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学術・技術論文

三次元形状計測装置を用いた建設構造物の
施工管理システムの開発

遠 藤 健∗1 池野谷 尚 史∗1 古 賀 祐一郎∗2 倉 爪 亮∗2

Development of Construction Management System using
3D Measurement Mobile Unit

Ken Endou∗1, Takafumi Ikenoya∗1, Yuichiro Koga∗2 and Ryo Kurazume∗2

A 3D measurement system of a tunnel shape is being developed. This system is composed of a mobile robot

equipped with a 2D laser scanner and a three-axis fiber optic gyro, integrated software, and a total station placed

in the tunnel. Measured data by the robot is transformed to the tunnel’s coordinates system using the position

information measured by the total station and the optic gyro. The integrated software is able to load the design data

of 3D CAD system via LandXML format, and compare with the measured data. The error of the measured data is

displayed in the software interface on-site. This paper describes the basic system architecture and the results of the

measuring experiments in a simulated tunnel.
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1. は じ め に

近年，ICT（情報通信技術）を用いて高品質で高効率な施工
を実現する情報化施工 [1] が国策として推進され，さらに品確
法の策定 [2] などにより公共工事における三次元形状データの
施工や施工管理への利用事例の報告が増してきている．特にト
ンネル堀削工事においては，現在では一般に平面図・横断図な
どの二次元形状データを用いて施工管理が行われているが，掘
削計画や掘削形状は三次元であることを考えると，施工管理も
三次元形状データを用いて行うことが望ましい．
三次元データを用いたトンネル施工管理では，施工途中のト

ンネル内形状の正確な計測は，施工品質の確保において重要な
技術である．これまでにも，トンネル内形状の三次元計測を行
う手法として，定置式三次元レーザスキャナによる手法 [3]～[6]

やレーザや姿勢センサ等の計測機器を自動車に搭載し，走行し
ながら三次元計測を行うシステム [7] [8]も開発されている．こ
のうち，定置式三次元レーザスキャナは，トンネル内の数点の
計測点から計測するため，大型の計測装置を移動させる必要が
あり，また一点での計測にも多大な時間がかかる．Thrunら [7]

は長距離坑道の内部形状を三次元計測する移動ロボットを開発

原 2010 年 12 月 20 日
∗2九州大学
∗1東急建設
∗2Kyushu University
∗1Tokyu Construction

� 本論文は有用性で評価されました．

しているが，2Dレンジデータを用いた SLAMにより位置同定
を行っており，精度向上には閉ループの存在が条件となる．モー
ビルマッピングシステム（MMS）[8]は高速な計測が可能である
が，GPSや慣性センサにより自動車位置を推定するため，GPS

が利用できないトンネル深部や，障害物が多く存在し直線走行
が難しい実際の施工現場では，測定精度が低下する恐れがある．
さらにこれらのシステムでは，計測と施工管理を同時に実施でき
ず，施工現場でリアルタイムに施工管理を行うのは困難である．
そこで我々は小型で高精度，かつ施工現場においてリアルタイ

ムに三次元施工管理を実現する情報化施工システムを開発して
いる [9] [10]．本システムは，レーザレンジファインダや姿勢セ
ンサなどの計測機器を台車に搭載した三次元形状計測装置，既知
点から台車の位置座標を正確に計測するトータルステーション，
および計測機器から得られるデータを統合し処理する統合ソフ
トウエアから構成される．この三次元計測装置を手動で移動さ
せ，トータルステーションにより装置の位置座標を連続的かつ
正確に計測することで，施工途中のトンネル内でも手早く正確
な三次元形状計測を実現する．また，本システムの統合ソフト
ウエアに，3DCADにより作成された設計データを汎用データ
フォーマットである LandXML形式であらかじめ入力し，レー
ザレンジファインダからの計測データを比較し差異情報を求め
る．この差異情報を統合ソフトウエアのインターフェースに表
示し，トンネル施工現場でのリアルタイム三次元施工管理を実
現する．なお，製作する三次元形状計測装置の目標性能は，一
般的なトンネルの出来形基準値，およびトンネル掘削時に寸法
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の基準となる支保工の最小間隔（125 [mm]程度）から，
（1）計測誤差が 50 [mm]以下であること
（2）50 [mm]四方に少なくとも計測点が 1点存在すること
とした．
本論文は，レーザレンジファインダや光ファイバージャイロ，

