要

UAVの状態をモニタを使用し常に確認
•必要に応じてUAVの状態等の情報を現場班長や操縦者に伝達
•UAVの運航位置、回転翼(ロータ)の状態、バッテリの残量、GNSS
信号の受信状況に異常がないか確認

運航中の常時の機体及び天候を監視
•異常が発生した場合には、速やかに現場班長や操縦者に伝達
•万が一機体が墜落した場合には、機体の捜索と回収、火災発生等への初期対応
•運航範囲の広さや地形条件を踏まえて人数を調整
⇒あらかじめ現地調査をして、現場に適した人数の機体監視者を確保

地上通行者等への対応
•運航ルートの直下及び周辺には、不特定の第三者が存在しないことを原則
⇒第三者が運航中に運航範囲内に侵入することがないよう対応
•保安員は機体監視者を兼務不可

操縦者

モニタ
監視者

機 体
監視者

保安員

現場班長

整備者
運航前後の機体の整備
•必要に応じ、部品交換作業を実施
※一定の技能や知識、経験を必要

現場における作業責任者
•現場の作業員の作業内容、配置状況の適切な把握
•フライト場所の近くで全体を管理
•保安員の配置確認
•作業者への現状報告 ・・・等

只今よりフライト
準備OK？

離着陸は
マニュアル操縦

電圧3.7V…3.6V…
撮影開始ポイントまで

あと100m…50m…

機体天候
ともに異
常なし

上空をUAVが飛行します。
運航終了まで、こちらで

おまちください。
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港湾におけるUAVによる3次元データ取得
UAVの場合は、フライトさせ
る高さでピント、明るさを確

認する適切な写真を撮影するために

•シャッター速度

→ブレを少なくするため速いほうがよい

•絞り

→高度が低い場合において、遠近のある対象（比高差がある）は、

被写界深度に注意が必要、絞り値を大きくし被写界深度を幅広くとる

•ISO感度

→計測時の天候に合わせて調整

感度を上げればノイズが増えるため、注意

画像記録は

•RAWを推奨
※8

→白とび、黒潰れのおそれ

→圧縮する場合、圧縮率や地物に注意する

→RAWの記録は、シャッター速度に注意する

•補正機能をオフ

→手ぶれ補正や歪み補正の自動補正機能は使用しない

•最大サイズ、元画像を使用

→リサイズ、トリミング、回転はNG

明るい

暗い

適正

【UAV撮影の留意事項】

※8RAWデータとは、デジタル一眼レフカメラ等に搭載されている高品位な写真編集を行うための記
録形式で、圧縮処理等の手を加えていない生データである。
他には、「ＪＰＥＧ」方式で記録され、多くのカメラではメニューの画質設定で選択が可能である。

16



港湾におけるUAVによる3次元データ取得

④ 観測データ
• 観測データの選別・整理
• 対空標識精度確認

図- 防波堤(東) 対空標識配置図

点名 Ｘ座標 Ｙ座標 標高
2-1 104549.971 47818.627 6.157
2-2 104550.238 47796.191 6.151
2-3 104466.369 47793.459 6.117
2-4 104464.022 47818.457 5.207
2-5 104343.884 47813.018 5.263
2-6 104336.637 47787.97 4.66
2-7 104230.53 47789.138 4.861
2-8 104232.493 47816.907 5.243
2-10 104125.884 47796.118 5.252
1-1 104061.068 47818.783 5.147
1-2 104061.056 47797.799 5.116
1-3 103955.988 47798.852 5.136
1-4 103955.875 47818.894 5.171
1-5 103849.798 47819.119 5.155
1-6 103849.834 47798.869 5.123
1-7 103744.408 47797.562 5.26
1-8 103744.051 47818.53 5.156
1-10 103637.857 47794.63 5.065
1-11 103556.143 47793.398 5.005
1-13 103455.28 47819.593 5.309
1-14 103447.491 47798.047 5.297
1-15 103361.454 47870.096 5.288
1-18 103300.548 47919.502 5.224
1-19 103252.824 47961.295 5.231
1-20 103266.301 47977.273 5.209
1-21 103185.261 48045.158 5.162
1-22 103171.863 48028.231 5.173
1-22-1 103058.176 48123.667 5.148
1-24 102991.612 48209.028 5.148
1-26 102976.714 48193.148 5.209
1-27 102896.142 48259.841 5.229
1-28 102910.295 48276.835 5.226
1-29 102828.595 48344.065 5.109
1-31 102732.563 48401.178 5.181

