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１．はじめに
8・6 水害、北薩豪雨、奄美豪雨など、鹿児島県ではこれまで度々深刻な洪水による被害が発生
している。洪水の痕跡、高水敷への土砂の堆積状況、河道地形の変化は、洪水に関する最も信頼
性の高い情報の一つであるため、水害の直後に緊急水害調査が実施される。ただし、水害の影響
が残っているという事情もあり、重厚な測量が実施されることは少なく、軽装備で洪水の概要を
把握するにとどまるのが一般である。
しかしながら、洪水の実態を反映する実測の測量データは貴重であることから、可能な限り定
量的な情報を得ることが好ましい。このような事情を考慮して、本研究では、短時間で面的な地
形情報が取得できる 3D スキャナーならびにポータブルサイズの機器
（以下、
「ポータブル計測器」
と呼ぶ）を用いた水害緊急調査の可能性について検討する。具体的には、3D スキャナーとポータ
ブル計測器を対象に、精度や機能の点検を行い、軽装備なおかつ少人数で実施可能な測量手法の
確立のための知見を得ることを目的とする。
２．3D スキャナーの適用可能性を検討したプレスタディの概要
(1)プレスタディの目的
河川において洪水が発生すると、地点によっては土砂の堆積によって河道形状がドラスティッ
クに変化し、所定の流下能力が保持できなくなることも少なくない。このような土砂の堆積に対
し、高水敷における植生帯での流速の低減が重要な役割を果たすため、河道管理においては河道
の地盤高に加え植生高の正確な把握が不可欠と考えられている。しかしながら、河道地形の測量
は、繁茂した植生を伐採した後に実施されるのが一般であり、労力とコストを要する点が問題で
ある。また、植生高については、植生の影響を評価する最も重要な物理量であるにも関わらず、
離散的な観測データから広範囲の植生高を推定するしか手段がなく、精度上の問題が指摘できる。
以上のような背景を踏まえて、プレスタディでは、植生の伐採が必要なく、広範囲の地盤高と植
生高を計測できる可能性のある 3D スキャナーに着目し、その適用可能性が検討されている。地
盤高の計測に対して、3D スキャナーが有効であることは既に明らかとされているため、プレスタ
ディでは、特に 3D スキャナーによる植生高の計測について検討がなされている。
(2)計測機器の概要
プレスタディならびに本プロジェクトで検討対象とした 3D レーザースキャナーは FARO 社製
の Focus3DX330 HDR である（写真-1）
。本計測機は連続的にレーザーを放射し（垂直視野 300°、
水平視野 360°、ステップサイズ（空間分解能）0.009°）
、反射した赤外線波の位相のずれを測定す
ることで、対象までの正確な距離を計測することができる（公称精度±2mm）。このため、機器の
正確な位置情報が得られれば、機器周辺の測量データ（明瞭距離 330m）を一度に入手することが
可能となる。
(3)プレスタディから得られた知見
上記のように、3D スキャナーは多数のレーザーを発することから、植生群を計測した場合には
一部のデータは植生上端での反射を表し、一部のデータは地盤からの反射を表している可能性が
ある。このため、植生エリアの高低差の情報から、植生高を推定できる可能性が検討された。こ
の結果、以下のような知見が得られている（図-1 参照）
。

直径 6mm，高さ 59cm の円柱を等間隔に配置した植生模型を作成し，その粗密や計測器との
距離を変化させる基礎的な実験が実施された。この結果、測定領域を適当なグリッドで分割
し、各グリッド内で最大と最小の標高差を取ると、データ数の密度が 1300/m2 であれば，そ





写真-1 3D スキャナー
の差は、植生高とほぼ一致することが確認された。
データ数の密度が極端に低くなると（500 個/m2 以下）、上記の手法で、植生高を推定できな
いが、これは、植生模型では植生設置の間隔が均一であり，実際は空間があっても，角度に
よっては全く地盤が見えないという状況に起因することが確認されている。
川内川・東郷橋周辺で、3D スキャナーによる植生高推定の現場実証試験が実施され、直接計
測された数地点の植生高を 3D スキャナーは正確に推定できることが確認された。

