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RTK-UAV を用いた地形計測の測位性能および省力効果
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Accuracy, Precision, and Labor Saving Effect of Terrain
Measurement Conducted Using RTK-UAV
Hiroyuki OBANAWA1, Seiichi SAKANOUE1 and Takanori YAGI1
Abstract
We conducted terrain measurements using a DJI Phantom4 RTK, a consumer-grade
Unmanned Aerial Vehicle (UAV) with a built-in Real Time Kinematic-Global Navigation
Satellite System (R TK-GNSS). We then compared its positioning performance and
labor-saving effect to other UAV-SfM (Structure from Motion) methods by measuring
the accuracy and precision of the position information and the working time. A threedimensional model was constructed from aerial photographs acquired with the RTKUAV. It was found that the average positional accuracy of the model was 118 mm
horizontally, and 292 mm vertically. This was a great improvement compared to the
method using single-point positioning GNSS equipped conventional UAV (about onetenth to one-hundredth of the average error), while the result was slightly inferior
to the current method using Ground Control Points (GCPs) with high accuracy (the
average error was about 3 to 6 times). The average precision (reproducibility) in the
positional data was 69 mm horizontally and 35 mm vertically. Thus, when measuring
topographical changes between multi-temporal Digital Surface Models (DSMs), only
changes larger than the DSM measurement precision could be detected. In addition, it
was found that the working time of the RTK-UAV method, including field measurement
and data processing, was reduced to 19% of the time taken for the conventional method,
including the work related to GCPs. Although attention should be paid to the accuracy
and precision of the position information and the detection limit of the amount of
topographical change, the employment of RTK-UAV equipment in topographic surveying
was considered to be highly effective because it could be applied to difficult-to-access
areas where the installation costs of GCPs were high and it would significantly reduce
on-site working time.
Key words: Unmanned Aerial Vehicle (UAV), Real Time Kinematic (RTK),
Phantom4 RTK, accuracy, labor saving
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1 ．は

じ

め

に

UAV-SfM（Unmanned Aerial Vehicle with Structure from Motion）手法は，取得できる
3 次元データの空間解像度の高さおよび初期・運用コストの低さにより，地形計測分野で
広く使用されている（早川ほか，2016）．複数時期のデータを重ね合わせる場合，あるい
は複数か所のデータを繋ぎ合わせる際に，3 次元データは正確な位置情報を持つ必要があ
る．しかし，これまで一般的に使用されてきた軽量コンパクトかつ安価な UAV（たとえば，
DJI 社製 Phantom シリーズなど）に搭載されている GNSS（Global Navigation Satellite
System：衛星測位システム）の測位方式は単独測位であるため，UAV で撮影した空撮写
真に自動的に付与される位置データ，およびそれらの写真群から生成した 3 次元データ
の位置情報は正確度（accuracy）が低かった（真値とのずれが大きかった）．それらの位
置座標は，水平方向に数 m，鉛直方向には数 10 m ずれることもあり（たとえば，小花和
ほか，2015），そのままでは作成した 3 次元モデルの正確な重ね合わせあるいは結合はで
きなかった．相対的な位置を合わせるためには，不動領域における点群間の距離を最小
化する ICP（Iterative Closest Point）といった手法を用いた複雑な処理が必要となり，作
業コストが大きかった．一方，位置情報の正確さを向上させる方法として，地上基準点
（Ground Control Point: GCP）を用いる方法が広く実施されている（国土交通省国土地理院，
2017）．これは，計測範囲の周辺部および中心部に GCPs として複数の地上マーカーを設
置し，それらの位置情報を正確度の高い測位手法（トータルステーションや搬送波を用い
た干渉測位）により取得し，空撮画像の SfM 処理時に全写真上の GCPs の抽出および位
置座標入力を行う計測手法である（以下，GCPs の設置・測位・後処理工程を「GCP 作業」
と呼称する）．しかし，GCP 作業は現地作業およびデータ処理に係る労力が大きく，また
高性能な測位機材は高額であり，UAV-SfM 手法の導入および継続的な運用の妨げとなっ
てきた．特に地形学の分野では，地上マーカーの設置および地上測位が現実的に不可能な
急傾斜地（崩壊地や海食崖など）や現地踏査が困難な氷河地形等を対象とすることも多い
ため，GCP 作業に係る労力は大きな問題となっている．GCP 作業を省略する一つの方法
として，UAV に搭載する GNSS の計測方法を干渉測位法に変更し，位置情報の正確度を
向上させる手法がある．しかし，これまでに市販されてきた UAV に搭載可能な重量およ
びサイズの干渉測位 GNSS 機材は高価であった．また，GNSS の測位結果（アンテナの位
置情報）を写真の中心位置に適切に変換することが難しく（アンテナとカメラは離れてお
り，また両機材が搭載される UAV の姿勢が常に変化するため），一般ユーザーには導入・
運用が難しかった．
しかし最近（2018 年 10 月），小型軽量かつ比較的安価（約 70 万円）であり，GNSS
アンテナと写真の位置ずれも自動補正される，導入・運用が容易な RTK（Real Time
Kinematic）-GNSS 搭 載 型 UAV（DJI 社 製 Phantom4 RTK） が 登 場 し た． 当 機 材 の 使 用
により空撮写真の位置情報の正確度が向上すれば，GCP 作業が不要となるため，UAV-
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SfM 手法の利便性は向上する．また，地上 GCPs の設置が不要となるため，適用可能な
地形環境も拡大することが期待される．そこで本稿では，Phantom4 RTK を用いた地形
計測（以下，RTK-UAV-SfM と呼称）結果の位置情報の正確度と精度（データの再現性，
precision），および GCP 作業を含む従来手法（以下，GCP-UAV-SfM と呼称）と比較した
省力効果を明らかにし，地形計測に対する RTK-UAV 導入の有効性を検証した．