対空標識座標成果表

対空標識座標計算簿

図- 設置した対空標識

出典；平成27年度 むつ小川原港外港地区防波堤(東)被災状況調査報告書 17



港湾におけるUAVによる3次元データ取得

センサ NIKON D800E 撮影年月日 2016年1月28日/1月29日

焦点距離 20mm 枚数 1,306枚
（北側：1/28撮影、665枚）
（南側：1/29撮影、641枚）ピクセルサイズ 4.88μm

ピクセル数 7,360 x 4,912 画像 Jpgファイル

GPS/IMU
※9

GPSあり GCP
※10

34点

撮影

④ 撮影データ
※9ＩＭＵとは、慣性計測装置で、測量ではGPS/IMUで表し、航空写真撮
影等をGPSで位置、IMUで姿勢傾き（3軸方向、ピッチングω、ローリング
κ、ヘッディングφ）を同時に観測、写真撮影等の効率化を図っている。

※10GCPとは、Ground Control 
Pointの略で、ＵＡＶ撮影画像の
正確な位置関係を調べるため
に測定する地上の点（基準点）

出典；平成27年度 むつ小川原港外港地区防波堤(東)被災状況調査報告書18



港湾におけるUAVによる3次元データ取得

⑤ 各補正情報による撮影位置の調整(標定)

図- 撮影主点位置
バンドル調整結果※15（平面残差）

バンドル調整結果（平面残差）

赤色：標定点
青色：検証点

0.02m

※11 ※12

※11,12標定点、検証点それぞれ
の計測誤差、制限値として水平
位置及び標高の残差は、標準偏
差・最大値ともに「UAV を用いた
公共測量マニュアル」で規定

※13

※14

※13タイポイントとは、空中三角測量
において、撮影コース間の接合のた
め、コースの重複する部分に両方か
ら明瞭に把握できるところを示した点

※14RMSE(平均二乗誤差) は、標
準偏差は、平均からのバラツキ具
合の指標。RMSEは、その真値から
のバラツキ具合を見る指標

※15バンドル調整とは、空中三角測量
の調整計算法のひとつで、各写真上で
対応する点を空間上で結ぶ事により写
真相互間のつながりをつけてモデル全
体を計算する方法、現在の主流

出典；平成27年度 むつ小川原港外港地区防波堤(東)被災状況調査報告書 19



港湾におけるUAVによる3次元データ取得

⑥ 撮影データ上の色彩データから点群・TIN発生処理

① ステレオペア作成

② 点群
※16

抽出

③ 点群マージ

④ TIN
※17

構築

⑤ TIN整形

⑥ TIN簡素化

⑦ テクスチャー
※18

貼付

① ①

② ②

④

③

⑥
⑤

⑦

※16点群とは、地表面や建物の外観などを3Dレーザースキャ
ナーによって無数の3D座標点で計測したデータ

※17ＴＩＮとは、Triangulated Irregular Network（不規則三角形網）の略
で、数値地形モデルの作成にあたって、地表を連続した三角形の
格子でおおう方法

※183Dグラフィック・ソフトなどで使う物体の表面や質感を表現する
ための地紋やパターン、または画像。TINの三角形に写真の色を張
り付けて、上部コンクリートや消波ブロックの質感、立体構造を表現

20



港湾におけるUAVによる3次元データ取得
⑦ テクスチャ作成・TIN上に張り付け)