トータルステーションなど種々のセンサや情報処理アルゴリズ
ム，GUIなどを組み合わせ，実用的な計測システムを構築して
いる点で，土木建築分野における有用な技術提供のみならず，ロ
ボットテクノロジを活用したシステムインテグレーション技術
の一例として，ロボティクス分野へも寄与するものである．本
論文では，開発した三次元計測システムおよび統合ソフトウエ
アについて説明し，模擬トンネルにおける計測実験，および建
設中のトンネルにおいて行った計測実験の結果を報告する．

2. トンネル形状三次元計測システム

Fig. 1にトンネル形状三次元計測システムの構成を示す．本
システムは，レーザレンジファインダや姿勢センサ等の計測機
器を台車に搭載した三次元形状計測装置，外部固定点に設置し
たトータルステーション，および計測装置上の PC内で動作す
る統合ソフトウエアから構成される．以下，それぞれの詳細に
ついて説明する．

2. 1 三次元形状計測装置
三次元形状計測装置を Fig. 2 に示す．この計測装置は，

手押し式の台車に 2 種類の二次元レーザレンジファインダ
（LMS 151，SICK／LDM 300，MT precision），三軸姿勢セ

Fig. 1 System configuration

Fig. 2 3D measurement system

ンサ（JCS7402-A, 日本航空電子工業）の二つのセンサを搭載
している．また，台車上にはリニアガイドに沿って台車の左右
方向に移動可能な計測用ターゲット（360◦ 全周プリズム A7P

型, TOPCON）を設置している．各レーザレンジファインダ
の仕様を Tables 1，2に，三軸姿勢センサの仕様をTable 3

に示す．LMS 151は測距精度は ± 30 [mm] であるが，25 [Hz]

（0.25◦ 間隔）あるいは 50 [Hz]（0.5◦ 間隔）と高速に計測可能
であることから，主に移動しながらの断面計測に利用した．一
方，LDM 300 は全周の計測に 5◦ 間隔で 9 分程度必要である
が，測距精度が ± 1.5 [mm] であることから，トンネル内を一
定間隔で静止した状態での断面計測に使用した．LDM 300 を
用いた離散的な断面計測は，トータルステーションを用いた計
測同様に，一般的に行われる手法であることから，本論文では
LMS 151を用いた移動しながらの連続断面計測について詳細に
説明する．
この計測装置を作業者が移動させながら，二次元レーザレン

ジファインダによりトンネル断面を計測する．移動中の装置の
姿勢は前述した姿勢センサから取得し，装置の位置はトンネル
固定の構造物座標系の既知点に設置したトータルステーション
（GPT-9005A, TOPCON，Table 4）で，台車上の計測用ター
ゲットを計測することにより取得する．
また，レーザレンジファインダの取り付け部は 3軸方向の角

度を手動で独立に変更できる構造であるため，台車に対して任
意の向きにレーザレンジファインダの姿勢を固定できる．その
ため，例えば掘削先端部の計測にはレーザ投射面を水平に近く

Table 1 Specification of LMS 151 (SICK AG)

View angle 270◦

Angular resolution 0.25◦/0.5◦

Systematic error ± 30 [mm]

Statistical error ± 12 [mm]

Scanning frequency 25 [Hz]/50 [Hz]

Max. range 50 [m]

Table 2 Specification of LDM 300 (MT precision)

View angle 270◦

Angular resolution 5◦

Precision ± 1.5 [mm]

Max. range 100 [m]

Table 3 Specification of JCS7402-A (Japan Aviation Electron-
ics Industry)

Range (roll, pitch) ±90◦

Resolution (roll, pitch) 0.1◦

Presition (roll, pitch) ±0.15◦

Range (yaw) ±180◦

Resolution (yaw) 0.1◦

Presition (yaw) ± (1% + 2◦/[min])

Table 4 Specification of GPT-9005A (TOPCON)

Range 1.3∼ 3,000 [m]

Angular resolution 0.5′′/1′′

Accuracy (distance) ± 2 [mm] +2 [ppm]×Distance

Accuracy (angle) 1′′

Max. range 100 [m]
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Fig. 3 Measurement of tunnel shape