３．3D スキャナーによる地形変化計測
(1)目的
プレスタディによって、河川の地形測量に対して 3D スキャナーは有効なツールとなり得るこ
とが示された。このため、次に、3D スキャナーによって洪水による河道地形の変化を計測可能か
どうかを明らかにすること、また地形変化の計測に必要な一連のデータ処理手法を確立すること
を目的として実験を実施した。
(2)実験の概要
鹿児島大学郡元キャンパス構内で実験を行った（図-2 の領域 A がターゲットとする領域）
。河
川における実測では、3D スキャナーを橋や堤防上に設置することを想定しているが、そのような
状況を模擬するために海洋土木工学科棟 2 階ベランダより、その南側の通路を撮影した。同通路
には、仮置きの資材、倉庫、自転車等があり、多様な固体表面の凹凸が存在する。このような場
所を対象に、まず 3D スキャナーによる標高計測の再現性を検証した。次に、同じ場所に、プラ
スティック製の容器（高さ 21cm）を設置し（図-3 の赤枠の中）、地形変化の計測の可能性を実際
に調べてみた。
(3)座標の定義
3D スキャナーでは、内蔵されたジャイロによって鉛直軸と水平面が定められる。機器の設置方
向によって水平座標 XY の向きが定められるが、デフォルトでは機器の設置位置が原点になる。
なお、内蔵された電子コンパスを用いて、東西南北の方向に水平座標を定義することも可能であ
る。
鉛直座標（Z 座標）の原点は、機器の設置高度で定義される。ただし、高度計の精度はそれほ

図-1 川内川での調査結果の概要（上：現場写真、下：植生高の推定結果）

ど高くなく、データ解析の際にソフト
ウェア上で補正が必要になる。通常は、
基準となる対象物の高さの計測値等
を活用し座標変換が行われる。
上述したように、3D スキャナーは、
連続的にレーザを放射し、反射した赤
外線波の位相のずれを測定すること
で、対象までの正確な距離を計測する
ことができるが、その距離が、ソフト
ウェア上で XYZ 座標に変換される。

A

(4)3D スキャナーによる地形変化計測
の可能性
3D スキャナーの設置条件を変えず
B
に、標高計測の再現性について検討を
行った。また得られた結果をテキスト
図-2 計測場所の概要
ファイルに出力し、FORTRAN で作成し
たデータ処理プログラムにより、標高の変化を算出した。
結果の一例を図-4 に示す。この結果を見ると、箱の設置の有無のない領域の標高差は、最大で
も 2cm 以内であることが分かる。一方、箱の設置の有無のある領域では、側面以外で標高差は 20.7
～21.5cm となっており（データで確認、結果省略）
、箱の高さを比較的正確に計測できているこ
とが分かる。
本実験では、2 階のベランダに三脚を立て、そこに 3D スキャナーを設置し、計測を実施したが、
3D スキャナーの高度が比較的低く、しかも、箱設置地点がスキャナーから 40m 程度離れている
ため、横軸方向の標高の計測地点が疎に分布している。また、同じ場所に 3D スキャナーを設置
しても、計測地点が完全に一致しないこと、さらに箱のサイズが小さく、標高を算定するグリッ
ドの間隔を小さくせざるをえなかったことが原因となって、標高差を計算できるグリッドがさら
に少なくなり、結果的に図-4 において標高差のプロットが大幅に減少している。
この結果から判断すると、実河川で地形変化を抽出する場合には、抽出したい空間スケールを
定めた上で、3D スキャナーの設置位置や高さを決める必要があると言える。
(5)水害調査における適用可能性についての考察
以上の結果から、3D スキャナーを用いて、地形の変化を比較的精度良く抽出できることが明ら
かとなった。プレスタディの結果より、植生があっても標高や植生高を、ある程度正確に計測で
きることから、地形データが取得されていない中小河川の地形データも比較的簡易に取得できる
可能性が考えられる。ただし、このような調査を有効にするためには、水害前の地形を事前に 3D
スキャナーによって計測・データベース化しておく必要があることは言うまでもない。
４．ハンディ距離計の適用可能性の検討
(1)目的
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上記のように、3D スキャナーを用いて、水害
後の地形変化を正確に計測できる可能性が示さ
れたが、実際の水害においては、地形の変化だ
けでなく、洪水痕跡等、他の情報の取得も必要
であり、計測対象を事前に選定できないのが一
般である。さらに、どこで測量すべきかを事前
に知ることはできず、現場における移動がそれ
なりに必要となることから、計測機器はできる
だけ軽量で運びやすい物が好ましい。このよう
な状況を踏まえ、本研究では、水害時の現場踏
査における Leica 社製 DISTOTM D810 touch（以下、
「ハンディ距離計」
）の適用可能性を検討した
（写真-2 参照）。
(2)使用した機器
鹿児島大学構内にある測量実習用の基準点を
活用し、ハンディ距離計による座標推定の可能
性を検証した。使用した機器は、Leica 社製
DISTOTM D810 touch である（寸法(縦×横×高
さ)(mm)：164×61×31、重量（電池含む）
：238g）
。
本機では、レーザを用いた距離計測、水平線か
らのチルトの計測、コンパス測量が可能である。
また、本機には、測定対象が、ビュースクリー
ンに表示されるポイントファインダー機能が装
備されており、ディスプレイ上に、測定対象を
含む画像が、最大 4 倍の倍率で表示される。ま
た、表示された画像（スクリーンショット）を
保存することも可能である。
(3)レーザによる対象物の捕捉
上記のハンディ距離計を野外で使用する場合、
光が強くなるほど、対象物へレーザが照射され
図-4 地形変化の計測結果（数値の単位:m）
たかどうかを確認しづらくなる。このような状
上：箱がない場合の標高
況を考慮し、晴天時の野外において、対象物が
中：箱がある場合の標高
どの程度離れると、レーザドットを判別できな
下：箱の有無による標高差
くなるのか、また、レーザが対象部を正確に捉