出典；平成27年度 むつ小川原港外港地区防波堤(東)被災状況調査報告書21



港湾におけるUAVによる3次元データ取得

（UAV） （マルチビーム）

UAV(ドローン)とNMB（マルチビーム）のTINモデル事例 22



港湾におけるUAVによる3次元データ取得

⑧ ３次元写真地形モデル

成果 3Dモデル タイルサイズ 100m × 100m
作成レベル 水部除去済み タイル数 38 タイル

フォーマット OSGB 座標系 JGD2000/Zone10
LOD Type Quadtree オフセット値 X=48000 / Y=103500 / Z=0 (標高)

出典；平成27年度 むつ小川原港外港地区防波堤(東)被災状況調査報告書23



i-Constructionの概要と港湾における取組

■ UAV（ドローン）による３次元データ取得 (第4節)
• UAV（ドローン）による作業区分および順序
• グリーンレーザドローンの特徴と計測例

■ ICT活用工事に関する各種要領 (第3節)
【ＩＣＴ海上地盤改良工】
• ３次元マルチビームを用いた深浅測量マニュアル(海上地盤改良工：床掘置換工編)
• ３次元データを用いた港湾工事数量算出要領(海上地盤改良工：床掘置換工編)
• ３次元データを用いた出来形管理要領(海上地盤改良工：床掘置換工編)
• ３データを用いた出来形管理の監督・検査要領(海上地盤改良工：床掘置換工編)

【ＩＣＴ本体工】
• ICT機器を用いた出来形管理要領（本体工：ケーソン据付工編）（モデル工事用）（令和４年４月版)(案）

• ICT機器を用いた出来形管理の監督・検査要領（本体工：ケーソン据付工編）（モデル工事用）（令和４年４月版）(案)

■ マルチビームを用いた深浅測量 (第5節)
• 海底地形を面的・詳細に計測するスワス測深
• 深浅測量の工程別作業区分および順序
• マルチビーム測深機器等の操作
• 各機器の設定及び各種補正データの確認

■ ＩＣＴ測量（水路測量）の事例 (第6節)
• ３次元設計データと出来形評価用点群データ
• 出来形測量鳥瞰図
• 水路測量_拡大航跡図
• 水路測量_拡大水深図