Fig. 4 Measurement of initial yaw angle

するなど，計測を行う対象に合わせ最適な姿勢で計測すること
が可能である（Fig. 3）．本論文では，特にトンネル垂直断面形
状の計測を目的とし，レーザレンジファインダのレーザ投射面
が台車垂直方向と一致するように固定した．

2. 1. 1 初期位置・姿勢の計測
Fig. 4は構造物座標系とレーザレンジファインダの計測中心

との関係を図示したものである．台車の位置は計測用ターゲッ
トを台車基準点とし，外部既知点に設置されたトータルステー
ションから距離と方位を連続的に計測することで得られる．一
方，台車の姿勢は三軸姿勢センサから得られるが，ヨー軸周り
の方位は光ファイバージャイロにより計測された角速度を積分
して得られるため，事前に台車の初期方位を決定しておく必要
がある．そこで本システムでは，台車を初期位置に静止させ，計
測用ターゲットをリニアガイド上の基準点と参照点の 2点に移
動，固定し，トータルステーションにより計測された 2点間の
相対位置から初期方位を計測する．
具体的には，台車座標系での基準点および参照点の位置をそ

れぞれ 0p1(x, y, z)，0p2(x, y, z)，トータルステーションにより
計測されるトンネルに固定された構造物座標系でのそれぞれの
点を Ip1(x, y, z)，Ip2(x, y, z) とする．また，二次元レーザレ
ンジファインダの計測中心を 0p0(x, y, z)，台車のロール，ピッ
チ，ヨー角をそれぞれ φr, φp, φy とし，構造物座標系から台車
座標系までの座標変換行列を

IA0 = RkφyRjφpRiφr （1）

とすると，

Ip1 = IA0
0p1 + IA0

0p0 （2）
Ip2 = IA0

0p2 + IA0
0p0 （3）

が成り立つ，ただし，Rkφy , Rjφp , Riφr はそれぞれ z,y,x 軸周
りの回転行列である．これより式（2），（3）の差を求めると，

Ip2 − Ip1 = IA0(
0p2 − 0p1) （4）

となる．ここで

IΔp = Ip2 − Ip1 = (IΔx, IΔy, IΔz)T （5）
0Δp = 0p2 − 0p1 = (0Δx, 0Δy, 0Δz)T （6）

とし，ロール角，ピッチ角は姿勢センサで計測され既知である
ことから，式（4）は

0
B@

IΔx
IΔy
IΔz

1
CA =

0
B@

cos φy − sin φy 0

sin φy − cos φy 0

0 0 1

1
CA

0
B@

0Δx′

0Δy′

0Δz′

1
CA

（7）

となる．ただし
0
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0Δz′

1
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cos φ0
pΔx + sin φr sin φ0

pΔy + cos φr sin φ0
pΔz

cos φ0
rΔy − cos φ0

rΔz

− sin φ0
pΔx + sin φr cos φ0

pΔy + cos φr cos φ0
pΔz

1
CA

（8）
である．よって

IΔx(sin φ0
yΔx′+cos φ0

yΔy′) = IΔy(cos φ0
yΔx′−sin φ0

yΔy′)

（9）

より，ヨー角（初期方位角）は

φy = tan−1

„
IΔy0Δx′ − IΔx0Δy′

IΔx0Δx′ + IΔy0Δy′

«
（10）

と求められる．なお，計測中心は

Ip0 = Ip1 − IA0
0p1 （11）

から求められる．また台車が移動し計測を行っているときの計
測中心の位置，姿勢も，トータルステーションで計測した基準
点の位置 Ip1 と台車上の基準点の位置 0p1，姿勢センサで計測
されたロール角，ピッチ角，ヨー角から式（11）で求められる．
ただしヨー角は，上記で決定した初期方位角に姿勢センサの出
力（初期方位角からの変位）を加算したものである．
なお，計測用ターゲットをリニアガイドの両端に設置した場

合，両者の間隔は 1,200 [mm] であり，またトータルステーショ
ンによる計測精度は ± 2 [mm] 程度である．したがって，もし
両者で 4 [mm] の位置誤差が発生した場合，初期姿勢の計測誤
差は 0.19◦ となる．これは，例えばトンネル内径を 12 [m]とし
た場合，線形方向に 20 [mm]，半径方向に 0.033 [mm] の誤差
に相当する．したがって，本手法により断面形状の測定に対し
ては，十分に精度よく初期姿勢が決定できると考えられる．

