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論文要旨

　レーザースキャナは、広範囲の三次元データを短時間で取得することができるため様々な分野で利用され

ている。レーザースキャナが取得するデータは、レーザースキャナ自身を原点とする座標である。本研究では

レーザー座標と呼ぶ。レーザー座標は基準点を用いて地上座標に座標変換を行う必要がある。基準点には測量

用のプリズムが利用されている。基準点の地上座標はトータルステーションなどの機材を用いて高精度で取得

することができる。しかし、レーザースキャナデータの基準点座標は、レーザースキャナに視準装置がないた

め、付属のソフトを用いて基準点の反射強度が高い座標を自動的に取得し、基準点座標としている。しかし、

この手法ではプリズムの中心座標を取得できているとは限らない。付属のソフトを用いて取得した基準点座標

の取得精度は大きいときで ����以上の標準偏差がある。そのため、レーザースキャナのデータは高精度に座

標変換できていない。

　本研究は、レーザースキャナデータの幾何補正の精度を向上させるために、現在レーザスキャナの付属のソ

フトで行われている基準点座標の取得を自作プログラムにより座標の取得を行い、取得精度を向上させる。ま

た、座標変換モデルに非線形の三次元アフィン変換を用いて精度を向上させることを目的とする。本研究の目

標精度は地すべりの変位計測が可能な平均距離誤差 ���を目標とする。

　付属のソフトと自作プログラムによる比較をおこなうため、地すべり現場の実測データより基準点にはプリ

ズム、反射板の各基準点を各 �点ずつ用いて座標変換における平均距離誤差の比較を行った。地すべり地内に

設置されている検証点を対象とした時、反射板を基準点に用いた場合の平均距離誤差は、�������、プリズム

を用いた場合、�������となった。反射板を用いるよりもプリズムのほうが誤差は小さくなった。既存の研究

より多数の反射板を用いれば高精度座標変換が可能である。しかし、レーザースキャナから約 ���離れた場

所しか設置できないため広範囲の座標変換には適していない。レーザースキャナから ���ｍ離れた場所に設

置できるプリズムの取得精度を向上させることができれば広範囲で高精度座標変換が期待できる。レーザース

キャナの基準点座標の取得精度を向上させるために付属のソフトによる取得ではなく、自作プログラムを用い

てプリズムの座標取得を行った。プリズムの座標を付属のソフトで取得した場合、標準偏差が最小で ������、

最大で 	
�����あったものが自作プログラムにより最小で ������、最大で ������まで減少させることがで

きている。この精度の高い基準点を用いて座標変換を行った。平均距離誤差は ������となり精度は向上し

た。また線形の三次元アフィン変換から非線形の三次元アフィン変換を行ったが ��
�ｃｍと精度は向上しな

かった。プリズムと反射板をあわせて基準点の数を増やし行ったが平均距離誤差は �����だった。しかし、他

の検証点において精度が向上していた。目標精度を達成することはできなかたっが精度は向上することができ

た。したがってこの手法は効果的になるだろう。
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