法

2 ．方

計測場所は，北海道農業研究センター内の 2 か所（area 1 および area 2）とした（Fig.
1）．Area 1 は牧草地であり，面積は約 10,000 m （約 140 m × 70 m，1 ヘクタール）であ
2

る．Area 2 は牧草地，道路，建物，森に覆われており，面積は約 20,000 m （約 140 m ×
2

140 m，2 ヘクタール）である．両 area とも起伏が少なく平坦であり，標高は 77〜82 m
である．
UAV 計測は，2018/12/6 から 2019/1/4 の間にほぼ 1 週間間隔で 5 回実施した（Table
1）．空撮実施時間は 11 時から 14 時の間であり，太陽高度が低い朝や夕方の時間帯は避け
た．天候は，2018/12/13 は晴れ，その他の計測日は曇りであった．計測場所より北西に
約 1.5 km 離れた場所に位置する北海道農業研究センター内の気象観測露場（標高 73.6 m）
のデータによると，空撮時における気温は−8.7〜1.6℃，風速は 0〜2.4 m/s であった．ま
た，一回目の計測時（2018/12/6）は積雪が無かったが，その後の計測時は地表面はほぼ

Fig. 1.

Study areas. The base map is GSI Maps.
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Table 1.

Specifications of aerial photography.

Date

6 Dec. 2018

13 Dec. 2018

21 Dec. 2018

27 Dec. 2018

4 Jan. 2019

Aerial photographing time

12:10-12:26

11:53-12:03

13:50-14:00

11:23-11:34

11:04-11:27

Number of aerial photos
(area 1 / area 2)

147 / 201

147 / 196

147 / 199

147 / 199

147 / 199

Temperature
(degrees Celsius)

− 0.9

− 2.6

1.6

− 8.7

− 1.1

Average wind velocity
(m/s)

2.0

0.5

0

2.4

0.9

Snow depth
(cm)