2. 1. 2 姿勢センサのドリフト補正
姿勢センサのヨー軸周りの角度は，角速度を積分した初期方

位角からの変位角として得られるが，出力には時間とともにド
リフトが生じる．そこで本システムでは，計測開始時に 30秒間，
台車を静止させてドリフト成分の時間変化率を計測し，以降は
その値を出力値から差し引くことでドリフトの影響を低減した．
Fig. 5に計測器を静止させた状態で計測したドリフト成分の変
化の一例を示す．10分間の計測を 5回繰り返し行った結果，補
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Fig. 5 An example of drift component compensation

正を行わない場合の方位角のドリフトは平均 0.158 [deg/min]

であったのに対し，30秒間の計測から得られたドリフト成分を
基に出力補正したは平均 0.013 [deg/min] であった．後述する
実験では，80 [m]のトンネルで計測時間は 3分程度であること
から，計測終了時には 0.039 [deg]程度のドリフト誤差が発生し
ていることが予想される．これにより，例えば 6 [m] 先のレー
ザ計測に 4.1 [mm]程度の誤差を生じる可能性があるが，これは
目標精度である 50 [mm]と比較して，十分小さな値であると言
える．なお，30秒間の初期ドリフトの計測時間は，予備実験に
より試行錯誤的に決定した．

2. 1. 3 レーザレンジファインダとトータルステーションの
同期

台車を連続的に移動させてレーザレンジファインダで断面形
状の計測を行う際，トータルステーションによる台車上のコー
ナキューブ基準点の計測は，約 2 [Hz] で連続的に実行される．
一方，レーザレンジファインダからは 50 [Hz]で断面形状が得ら
れることから，レーザ計測を行った瞬間の台車の位置はトータ
ルステーションによる異なる時刻の位置計測結果から推定する
必要がある．本システムでは両者の計測時刻履歴を基に，トー
タルステーションによる計測位置を線形補間し，レーザ計測時
の台車の位置を求めた．
また，トータルステーションのデータ出力時刻には，実際の計

測時刻に対して若干の遅れが存在する．そこで，使用したトー
タルステーション（GTP-9005A）の遅れ時間を計測する実験
を行った．Fig. 6に測定実験の様子を示す．実験は，リニアガ
イド上を等速直線運動するターゲットの位置を，モータに取り
付けられたエンコーダおよびトータルステーションで計測した．
実験結果を Fig. 7に示す．本実験より，トータルステーション
の出力には 600 [ms]程度の遅れが生じていることが分かり，以
降の実験では，600 [ms]のむだ時間が介在しているものとして
トータルステーションの計測時刻を補正し，レーザレンジファ
インダ出力値と同期させた．なお，Fig. 7 に示すように，この
遅れ時間は一定ではなく，これが測定誤差の要因になることが
考えられる．またこの遅れ時間はトータルステーションの機種
によって異なることから，今後は遅れ時間を正確に補正可能な
トータルステーションの選定を行う予定である．
また，レーザレンジファインダの出力にも，若干の遅れが存在

する．例えば，使用したレーザレンジファインダ（LMS-151）で
は 0.5◦ 間隔で計測したときの最大応答時間は20 [ms]である．後
述の実験から，計測時の移動速度を分速 30 [m]（時速 1.8 [km]）

Fig. 6 Measurement of time delay of total station

Fig. 7 Time delay of total station of GPT-9005A

Fig. 8 Integrated software

とすると，20 [ms]は 10 [mm]の移動距離に相当する．しかし前
述のように，本システムはトンネル線形断面形状を 50 [mm]以
内の精度で計測することを目標としており，また覆工後のトン
ネル出来形で，10 [mm]の水平方向のずれで 50 [mm]以上の垂
直方向の形状変化が生じることは考えにくいこと，実際の計測
時間は 20 [ms] よりも小さいと予想されること，レーザレンジ
ファインダの出力する計測時刻履歴から同期を行っていること
から，今回はレーザレンジファインダの計測の遅れは無視した．

