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地上型レーザスキャナによる 3 次元点群データを用いた
道路維持管理システムの検討
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1．はじめに
日本の道路構造物には構築後 50 年を超えるもの
が数多くあり，老朽化が進展しているため，公共
サービスの水準を維持する課題に直面している．特
に，災害対策，災害発生時の応急・復旧対策，破損
防止や補修強化などの理由から，維持管理を効率的
に実施する必要がある．道路維持管理では 2 次元
データの利用が主流となっていたが，それでは点検
や補修の箇所などを管理するためには不十分である．
近年の地上型レーザスキャナ（TLS：Terrestrial
Laser Scanner ） や MMS （ Mobile Mapping
System）などの計測機の技術の発展により，これ
らで計測した 3 次元点群データを用いて，道路維持
管理の高度化に期待できる[1]．例えば，舗装面の
亀裂や破損がある箇所の状況を正確に把握すること
ができる．
本研究では，その実現のために，計測機器を現場
に適用する際の留意事項を整理し，点群データを用
いた維持管理システムを検討する．
2．TLS と UAV の利用
社会基盤施設の 3 次元データを作成するためには，
航空レーザ測量，MMS，TLS のレーザ計測機器と
UAV による空中写真測量で用いられるカメラが利
用される．対象の構造物や状況により，適切な計測
技術を組み合わせて，様々な場面において 3 次元
データを取得することができる．そのため，計測機
器の特性を理解するとともに，特性に基づき計測
データの選択やデータ融合を行うことが必要である．
本研究では，道路の計測に TLS と UAV を用いる．
（1）地上型レーザスキャナ（TLS）
TLS による計測では、地面に三脚を立ててス
キャナを設置し，レーザを放射状に照射して，それ
を受光するまでの時間と光の速度から対象物までの
距離を計測して周囲の点群データを取得する．その
ため，対象物を俯瞰できる場所に機器を設置する．
（2）カメラ搭載 UAV
デジタルカメラなどを搭載した UAV による空中
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写真測量では，UAV の飛行によって得る映像また
は画像データから写真測量技術の原理による SfM
（Structure from Motion）処理により点群データ
を得る[1][2]．TLS と UAV により点群データの特
性を表 1 に示す．
表 1 計測機器による点群データの特性
TLS

カメラ搭載UAV

計測コスト（時間）

可搬の手間

測距範囲
計測可能範囲
（可視領域）

狭域
設置可能な箇所から
可視化できる範囲

小型．ただし，天候と風速に考
慮が必要
やや広域
飛行可能なエリア全域
を計測可能

計測不可能範囲
（不可視領域）
測距精度（理論値）
点の密度

構造物の上面等の
計測は困難
誤差：数㎜
非常に高い

オーバーハング箇所は
計測できない
ソフトウェアに依存
高い

測距分布
地面に対する計測角
エッジの計測
地表面の計測
構造物の計測
構造物・植生・移動体
などのノイズ
取得可能な情報

非一様分布，近距離ほど密度が
高い
10～90o程度
計測されている場合
ノイズ含む
側面計測可能

ソフトウェアに依存
90°程度
エッジが曖昧になる
ノイズ含む
全てのエリアを計測可能

有り

有り

ローカル座標系のXYZ座標値，
反射強度，輝度値

基準点指定することで
平面直角座標系のXYZ座標値，
輝度値

3．道路分野における情報システムの考察
道路構造物を計測して得られる点群データを用い
た道路維持管理システムを検討するために，これを
情報システムの定義に基づいて考察する（図 1）．
（1）情報の収集
道路構造物の情報収集とは，TLS による点群
データ，カメラ搭載 UAV による空中写真を取得す
ることと定義する．
（2）情報の処理
TLS による点群データには，道路上の不要な移
動体や周辺の樹木，植生などのノイズが含まれるた
め，これらを除去する．また，TLS の計測範囲は，
機器を設置可能な箇所からの可視範囲であり，死角
箇所のデータを取得できないため，機器を移動して
複数回計測する．特徴点を基準にこれらの計測デー
タを重ね合わせる処理もある．一方，UAV による
空中写真では，SfM ソフトウェアにより点群デー
タを生成する処理を施す．また，可視化のために，
点群データに色を付与する．
（3）情報の伝達
TLS と UAV は計測時間，範囲，測距精度，点密
度などの特性が異なるため，これらを組み合わせて
利用することにより，広域かつ高精度な 3 次元デー
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航空レーザ測量

に取得するためには，計測範囲内で移動して複数回
作業することが必要である．
道路維持管理システムでは，点検結果や補修情報
を点群データと紐付けて表示，蓄積，参照すること
ができる．図 3 のように道路の亀裂や補修すべき箇
所を把握しやすくなる．また，点群データの時間軸
管理により，形状の変化や破損状況の把握が可能と
なる．

UAV

MMS
地上型レーザスキャナ

情報の収集
複数の計測機器を組み合
わせたデータ計測

情報の利用

事務所内および
現場でのシステム利用

建設生産性向上

情報の伝達

情報の処理

点群データ処理ソフトウェア
（汎用的な処理）

点数：12,716,700点

ノイズの除去，データ重畳

自動航行ルート

点群データ解析ソフトウェア
異なる機器によるデータの組み合わせ，面の生成

図 1 道路維持管理システムの定義
タを構築できる．また，利用目的に応じて，点群
データから構造部材を抽出することや面を生成する．
さらに，時間軸により，異なる二時期のデータを重
ね合わせ分析することも可能である．
（4）情報の利用
本研究では地方道路でも 3 次元データを用いた業
務を実現するために，処理した点群データをそのま
ま利用する．道路維持管理システムでは，点群デー
タからの亀裂などの把握，現場で撮影した写真の重
ね合わせなどの機能を提案する．また，現場でのス
マートデバイスにおいて 2 次元地図上の事象を点群
データに反映することも要求される．
4．点群データの計測と生成
長野県北佐久郡軽井沢町の民間管理道路である白
糸ハイランドウェイにおいて，TLS と UAV を用い
てデータ計測を行った．
現場では，舗装面の老朽化による亀裂やポット
ホールなどの狭域のデータが必要な場合に，TLS
は有効であると考える．そして，道路横の斜面の土
砂崩れがあった場合には，TLS では上部を計測で
きないので，状況把握のために UAV を使用して最
新の詳細なデータを取得できる．斜面上部をカメラ
搭載 UAV で計測し，TLS と組み合わせた点群デー
タを図 2 に示す．
計測技術を現場適用した結果，制約条件が明らか
になった．一点目は，現場の環境による制約である．
計測中に自動車や歩行者などの通行があるとともに，
白糸ハイランドウェイのような山道では路肩がなく，
地面の勾配が高いため，計測機器を設置する箇所が
限られ，複数回の計測が困難なことがある．そのた
め，計測者と機器の安全確保，データ取得範囲や精
度に留意が必要である．
二点目は，計測機器のスペックによる舗装面の計
測可能範囲の制約である．TLS が舗装面を高密度
で計測できる範囲は，半径約 10ｍであることが分
かった(図 3)．そのため，舗装面のデータを広範囲

図 2 斜面部における TLS と UAV のデータ融合

図 3 路面の点群データ
5．おわりに
本研究では，道路構造物の状況を正確に表現する
ために，TLS と UAV による点群データを道路維持
管理に利用することを考え，現場でのデータ計測を
実施し，制約条件を明らかにした．そして，情報シ
ステムの定義に基づき維持管理システムで考察した．
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