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Abstract: In many cases, the scanner is installed at an angle of 90° when measuring tunnels with MMS, but in other cases , such as 

when measuring roads, the scanner is installed at an angle of 45°. Therefore, the scanner was set at 45° and 90°, and the results were 

compared. The results were compared using contour maps and 3D point cloud data created from the measurement on the 

surrounding geometry, but the defects were eliminated by using the combined data from the round-trip measurement. The 45° angle 

also made it possible to measure the sides of accessories and other areas that could not be measured with the 90° angle. 

 

１. はじめに 

 近年，土木分野では人手不足の傾向にあり，維持

管理の効率化・省力化が求められる．その 1つとし

てモービルマッピングシステム（以下：MMS）を用

いた道路構造物の点検が着目されている．多くの

MMS は円状にレーザ波を照射し周囲を計測するレ

ーザスキャナを搭載している．車両が進むことで照

射場所が変化し広範囲な計測が可能となる仕組みで

ある． 

トンネルの計測では進行方向に対して垂直な断面

で計測が可能なためスキャナ設置角度を地面に対し

て 90°に設定して計測することが一般的である．ス

キャナ設置角度を 90°にすることでトンネル壁面に

垂直な方向でレーザ光を照射し計測することができ

る．菅原ら［1］の研究ではスキャナ設置角度を 90°

にして矢板工法で建設されたトンネルの計測を行い．

ひび割れの原因を特定するための情報を取得してい

る．一方で，路面計測等ではスキャナ設置角度を 45°

等で実施する場合もある．スキャナ設置角度を 45°

とすることでレーザ光は壁面に対して斜めに照射し

計測することになるが，進行方向に正対する面の計

測が可能となる利点がある． 

 そこで本研究では点検を想定してスキャナ設置角

度を変更してトンネルの計測を行い，スキャナ設置

角度の違いによる影響を比較する． 

 

２. 実験方法 

（１）実験概要 

 実験は福島ロボットテストフィールドの模擬トン

ネルを対象として計測実験を実施した．トンネルの

概要は Table 1に示す．計測には PS方式レーザスキ

ャナを搭載したMMS車両を用いた．MMSの計測性

能等は Table 2 の通りである．計測の際にスキャナ

設置角度を 45°と 90°に設定してそれぞれ往復で計

測を行った．また，本研究ではトンネルの中の 10m

程度の区間を抽出し，路面部とノイズの点群を取り

除いたデータとして対象とした． 

Table 1. Tunnel Overview[2] 

Length 50m

Hoollow cross-section Height 8.8m　Width 6.36m

Road width 6m

Phote of tunnel

 

Table 2. Perfomance of the measuring vehicle[3][4] 

Position Accuracy
Horizonal 0.01m Vertical0.20m
 (When receving GNSS)

scan rete 1,016,000 points/sec

Accuracy 0.5mm(Target distance 10m)

Measuring Vehicles

※Accuracy is RMS value

Laser scanner

GPS/IMU

 
（2）分析方法 

 取得したトンネル壁面の点群を平面に展開し画像

形式でコンター図を作成するプログラムを用いて展

開図を作成し，その結果を比較する．また，トンネ

ルに設置された電源ボックスなど形状が複雑な部分

の 3次元点群データを抽出し点群データの取得状況

を比較する． 
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３. 分析結果 

（1）コンター図での比較 

取得した点群データを平面に展開しコンター図を

作成したものを Figure 1にて示す．比較するとスキ

ャナ設置角度 45°では赤枠で示すような欠損がある．

スキャナ設置角度 45°では壁面に対してし斜めにレ

ーザ光が照射されるため突起形状のものが周囲にあ

ると計測ができない．一方で，スキャナ設置角度 90°

の場合にはレーザ光が壁面に対して垂直に照射され

るため周囲の形状に左右されることなく計測するこ

とができる． 

Scanner installation angle 45° Scanner installation angle 90°

 

Figure 1. Contor map(East to West) 

計測結果を往路と復路で結合し平面展開し画像化

した結果が Figure 2である．スキャナ設置角度 90°

のデータは平面直角座標 9系に変換した際に生じた

誤差があったため手動で補正を行い結合した．絶対

的な位置を考慮すると精度が低いが計測物の大きさ

などの相対精度に差はない．スキャナ設置角度 90°

では結合前との違いはない．しかし，スキャナ設置

角度 45°の場合には片方向の場合に生じていた欠損

が無くなっている． 

Scanner installation angle 45° Scanner installation angle 90°

 

Figure2. Contour map(A round trip) 

（２）点群データでの比較 

計測にて取得した 3次元点群データを比較したも

のが Figure 3である．Figure 3では電源ボックス付

近に着目している．スキャナ設置角度 90°の場合に

は電源ボックスの側面部がほとんど計測できていな

い．一方，スキャナ設置角度 45°の場合には電源ボ

ックスの側面も計測されている． 
Scanner installation angle 45° Scanner installation angle 90°

Colored by reflectance intensityColored by reflectance intensity

Current photo

 

Figure3. Acquision of point clouds near the power 

supply box 

 

４. まとめ 

 本研究では MMS のスキャナ設置角度を変更し比

較を行った．その結果，スキャナ設置角度を 90°に

することでトンネル壁面を欠損なく計測できる．ま

た，スキャナ設置角度が 45°の場合では周囲の形状

により欠損が生じることがあるが往復で計測を行い

それらを結合することで欠損なく計測を行うことが

可能である．加えて，スキャナ設置角度を 45°にす

ることでスキャナ設置角度 90°では計測できない部

分も計測が可能である．今後の課題としてスキャナ

設置角度を変更した際の計測精度について検討が必

要である． 
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