2. 2 統合ソフトウエア
2. 2. 1 ユーザインターフェース
統合ソフトウエアは，各センサのコントロールおよび計測デー

タの解析・表示を行う機能を有する．Fig. 8左にソフトウエア
のインタフェースを示す．レーザレンジファインダにより計測さ
れた距離データは，姿勢センサから取得された姿勢情報，トー
タルステーションから取得された位置情報を用いて座標変換さ
れ，ソフトウエア上で三次元モデルとして表示される． 1© 部分
には計測した最新のトンネル断面を表示し， 2© の部分には設計
データとの差異の大きさに応じて着色し展開図表示する．

Fig. 8右に計測中の統合ソフトウエアの画面の一例を示す．計

日本ロボット学会誌 30 巻 1 号 —87— 2012 年 1 月



88 遠 藤 健 池野谷 尚 史 古 賀 祐一郎 倉 爪 亮

測したデータが三次元表示され，さらに 1©に断面が表示されて
いる．

2. 2. 2 LandXML形式による設計データの読み込み
統合ソフトウエアには，土木系 CADソフトウエア（CIVIL

3D, Aotodesk）により 3D設計された設計データを，LandXML

形式で入力可能である．この設計データには，トンネルの中心
線・断面の情報，三次元点の座標，面の情報が含まれており，統
合ソフトウエアでトンネルの三次元モデルに変換し，描画する．
Fig. 9に読み込まれた三次元モデルの一例を示す．

2. 2. 3 施工誤差のリアルタイム表示に基づく施工管理機能
計測データと設計データとの差異は，計測と同時に統合ソフ

トウエアのインタフェースに表示され，その大きさと位置が把
握しやすいように三次元モデルおよび展開図上で誤差量に応じ
た異なる色で作業者に提示される．Fig. 10に計測中の表示画
面を示す．
設計データは面の情報として，三次元点群内の 3点により構

成される三角パッチの情報とその法線ベクトルを持つ．そこで，
計測した三次元点から設計データの三角パッチに垂線を下ろし，
最も短い垂線の長さを設計データとの差異とした．
この差異の計算において，各計測点に対する最近傍三角パッ

チを検出する際，計測データ内のすべての三角パッチに対して
距離計算を行ったのでは，計算時間が増大しリアルタイム性が
大きく損なわれる．そこで，あらかじめ設計データの三角パッ
チを構成するすべての頂点に対して kd 木を構築し，実行時は
計測点に近傍の少数個の頂点を kd 木により探索し，その頂点
を含む少数個の三角パッチに対してのみ距離計算を行うことと
した．後述する模擬トンネルでの予備実験の結果，差異が最小
となる三角パッチが計測点近傍上位 10 位までに存在する割合

Fig. 9 3D model of design data

Fig. 10 Real-time calculation and drawing of measured errors

は 99.9% であり，以降本システムでは計測点近傍の 10位まで
の三角パッチを探索することとした．

3. 模擬トンネルによる計測実験

3. 1 計測実験の概要
開発した三次元計測システムを用いた計測実験を，施工技術

総合研究所（静岡県富士市）内の模擬トンネル（Fig. 11，12，
全長 80 [m]，勾配 0.3%，内空断面積 77.6 [m2]）にて実施した．
実験では，計測装置に搭載した PCで統合ソフトウエアを動

作させ，作業者が計測装置を手動で移動させながらレーザレン
ジファインダ LMS 151を用いてトンネルの断面計測を行った．
Fig. 13に計測風景を，Fig. 14に計測結果を示す．全長 80 [m]

のトンネルの計測に要した時間は約 3分であり，およそ 530万
点の点データを計測した．

3. 2 定置式三次元レーザスキャナによる計測
本システムの計測精度を評価するため，トンネル内の既知点

に定置式三次元レーザスキャナ（GLS-1000, TOPCON，Ta-

ble 5）を設置し，トンネルの三次元モデルを高精度に計測し
た．Fig. 15 に定置式三次元レーザスキャナにより取得した三

Fig. 11 Simulated tunnel

Fig. 12 Design darw of simulated tunnel

Fig. 13 3D measurement experiment
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Fig. 14 Measured 3D model

Table 5 Specification of GLS-1000 (TOPCON)

Range 1∼ 150 [m]

Accuracy (distance) 4 [mm] (σ)/1∼ 150 [m]