写真-2 使用機器と三脚への取付け状況

20m

70m

写真-3 距離に応じた取得画像の違い
えることができなくなるのかを確認した（図-2 の領域 B で実施）。対象物として、幅 5cm の標尺
（箱尺）を用いた。この結果、以下のような知見が得られた。

ハンディ距離計の位置から、10m 程度離れていても、肉眼とディスプレイの両方で、標尺の
1cm サイズの目盛を認識することができる。一方、20m 以上離れると肉眼とディスプレイの
両方で、目盛を全く認識できず（写真-3 参照）
、取得した画像を PC 上で拡大しても目盛を全
く認識できない。

ハンディ距離計の位置から、10m 程度離れても、標尺上で赤く光るレーザドットを認識する
ことが可能であるが、20m 以上離れると認識しづらくなる。

ハンディ距離計から離れるほど、標尺上で赤く光るレーザドットのサイズは大きくなり、色
も薄くなる。ドットの鉛直方向の厚さは、35m までは 5mm 程度、35-50m で 5-10mm、55-70m
で 10mm 程度であった。

ハンディ距離計から 70m 離れた地点であっても、標尺の脇に立てばレーザがどこに照射され
ているのかを、レーザドットによって確認することが可能である。

背景との色のコントラストが明確であれば、70m 離れても、標尺の 5cm 幅の認識は可能であ
り、ディスプレイ上の十字の印を頼りに、レーザを標尺内に照射することは可能である。
(4)距離計としての精度
標尺に気泡管水準器を取り付け、標尺をおおよそ鉛直に立てた状態で、距離計の精度を確認し
た。70m 離れた地点の距離の実測値は 69.988m であり、標尺とハンディ距離計の組み合わせによ
って、距離の計測を比較的正確に行えることを確認した。
(5)コンパス機能
次に、Leica 社製 DISTOTM D810 touch の電子コンパスの適用可能性について調べた。電子コン
パスを使用する際には、キャリブレーションが必要である。キャリブレーション後に、距離計を
固定しても、時々刻々と表示値が変化しており、コンパス使用時には、このような変動の要因を
除去するか、このような変動の影響を加味した上でのデータ取得が必要になると思われる。
(6)レベルの代用機器としての可能性
Leica 社製 DISTOTM D810 touch には、距離計測機能に加えて、チルト計測機能（最小表示 0.1°）
が備わっている。このため、付属の気泡管水準によって三脚を水平に設置した後、チルトセンサ

ーの表示が 0°となるように、さらなる調整を行った後、レベルの代用機器としての適用可能性を
検討した。
具体的には、水平だと推定される海洋土木工学科棟の廊下において、気泡管水準器によってお
およそ鉛直に直立させた標尺を距離計から所定の距離離し、レーザドットの中心点の高さを読み
取った。この結果を見ると、標尺の読み取り値は、ほぼ線形に減少しており、距離計から離れる
につれて床の高さがあたかも増加しているような実際とは矛盾した結果が得られた（結果省略）。
そこで、次に、測定値で得られる床の水平面との角度を求めてみたところ、0.022°となることが
分かった。この結果から判断すると、上記のような結果は、一般的なレベルと同様に、機器を完
全に水平に設置できないことに起因していると考えられる。すなわち、チルトセンサーの計測値
の表示が 0°となるように調整を行っても、センサー自体に±0.1°程度の誤差があり、センサーは完
全に水平状態を保っておらず、この結果、上記のような結果が得られたものと推察される。本研
究で使用したハンディ距離計は、軽量かつ種々の計測機能が装備されているが、上記のような誤
差のオーダを加味した上での適用が不可欠だと言える。
５．おわりに
本プロジェクトでは、3D スキャナーとポータブル計測器を対象に、精度や機能の点検を行った。
その結果、以下のような知見が得られた。
1) 3D スキャナーによって、植生高や植生が存在する領域の地盤高を計測できる可能性があり、
使用方法を工夫することで、河道地形の計測に有効性を発揮する可能性がある。
2) 計測条件によって精度は変わってくると考えられるが、本プロジェクトでの実験によると、
標高の再現性は 2cm 程度の範囲に収まり、それを超える 20cm 程度の地形の変化は容易に抽
出可能である。
3) 実河川で地形変化を抽出する場合には、抽出したい空間スケールを定めた上で、3D スキャナ
ーの設置位置や高さを決める必要がある。
4) Leica 社製 DISTOTM D810 touch の性能を明らかにした。得られた性能に関する知見や精度を
踏まえた上で、実際の使用を考慮すべきである。