0

12

18

22

27

Climate
condition

雪で覆われ，上記気象観測露場における積雪深は 12〜27 cm であった．
空撮条件は，area 1 では比高 30 m，area 2 では比高 50 m と設定し，地上空間解像度は
それぞれ約 8 mm と 14 mm であった．写真の重複率は，オーバーラップ 80％，サイドラッ
プ 60％とした．SfM 処理時の doming 現象（3 次元モデル全体が凸型あるいは凹型に変形
する現象）を防止するために（James and Robson, 2014; 神野ほか，2018），カメラの角度
は UAV 前方向に伏角−80 度とし，UAV 前面は常に進行方向を向くように（すなわち，写
真の撮影方向が常に進行方向斜め下向き）することで，対象範囲を多方向から撮影するよ
うに設定した．飛行経路の設定および自律飛行は，DJI 社製 GS RTK アプリを使用した．
GCP-UAV-SfM 手法による地形計測の作業時間を計測するために，area 1 内に地上マー
カーを 9 点設置した（Fig. 2）．地上マーカーの正確な位置情報は，Emlid 社製 Reach RS
を用いた GNSS 計測およびオープンソースソフトウェア RTKLIB（Takasu, 2018）を用い
た後処理キネマティック法により取得した．
空 撮 画 像 の SfM-MVS 処 理 は，Agisoft 社 製 PhotoScan Professional Edition（2019 年 1
月よりソフトウェア名称が Metashape に変更）を使用し，デジタル表層モデル（Digital
Surface Model: DSM）およびオルソモザイク画像を作成した．RTK-UAV-SfM 手法では，
写真および 3 次元モデルの位置情報は，Phantom4 RTK により空撮時にリアルタイムかつ
自動で各写真に記録された位置情報を使用した．すなわち，GCPs およびそれらの位置情
報は使用しなかった．この手法により作成した DSM を，以下では P4R-DSM と呼称する．
一方，GCP-UAV-SfM 手法の場合は，area 1 の四隅に位置する地上マーカー4 点（Fig. 2 の
22-G1〜 G4）を用いて GCP 作業を実施した．すなわち，GCPs およびそれらの位置情報
をもとに 3 次元モデルに位置座標を付与した．この従来手法により作成した DSM を，以
下では GCP-DSM と呼称する．なお，高さデータは全て楕円体高を使用した．
また，省力効果を検証するために，両手法の各工程における作業時間を計測した．デー
タ処理に用いた PC のスペックは，CPU が Intel 社製 Core i7-3960X @3.30 GHz（6 コア，
12 スレッド），メモリは 128 GB，グラフィックカードは NVIDIA 社製 GeForce GTX 1080（8
GB GDDR5X）× 3 である．
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Fig. 2. Position accuracy of terrain measurement conducted using RTKUAV (area 1). Points 22-G1-4 and 22-V1-5 represent ground markers.
Points 22-G1-4 are used for GCP-UAV-SfM method as GCPs. White bar
depicts the amount and orientation of horizontal error. Black bar depicts
the amount and up-and-down direction of vertical error. Contour interval
is 50 cm.

3 ．結 果 と 考 察
3．1．測位性能
3．1．1．正確度（accuracy）
降雪前の 2018/12/6 における area 1 の地上マーカー9 点を対象として，Reach RS で地
上計測した位置座標を真値として，P4R-DSM の正確度を評価した．なお，UAV-SfM 手法
による測量において，計測範囲の縁辺部は SfM に使用することができる写真の枚数が少
なく，かつ計測範囲内側からの斜め写真のみに制限されるため，作成される 3 次元データ
の品質が低下することが知られている．そこで，地上マーカー9 点は，縁辺部の誤差の増
大の影響を避けるために，計測範囲のやや内側に配置した．Fig. 2 に示すように，地上マー
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カーが配置された場所の等高線からは，3 次元モデルの不自然な歪み等は認められず，モ
デル縁辺部の誤差増大の影響は受けていない．
正確度を評価した結果，水平誤差は 58〜191 mm（平均 118 mm），鉛直誤差は−175〜
−380 mm（絶対値平均は 292 mm）であった（Fig. 2）．すなわち，水平誤差に比べて，鉛
直誤差の方が約 2〜3 倍大きい結果となった．水平誤差のずれの方向は，全体的に計測範
囲中央よりやや東（地上マーカー22-G1 と 22-V2 の中間あたり）の位置に収束するような
傾向が認められた．一方，鉛直誤差に関しては全点で P4R-DSM の楕円体高が真値よりも
低い値であり，その絶対値は計測範囲中心で相対的にやや小さく，周辺部でやや大きい傾
向が認められた．以上の水平および鉛直誤差の傾向より，3 次元モデル全体におけるわず
かに凸型の doming の発生が示唆された．上述のように，今回の検証では doming 発生を
抑制するために斜めかつ多方向の撮影を行ったが，その発生を完全には抑制できなかった
可能性がある．今後は，撮影角度の再検討，複数高度からの撮影，正確なカメラキャリブ
レーションパラメータの使用等により，doming の発生をさらに抑制する工夫が望まれる．
従来の単独測位 GNSS を搭載した UAV の位置情報のみを用いた 3 次元モデルの水平誤
差は数 m，鉛直誤差は数 10 m 程度である．一方，正確な位置情報が求められた GCPs を
使用した 3 次元モデルでは，水平誤差は 30〜40 mm，鉛直誤差は 50〜60 mm 程度である
（菅井ほか，2017）．すなわち，RTK-UAV 計測手法は，単独測位 UAV を用いた手法に比べ
て水平誤差が約 1/10 以下，鉛直誤差が 1/10〜1/100 程度に大きく向上しており，一方，
正確な GCPs を用いた手法に比べると，水平誤差が約 3 倍，鉛直誤差が約 6 倍程度大きく
なっており，正確度は劣っている．
Phantom4 RTK による測量結果の正確度に関する既存情報としては，学会発表（和久津，
2018：東西方向最大 24 mm，南北方向最大 22 mm，鉛直方向最大 195 mm）や，web 上
の速報的な情報（加藤，2018：150 mm ※方向不明；神野，2019：3 軸合成 RMS 23 mm）
が存在する．これら既存情報は撮影・データ処理条件が異なる（あるいは不明），あるい
は検証途中の暫定的なデータであるため，単純な比較はできないが，本研究で得られた誤
差は相対的にかなり大きい．その原因としては，対象領域の土地被覆（風で動く牧草），
撮影条件（斜め撮影不足），太陽高度の低さ（高緯度かつ冬至付近のため照度が低い），低
温によるカメラレンズ収差の変動等に起因する，3 次元モデルの品質の低下の影響などが
可能性として考えられる．
3．1．2．精度（precision）
次に，RTK-UAV-SfM 手法の位置情報の精度（再現性）を検証する．上記のように，2
回目以降の観測時は計測場所全面が雪に覆われていたため，地表に設置したマーカーは見
えず，検証点として使用できなかった．そこで，水平座標の検証点として，area 2 内の 7
か所の電柱の頂部を使用した（Fig. 3）．その理由は，電柱頂部は周りに遮蔽物がないため
風による除去で雪が積もりにくく，また仮に雪が積もっても頂部の面積は小さく形状が円
であり中心点の認識が容易なためである．一方，鉛直座標の検証点として，area 2 内の 3
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Fig. 3. Position precision of terrain measurement conducted using RTKUAV (area 2). Points TP-1-7 represent telephone poles and points MH-13 mark maintenance holes. Diameter of white circle indicates the amount
of horizontal deviation. Length of the black bar depicts the amount of
vertical deviation. Contour interval is 50 cm.