Accuracy (angle) 6′′

Max. range 330 [m]

Scanning speed 3,000 [points/s]

Fig. 15 3D model measured by 3D laser scanner

Fig. 16 Obstacles in tunnel

次元モデルを，本ソフトウエア上で描画した結果を示す．
3. 3 精度検証
本システムにより計測したデータと定置式三次元レーザスキャ

ナにより計測されたデータを用いて，設計データとの差異をそ
れぞれ計算し，比較することで，本システムの計測精度を検証
する．
模擬トンネル内にはFig. 16に示すように自動車や各種資機

材などの障害物が多数存在し，床面から 2 [m] の高さまでの範囲
では，障害物のためトンネル形状が正確に計測できない．その
ため床面から 2 [m] 以上の計測点を用いて差異を求めた．また，
坑口から 7.5 [m]～17.5 [m] の区間のトンネル内面はシートに覆
われており，この区間に存在する点も除外し精度検証を行った．

Fig. 17 に差異分布コンター図を示す．横軸がトンネルの奥
行き（Fig. 12の L），縦軸はトンネルを展開図にした場合の天
井の水平からの角度（Fig. 12の θ）である．差異が大きい部分
を白く，小さいものを黒く描画している．また各グラフ左側の
空白区間は，トンネル壁面がシートで覆われている区間である．
これより，両者の誤差の分布がほぼ同様の傾向を有することが確
認できる．同様に，Fig. 18に両センサの計測値の差異の分布を
示す．両者の RMS誤差は総点数 88,985点に対して 20.7 [mm]

(a) Developped system

(b) 3D laser scanner

Fig. 17 Error distribution of measured shape

Fig. 18 Error comparison between the developped system and
3D laser scanner

Fig. 19 Histogram of errors

であった．また，Fig. 19に誤差の頻度分布を示す．これより，
両者の差はほぼ 50 [mm]以内に収まり，目標精度は達成できた
と考えられる．しかし，Fig. 18を詳しくみると，提案システム
はトンネル天端では精度の高い計測ができているが，トンネル
側面では天端に比べて大きな誤差が生じている．この原因の一
つとして，ヨー軸の計測誤差の影響が考えられる．すなわち，
トンネル天端はヨー軸の誤差の影響はそれほどなく，逆にトン
ネル側面では誤差の影響を大きく受けることから，今後は複数
ジャイロの組み合わせやトータルステーションによる定期的な
校正などでヨー軸の計測精度を高め，トンネル側面での計測精
度を向上させることが課題である．

4. ま と め

本論文では，施工中のトンネル内形状計測を目的として開発
した，二次元レーザレンジファインダや姿勢センサを搭載した
三次元形状計測装置，外部固定点に設置したトータルステーショ
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ン，および各センサからのデータを統合し解析・表示を行う統合
ソフトウェアから構成される建設構造物のリアルタイム施工管
理システムについて紹介した．また，開発したシステムを用い
て模擬トンネルを計測し，三次元モデルが短時間で得られ，また
施工精度のリアルタイム評価など，現場での施工管理が可能で
あることを確認した．さらに本システムにより計測したデータ
と建設現場で従来用いられる三次元レーザスキャナによるデー
タとを比較し，本システムの計測精度について検証を行った．
本システムの導入により，これまで専門業者による計測に数

日，解析と評価にさらに数日が必要であったトンネル現況図の
取得と施工管理が，数十分の計測と，計測と同時の誤差解析に
より，施工現場で現場作業員の手により実現できる．また一般
に三次元レーザスキャナは 1,000万円以上の導入コストが必要
であるが，本システムはトータルステーションと三次元計測機
全体で 500万円程度ですみ，経済的である．
本システムはこれまでに岐阜県郡上市で施工中の道路トンネ

ルおよび島根県雲南市で施工中の道路トンネルで検証実験が行
われており，良好な結果が得られている．今後はより操作を容
易にするためのインターフェース部の改良と，各機能の安定性
の向上を図るとともに，一層の精度向上についても検討を進め，
早期の実用化を目指す．
謝 辞 本研究の一部は，平成 21，22 年度国土交通省建設

技術研究開発助成制度，および文部科学省科学研究費補助金基
盤研究（B）（課題番号 23360115）による支援を受けた．

参　考　文　献

[ 1 ] 国土交通省，報道発表資料：「情報化施工推進戦略」について，http://

www.mlit.go.jp/common/000020669.pdf, 2008.