24



グリーンレーザドローンの特徴

水部と陸部を計測及び面的な三次元計測

•一台で陸部・水部の形状を同時に計
測できる

•面的な三次元計測ができる
•運用しやすいドローンの採用
•航空レーザ計測（ALB）より高精細な
形状を再現できる

特 徴

移動しながら
地形を計測

河川で取得した
三次元データ

図- TDOT GREENの外観

サイズ / 重量
測定距離

測定精度

照射レート
視野角
スキャン速度
レーザ波長
レーザ拡散角
位置精度

姿勢精度

W26cm×D22cm×H15cm / 2.6kg
158m:反射率10%以上
300m:反射率60%以上

±15mm:反射率10%以上
±5mm:反射率60%以上

60,000Hz
90°

30走査/秒
532±1nm

1.0mrad
水平:±10mm 高さ:±20mm

Yaw:±0.02°Pitch/Roll:±0.01°

表- TDOT GREENの機器仕様

【株式会社パスコ 画像提供】25



海岸（離岸堤グリーンレーザ計測事例）

水中点群計測イメージ
（浅海域ｸﾞﾘｰﾚｰｻﾞ 例）

海岸線に平行13コース
サイドラップ75％

レーザのフットプリント
数ｃｍ

高度40m

陸域 海面

（海中０ｍ～-４ｍ）

【株式会社パスコ 画像提供】26



海岸（離岸堤グリーンレーザ計測事例）

浅海域ｸﾞﾘｰﾚｰｻﾞ点群によるノイズを除去した離岸堤ﾃﾞｰﾀ
【株式会社パスコ 画像提供】 27



海岸（離岸堤グリーンレーザ計測事例）

浅海域ｸﾞﾘｰﾚｰｻﾞ簡易な点群による等高線
【株式会社パスコ 画像提供】 28



海岸（離岸堤グリーンレーザ計測事例）

傾いている防波堤の状態を視覚的に把握できる

4ｍ

密度を確保した
水深約5m

点/㎡ 最大水深
約6.7m

海底の面的形状を取得

【株式会社パスコ 画像提供】 29



UAVレーザ計測の活用（計測深度）

UAV近赤外線レーザ、UAVグリーンレーザ測量とマルチビーム測深を組合せ

UAV近赤外線レーザ測量 UAVグリーンレーザ測量 マルチビーム測深

近赤外線レーザをUAVに搭載して、
三次元点群を取得する。計測範囲
は陸部のみとなる。
GNSSとIMUにより最適軌跡解析に
より位置と姿勢を算出する。GNSS
はPPK（後処理キネマティック）を用
いている。レーザスキャナは
TDOTPLUSを用いた。

グリーンレーザをUAVに搭載して、
三次元点群を取得する。計測範囲
は陸部と水部の一部を計測する。水
質により測深範囲が異なるが、陸部
と水部のシームレスなデータが取得
できる。
GNSSとIMUにより最適軌跡解析に
より位置と姿勢を算出する。GNSS
はPPKを用いている。レーザスキャ
ナはTDOTGREENを用いた。

音波送受波器を船舶に装着して、三
次元点群を取得する。計測範囲は
水部の一部を計測する。水位により
測深範囲が異なるが、水深の深い
箇所のデータが取得できる。
GNSSとIMUにより最適軌跡解析に
より位置と姿勢を算出する。GNSS
はPPKを用いている。マルチビーム
はSONIC2024を用いた。

【株式会社パスコ 提供】 30



ICT機器を用いた測量マニュアル(ブロック据付工編)

【出典】「港湾におけるi-Construction 推進委員会」資料より抜粋・作成 31

R2dにおける要領の改定内容



UAVレーザ計測の精度確認例

• UAVグリーンレーザ計測とUAV近赤外線レーザ計測の精度は同程度で同じ傾向である。

• 調整点0点は、平面が10cm以下の誤差、高さは50cm以下の誤差となる。

• 調整点2点は、平面と高さともに5cm以下の精度に向上する。

• 調整点4点を用いても精度向上は見られず、過剰である。

• 調整点外50mであっても5cm以下の精度は確保できているため、消波ブロック上に対空標識の設置は不要である。

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

dxy dz dxy dz dxy dz

調整点4点 調整点2点 調整点0点

UAVグリーンレーザ計測

標定点内 消波ブロック上 標定点外25m 標定点外50m

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

dxy dz dxy dz dxy dz

調整点4点 調整点2点 調整点0点

UAV近赤外線レーザ計測

標定点内 消波ブロック上 標定点外25m 標定点外50m

【出典】「令和2年度_情報通信技術等の活用促進・高度化に関する検討業務」資料より抜粋・作成
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航空レーザ測深（ALB）とUAVレーザ計測の比較