か所のマンホールの蓋を利用した．その理由は，マンホール上は排水熱および地熱の影響
で雪が解けるため積雪が無く，積雪による DSM の高さデータへの影響が無いためである．
なお，積雪が無いマンホールの中央を水平精度の検証点として利用することも考えたが，
マンホール周辺部の局所的な積雪状況（形状）が風や方位により非対称であり，空撮写真
から正確に中心位置を特定することが困難であったため不使用とした．また，前章で述べ
たように，UAV-SfM による計測範囲の縁辺部は 3 次元モデルの不自然な歪みにより誤差
が増大するが，上記検証点 10 か所は計測範囲の縁辺部から離れており，その影響は受け
ていない．
水平座標の精度に関しては，5 時期の位置座標の重心を求め，各時期の位置座標と重心
との距離の平均値を計算した結果，38〜115 mm（平均 69 mm）という結果が得られた（Fig.
3 の破線円）．水平精度の空間分布をみると，調査地中心から南西方向に向けて偏差が大
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きくなる（破線円が大きくなる）傾向を示すが，一方，TP-6 や TP-7 は中心部よりも小さ
い値を示しており，明確な変化傾向は認められなかった．鉛直座標の精度に関しては，5
時期の楕円体高の重心を求め，各時期の楕円体高と重心との差の平均値を計算した結果，
26〜46 mm（平均 35 mm）という結果が得られた．鉛直精度に関しては，積雪の影響に
より検証可能な場所が限られ，今回のケースでは検証点数が少なくさらに空間的にも狭い
範囲に偏っているため，より多数かつ広域のデータを用いたさらなる検証が望まれる．
UAV-SfM を用いて地形変化量を計測する際は多時期の DSM を重ね合わせてその差分
を計算することが多いが（たとえば，Obanawa and Hayakawa, 2018），以上のように水平，
鉛直方向ともに数 10 mm 程度の座標のずれが発生しうるため，それらの精度より大きい
差分値（地形変化量）を有意な値として扱う必要がある．
3．2．省力効果
Area 1 を対象として，GCP-UAV-SfM および RTK-UAV-SfM 手法における，現地計測お
よび室内データ処理の作業時間を比較した．その結果（Fig. 4），合計作業時間は GCPUAV-SfM 手法は 237 分，RTK-UAV-SfM 手法は 45 分であり，後者の手法は前者（従来手
法）に比べて作業時間が 19％まで短縮することが判明した．具体的に比較すると，まず
野外作業に関しては，UAV 空撮にかかる時間は両手法とも 24 分と同一である．しかし，
GCP 作業，すなわち GNSS 基準局の設置，GCPs の設置および GNSS 移動局を用いた測位，
GNSS 基準局および GCPs の撤去，といった工程に関して，従来手法では合計 120 分かか
るのに対し，RTK-UAV-SfM 手法ではそれらの工程を全て省くことができる．また室内作
業に関しては，写真の撮影位置及び方向の推定（アラインメント）は 3 分，3 次元モデル
の生成は 18 分と両手法とも同一である．しかし，GCPs の測位データの後処理，SfM 処
理時の各写真から GCPs の抽出および位置情報の入力といった GCP 作業に関して，従来
手法では合計 72 分かかるのに対し，RTK-UAV-SfM 手法ではそれらの工程を全て省くこと