[ 2 ] 国土交通省，公共工事における品質確保の促進に関する法律，http://

www.mlit.go.jp/common/000004840.pdf, 2005.

[ 3 ] T. Nuttens, A. de Wulf, L. Bral, B. de Wit, L. Carlier, M. de

Ryck, C. Stal, D. Constales and H. de Backer: “High resolu-

tion terrestrial laser scanning for tunnel deformation measure-

ments,” FIG Congress 2010, 2010.

[ 4 ] M.J. Henriques and J. Casaca: “Uncertainty in tacheometric

measurement of convergences in tunnels,” 3rd IAG / 12th FIG

Symposium, 2006.

[ 5 ] J.S. Yoon, M. Sagong, J.S. Lee and K.-S. Lee: “Feature extrac-

tion of a concrete tunnel liner from 3d laser scanning data,”

NDT&E International 42, pp.97–105, 2009.

[ 6 ] S. Feketea and M. Diederichsa: “Geotechnical and opera-

tional applications for 3-dimensional laser scanning in drill and

blast tunnels,” Tunnelling and Underground Space Technology,

vol.25, no.5, pp.614–628, 2010.

[ 7 ] S. Thrun, S. Thayer, W. Whittaker, C. Baker, W. Burgard, D.

Ferguson, D. Haehnel, M. Montemerlo, A.C. Morris, Z.

Omohundro, C. Reverte and W. (Red) L. Whittaker: “Au-

tonomous exploration and mapping of abandoned mines,”

IEEE Robotics and Automation Magazine, vol.11, no.4, pp.79–

91, 2004.

[ 8 ] K. Ishikawa, J. Takiguchi, Y. Amano, T. Hashizume and T.

Fujishima: “Tunnel cross-section measurement system using a

mobile mapping system,” Journal of Robotics and Mechatron-

ics, vol.21, no.2, pp.193–199, 2009.

[ 9 ] 遠藤健，倉爪亮，古賀祐一郎：“三次元形状計測装置による建設構造
物の出来形計測—施工中の計測データと設計データのリアルタイム照
合—”，日本機械学会ロボティクスメカトロニクス講演会，pp.A1A–

A28, 2010.

[10] 古賀祐一郎，倉爪亮，遠藤健，池野谷尚史：“三次元形状計測装置に
よる建設構造物の出来形計測—第二報　模擬トンネルを用いた計測
実験—”，第 28 回日本ロボット学会学術講演会予稿集 DVD-ROM，
2G2–7, 2010.

遠藤 健（Ken Endou）
1988 年武蔵工業大学機械工学科卒業．同年東急建
設（株）入社．建設作業用マニピュレータの開発，
自由断面掘進機の高度化研究，非開削推進工法の
ボーリングヘッド位置・姿勢検出装置等の開発を担
当，現在タイル診断ロボットの研究開発に従事．

（日本ロボット学会正会員）

古賀祐一郎（Yuichiro Koga）
2009 年久留米工業高等専門学校専攻科機械・電気
システム工学専攻修了．2011 年九州大学大学院シ
ステム情報科学府修了．同年富士重工業（株）入社．
在学中はレーザ計測の研究に従事．

（日本ロボット学会学生会員）

池野谷尚史（Takafumi Ikenoya）
2005 年横浜国立大学大学院工学府社会空間システ
ム学専攻修士課程修了．同年東急建設（株）入社．
原位置三軸試験装置および変位計測装置の開発に関
する研究，堆積軟岩空洞の長期岩盤影響評価に関す
る研究に従事．

倉爪 亮（Ryo Kurazume）
1991 年東京工業大学機械物理工学専攻修士課程修
了．同年（株）富士通研究所入社，1995 年東京工
業大学機械宇宙学科助手，2000 年スタンフォード
大学客員研究員，同年東京大学生産技術研究所博士
研究員，2002 年九州大学システム情報科学研究院
助教授，2007年より同教授，現在に至る．群ロボッ

ト，歩行機械，レーザ計測の研究に従事．博士（工学）．
（日本ロボット学会正会員）

JRSJ Vol. 30 No. 1 —90— Jan., 2012


