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研究背景

/

近年の日本における森林の諸課題

→高コストな施業・管理→高コストな施業・管理

→森林情報管理の効率化の必要性

↓
リモ トセンシング技術を用いた森林調査リモートセンシング技術を用いた森林調査，

広義の植生調査，森林生態系観測，広義の植生調査，森林生態系観測，

防災緑化等への活用の可能性，

低 化 省力化が期待され る低コスト化・省力化が期待されている
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研究背景・目的
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近年 新しく導入された 対する期待が近年，新しく導入されたUAVに対する期待が
大きいが、どのような環境で用いるのが 適で大 、 うな環境 用 る 適
あるかといった研究がほとんどない

↓↓
UAVに着目し異なるタイプの林における
適な植生量観測手段 考察適な植生量観測手段の考察

使用目的に応じた望ましい観測手段を
検討することで低コスト化・省力化に検討することで低コスト化・省力化に
つながる情報を提供する
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植生量観測手段：UAV（unmanned aerial vehicle）
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調査対象地
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和歌山大学シ ム 学部棟から・和歌山大学システム工学部棟から

和歌山大学前駅への接続路法面

→開発後の早期法面緑化地点（2009年）

・奈良県宇陀市の里山

→天然下種更新により再生を目指す

長期生態系管理地点であり，

急斜面でアカマツが多く存在する急斜面でアカマツが多く存在する



調査方法：

UAVを用いた空中写真撮影と3次元モデル解析 5/125/12

・UAVを用いた空中写真撮影
使用機材 PhotoScanを用いて多角度地点撮影写真使用機材
UAV(unmanned aerial vehicle)
GPS搭載カメラCanonEOSM2

含め質量約 ）

PhotoScanを用いて多角度地点撮影写真
の自動配列写真測量による
三次元モデルの生成

(GPS含め質量約355ｇ）
水平コントロールポイント
長さ2メートルの検測桿（ポール）・色紙を

地上コントロールポイントとの
縮尺精度比較検証長さ2メ トルの検測桿（ポ ル） 色紙を

7箇所均等分散配置
鉛直コントロールポイント
樹高 測定

縮尺精度比較検証

国土地理院航空写真との
縮尺精度比較検証樹高の測定

接続路法面：7本
宇陀地区：11本

縮尺精度比較検証

宇陀地区：11本
撮影作業日誌を記録（撮影環境）

UAV（Hornet)仕様
機体形式 マルチコプター （6ローター） 耐風性能 8m/秒機体形式 マルチコプタ 　（6ロ タ ）

ローター軸間距離 600㎜　（対角線）

全長×全幅×高さ 730×800×300　（㎜）　　（ローター先端まで）

機体重量 1570g　（空撮オプションなし，バッテリなし，カメラなし）

耐風性能 8m/秒

制御方式 GPS・3軸ジャイロ3軸加速度センサー併用

操縦方式 GPS・姿勢制御・手動切り替え式

動力バッテリー リチウムポリマーバッテリ　3S3300mAh　11.1V　×2本（標準）

ペイロード（ 大積載量） 600g

大離陸重量 3000g

航続時間 12分　（標準バッテリ　ペイロード300g　気温20℃　風速3m/秒）

動力アンプ容量 18A×6

ロータサイズ 10×4.7

操縦用無線機 日本遠隔制御　DMSS方式
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調査方法：

国土地理院撮影航空写真を用いた3次元モデル解析 6/12

・国土地理院のホームページ1)より

国土地理院撮影航空写真を用いた3次元モデル解析

国土地理院により撮影された
新の航空写真をダウンロード

・ PhotoScanを用いて
国土地理院により撮影された航空写真の国土地理院により撮影された航空写真の
自動配列写真測量による
三次元モデルの生成

2008年国土地理院撮影
和歌山大学周辺航空写真

三次元モデルの生成

UAV空中写真との縮尺精度比較検証
和歌山大学周辺航空写真
大きさ：4031×3780（ピクセル）
水平方向（解像度）:400dpi
垂直方向（解像度）:400dpi
撮 縮撮影縮尺：1/10000

1)国土地理院地図・空中写真閲覧サービス http://mapps.gsi.go.jp/
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調査結果・考察