有人飛行機を用いた航空レーザ測深（ALB: Airborne Laser Bathymetry）との比較

項目
航空レーザ測深(ALB) グリーンレーザドローン

計測諸元 計測諸元 特長

対地高度 500ｍ 40～150ｍ

低高度でゆっくりとした飛行から、
高精細な三次元データを取得

照射数 3.5万パルス／秒 6万パルス／秒

飛行速度 61.1ｍ/秒 （220㎞/時間） 3ｍ/秒 （10.8㎞/時間）

計測点間隔
進行方向：約0.94ｍ
横断方向：約1.10ｍ

進行方向：0.10m
横断方向：0.07m

フットプリント 2.25m (対地高度500ｍ) 0.032ｍ (対地高度50ｍ)
高い精度の計測ができる

測距精度 0.05 m (1σ) ±0.005ｍ（反射強度60％以上）

視野角(FOV) ±20° ±45° 広い範囲を対象とした計測では、
作業時間を要する計測幅 360m（対地高度500ｍ） 100ｍ（対地高度50ｍ）

特長
上流から下流など広域の迅速
な地形把握に適する グリーンレーザドローンは、高精細で高精度な三次元計測が可能

グリーンレーザドローン活用のポイント
• グリーンレーザドローンは、狭域の高精細な状況把握に適する

• 河川・港湾・海岸管理の高度化・効率化を実現するには、目的や条件に応じ、グリーン
レーザドローン、ALB、MMS（車載レーザ測量）などの三次元計測技術を組み合わせるこ
とが重要

【株式会社パスコ 提供】
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3次元点群データ鳥観図（データ統合）例

【出典】「令和2年度_情報通信技術等の活用促進・高度化に関する検討業務」資料より抜粋・作成 34



3次元点群データ鳥観図（データ統合）例

【出典】「令和2年度_情報通信技術等の活用促進・高度化に関する検討業務」資料より抜粋・作成 35



UAVグリーンレーザ計測の2時期データ確認

2020/10/20 2021/1/14

差分 2021/1/14 – 2020/10/20

沖側 港内側 沖側 港内側 沖側 港内側

10/20 -5.7 -4.2 -4.4 -3.7 -5.4 -3.0

1/14 -9.9 -4.5 -9.0 -3.0 -10.5 -3.0

黄：2020/10/20
緑：2021/01/14

表 － UAVグリーンレーザ計測(最大水深)

断面図２時期の変化（工事進捗）の確認

【出典】「令和2年度_情報通信技術等の活用促進・高度化に関する検討業務」資料より抜粋・作成 36



UAVレーザ計測のデータ確認事例

-24m -22m

マルチビーム：-2m
マルチビーム：-1m

沖側 港内側

近赤外線レーザ：0m

グリーンレーザ：-4.5m

グリーンレーザ：-9.9m

赤：UAV近赤外線レーザ計測
緑：UAVグリーンレーザ計測
水：マルチビーム測深

• UAV近赤外線レーザ計測は陸部の
みの計測

• UAVグリーンレーザ計測は陸部と
水部の連続した計測水深は港内側
で-4.5ｍ、沖側で-9.9ｍの測深

• マルチビーム測深は、水部のみの
計測
港内側で-1mから-22m、沖側で-
2mから-24ｍの測深

【出典】「令和2年度_情報通信技術等の活用促進・高度化に関する検討業務」資料より抜粋・作成
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UAVレーザ計測のデータ確認事例

マルチビーム：-
1.5m マルチビーム：-1.5m

グリーンレーザ：-3m

グリーンレーザ：-9m

近赤外線レーザ：0m

• UAVグリーンレーザ計測は、港内側で-3ｍ、沖側で-9
ｍの測深

• マルチビーム測深は、港内側で-1.5mから-22m、沖側
で-1.5mから-24ｍの測深

赤：UAV近赤外線レーザ計測
緑：UAVグリーンレーザ計測
水：マルチビーム測深

【出典】「令和2年度_情報通信技術等の活用促進・高度化に関する検討業務」資料より抜粋・作成
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UAVレーザ計測のデータ確認事例

マルチビーム：-2.3m
マルチビーム：-1.5m

グリーンレーザ：-3m

グリーンレーザ：-10.5m

• UAVグリーンレーザ計測は、港内側で-3ｍ、沖側で-10.5ｍの測
深

• マルチビーム測深は、港内側で-1.5mから-22m、沖側で-2.3m
から-24ｍの測深

• UAVグリーンレーザ計測とマルチビーム測深の融合により、陸
部と水部の三次元形状を漏れなく計測することが可能となる

赤：UAV近赤外線レーザ計測
緑：UAVグリーンレーザ計測
水：マルチビーム測深

【出典】「令和2年度_情報通信技術等の活用促進・高度化に関する検討業務」資料より抜粋・作成
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