Fig. 4. Working time needed for terrain measurement conducted using
conventional method and RTK-UAV method.
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ができる．以上のように，RTK-UAV-SfM 手法では，GCP 作業が全て無くなるため，作業
工程の大幅な削減および作業時間の大幅な短縮が可能となることが確認できた．
今回の検証範囲は比較的平坦かつ整備された実験圃場であるために地上アクセスが良
く，GCPs の設置および地上測位が容易であった．また範囲も比較的狭い（約 140 m ×
70 m）ため，GCP の数も 4 点と少なかった．したがって，GCP 作業にかかる時間は比較
的短いケースだと考えられる．地形研究で対象とすることが多い崩壊地などのアクセス困
難地の場合，特に野外の GCP 作業にかかる労力が飛躍的に増加することで従来手法の作
業時間全体も増加するため，RTK-UAV 導入による省力効果はさらに拡大すると考えられ
る．また，GCP 作業に係る各種機材（地上マーカー，GNSS 受信機，アンテナ，設置機
材など）が不要となるため，機材運搬および現地作業の軽労化が期待される．さらに，ア
クセス困難地における現地作業の工数が減少することで，事故やケガ等のリスクも低減す
ると考えられる．

4 ．結

論

一般ユーザー向け RTK-GNSS 搭載小型 UAV である DJI 社製 Phantom4 RTK を用いて
地形測量を実施し，その位置情報の正確度と精度および作業時間を計測し，他の UAVSfM 手法と比べた測位性能と省力効果を検討した．その結果，空撮画像から作成した 3
次元モデルの位置情報の正確度（真値とのずれ）は水平誤差平均 118 mm，鉛直誤差平均
292 mm であり，従来の単独測位 GNSS 搭載 UAV のみを用いた手法に比べて大きく向上
（誤差は 1/10〜1/100 程度）した．一方，正確度の高い GCPs を用いた現行手法に比べる
とやや劣る（誤差は 3〜6 倍程度）結果であった．また，精度（再現性）は水平方向のば
らつきが平均 69 mm，鉛直方向のばらつきが平均 35 mm であった．すなわち，複数時期
の DSM の差分から地形変化を求める場合，ここで得られたばらつきより大きい変化量を
検出する場合に有効であると言える．
現地計測からデータ処理までを含めた総工程を比較すると，RTK-UAV を用いた手法の
作業時間は，GCP 作業を含む従来手法に比べて 19％にまで短縮できることが判明した．
位置情報の正確さ（正確度，精度）および地形変化量の検出限界に関しては留意が必要で
あるが，現地作業工程と作業時間の大幅な削減が可能であり，かつ、GCPs の設置コスト
が高いアクセス困難地へも適用可能であるため，地形測量への RTK-UAV 機材の導入は有
効性が高いと判断される．ただし，本結果はある計測条件下（計測面積や撮影高度など）
における一検証事例であり，特に位置情報の正確度・精度に関しては撮影高度への依存性
が高いと考えられ（たとえば，石田ほか，2016），また 3 次元モデル全体のわずかなゆが
み（doming 現象）の影響も懸念される．したがって，今後様々な条件下における計測デー
タを積み重ね，引き続き RTK-UAV の計測性能を検証することが望まれる．
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