撮影環境 7/12

UAVを用いた空中写真撮影

撮影環境

調査地 日程 天候 準備に要した時間

和歌山大学システム工学部棟から
和歌山大学前駅への接続路法面

2014年7月29日 晴れ
10時17分～10時25分
（計8分）

1度目のフライト時間 2度目のフライト時間 フライト回数 撮影枚数

調査地 日程 天候 準備に要した時間

奈良県宇陀市菟田野町
入谷地区入谷山

2014年10月4日 曇り
13時12分～13時27分
（計15分）

1度目のフライト時間 2度目のフライト時間 フライト回数 撮影枚数

10時49分～10時55分（計6分） 11時01分～11時05分（計4分） 2回 59枚

撮影人数 シャッター速度 GPS設定 GPS取得時間

2名 1/500秒 15秒毎に受信 1分10秒

13時48分～13時52分（計4分） 14時03分～14時07分（計4分） 2回 30枚

撮影人数 シャッター速度(1回目) シャッター速度（2回目) GPS設定

7名 1/640秒 1/160秒 15秒毎に取得

離着陸地点の様子 使用機材

凹凸のない緩やかな斜面
UAV/GPS搭載カメラ/
2mポール（1本）

調査地 日程 天候 準備に要した時間

GPS取得 離着陸地点の様子 使用機材

3分10秒 凹凸が多く急な斜面
UAV/GPS搭載カメラ/2mポー
ル　　　(5本)/ベニヤ板（2枚）
（縦×横：180×90㎝）/色紙

調査地 日程 天候 準備に要した時間

和歌山大学システム工学部棟から
和歌山大学前駅への接続路法面

2014年9月17日 晴れ
13時25分～13時32分
（計7分）

1度目のフライト時間 2度目のフライト時間 フライト回数 撮影枚数

13時32分～13時37分（計5分） 13時40分～13時44分（計4分） 2回 26枚

和歌山大学システム工学部棟から
和歌山大学前駅への接続路法面

2014年11月17日 曇り
12時37分～12時45分
（計8分）

1度目のフライト時間 2度目のフライト時間 3度目のフライト時間 フライト回数

12時53分～12時56分（計3分） 14時09分～14時13分（計4分） 15時37分～15時41分（計4分） 3回

撮影人数 シャッター速度 GPS設定 GPS取得時間

2名 1/800秒 15秒毎に受信 1分05秒

離着陸地点の様子 使用機材

UAV/GPS搭載カメラ/

撮影枚数 撮影人数 シャッター速度 GPS設定

30枚 2名 1/800秒 1秒ごとに取得

GPS取得 離着陸地点の様子 使用機材

UAV/GPS搭載カメラ/2 ポ

→多様な天候・機材の使用，シャッター速度・GPS設定の変更，

凹凸のない緩やかな斜面
UAV/GPS搭載カメラ/
2mポール(7本）

1分10秒 凹凸のない緩やかな斜面
UAV/GPS搭載カメラ/2mポー
ル　（計7本）/色紙

異なる離着陸地点による援用等条件を変えた撮影
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結果・考察：

接続路法面と宇陀地区の縮尺精度比較 8/12接続路法 宇陀 縮尺精度 較

空中写真（UAV）
解像度：1.66㎝
撮影高度

空中写真(UAV）
解像度：1.00㎝
撮影高度

アカマツ

撮影高度：41m 撮影高度：31m

の実生

両地点共に解像度が高く両地点共に解像度が高く，
数㎝のアカマツの実生も確認が可能
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調査結果・考察：

空中写真（UAV）と航空写真（国土地理院）の縮尺精度比較 9/12

空中写真(UAV)
解像度：1.66㎝
撮影高度 41m

航空写真
（国土地理院）
解像度：55 1㎝撮影高度：41m 解像度：55.1㎝
撮影高度：1500m

空中写真（UAV）：撮影範囲は狭いが数㎝のものまで確認が可能
航空写真 撮影範囲が広いが 数 単位のものの確認は困難航空写真 ：撮影範囲が広いが、数㎝単位のものの確認は困難

（住宅など数m単位のものであれば可能）
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調査結果・考察

PhotoScanを用いた三次元モデル解析（接続路法面） 10/12を用 た 次元 デル解析（接続路法面）
地上コントロールポイントとの全体の誤差精度

GPS取得速度 毎秒

得速度 秒ごとGPS取得速度 15秒ごと

UAVに搭載したGPSの影響を強く受け，相対縮尺はX‐Y軸:Z軸において，1:0.74であり，
水平誤差よりも鉛直誤差が大きく出た
（手動での事後補正の必要性が高い）（手動 事後補 必要性 高 ）

GPS取得速度の毎秒受信に変更したことにより誤差が減少

歪みや空間精度は写真の枚数よりも、多方向かつ等間隔に、対象区域よりもさらに
外郭側に広範囲の撮影が必要であると考えられる
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調査結果・考察

PhotoScanを用いた三次元モデル解析（宇陀地区） 11/12を用 た 次元 デル解析（宇陀地区）
地上コントロールポイントとの全体の誤差精度

UAVに搭載したGPSの影響を強く受け，相対縮尺はX‐Y軸:Z軸において，1:0.75であり，
水平誤差よりも鉛直誤差が大きく出た
（手動での事後補正が必要性が高い）

誤差が大きいのはGPS取得速度が15秒ごとで遅かったのが原因だと考えられる誤差が大きいのはGPS取得速度が15秒ごとで遅かったのが原因だと考えられる

歪みが大きく出たのは，天空率が低く、UAVが視認できなくなるため、
フライト範囲が制限され撮影範囲が限定されたためであると考えられるフライト範囲が制限され撮影範囲が限定されたためであると考えられる
⇒対象区域よりもさらに外郭側に広範囲の撮影が大切と考えられる。そのためには、
多地点の安定した離着陸スペースの確保が必要と考えられる
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まとめ
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UAVUAV
・山間部では，地形や樹冠天空率等の環境に影響されるが
アカマツの実生（数㎝）レベルのモニタリングが可能アカマツの実生（数㎝）レベルのモニタリングが可能

・天空率が高く離着陸スペースが確保される都市近郊丘陵地林分では有効
・低コスト(初期投資100~200万），短時間（約1時間），少数（2~7人）で必要
に応じた場所・枚数の撮影，定期観測が可能


