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１．はじめに 

１．１ 研究背景 

現在，欧州の GALILEO,ロシアの GLONASS，GPS の近代化計画など，屋外環境下における位

置標定のためのインフラが整備されつつある．一方，これら GNSS（Global Navigation Satellite 

System：全世界的航法衛星システム）と GIS（Geographic Information System：地理情報システム）

を組み合わせた製品が普及し，さらなる新しいサービスも期待されている．活用が期待される分

野は幅広く，カーナビゲーションシステムの高度化や安全運転の支援などの ITS（高度道路交通

システム：Intelligent Transportation Systems）の開発分野を始め，商圏分析，環境保全，防災など

が挙げられる．さらに，2007 年 5 月には，GIS に利用される地理空間情報の活用の推進に関する

施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とした地理空間情報推進基本法が制定されるなど，

地理空間情報の活用の動きは国家的な規模で活発になっている．このような環境において，道路

管理の分野でも地理空間情報を活用する動きがある．具体的には，これまで紙でやりとりされて

いた情報を電子化し，ネットワークで共有する CALS/EC や，受注者と施工現場のやりとりや施工

の効率化を目指す情報化（IT）施工を利用し，調査，計画，設計，施工，施工管理という一連の

流れの中で路面管理の効率化が期待されている．しかし，現在，現況調査では目視点検や該当箇

所走行時の体感調査などが定量化できない点や，設計前や施工後の計測では作業員が道路上で測

量器を用いた計測を行うため，計測作業に時間を要する点や交通規制の必要がある点，作業員の

安全が確保できない点，計測値の入力作業が必要である点などが障害となり，路面管理システム

全体としてのさらなる効率化を図ることが困難な状況にある． 

一方，車両上部に 3 台の GPS と IMU から構成される GPS Gyro 位置姿勢標定装置，レーザスキ

ャナ，カメラなどを搭載し，道路を走行することで道路周辺地物の位置，そして道路周辺 360 度

の三次元形状を計測することが可能であるシステム，MMS（Mobile Mapping System）を用いて，

道路周辺に存在する様々な地物を自動計測する研究を申請者らは行っている．このシステムは，

交通流を乱さずに計測を行えることにより，計測作業の効率化が可能であり，計測対象を高い分

解能で計測することが可能である．また，道路上での作業員による計測作業を行わないため，安

全面も大幅に改善されることも特徴である．さらには，絶対位置精度の高い計測を行うため，位

置に基づいた時系列的な計測結果の管理が可能となることも特徴として挙げられる． 

そこで本研究では，現況調査及び計測を MMS により行い，情報解析や補修箇所の現況形状の三

次元 CAD への出力，データベースから GIS への情報登録を自動で行う路面形状管理システムを

構築することで，従来手法において効率化の障害となっていた点を改善し，路面管理全体を効率

化することを目的とする． 
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１．２  モービルマッピングシステム(MMS) 

GIS 作成における，人による調査や，航空機，人工衛星による計測の短所を補うべく，近年様々

な研究機関により，計測車両を用いた情報収集システムであるモービルマッピングシステム

（MMS）の開発が進められており，GIS の急速な発展を後押ししている．MMS は，車両に搭載

した測位センサによる三次元位置と，それに関係付けられた画像やレーザスキャナを収集し，デ

ジタルマッピングを行う自動計測技術であり，高効率かつ高精度な情報収集を実現できる．MMS

は，単に環境シミュレータやカーナビゲーションのための GIS のデータ収集のみならず，今後様々

な分野に応用されると期待されている．本研究室では，移動測量や路面性状計測という，３次元

での高精度地物計測の実現に開発の主眼を置き，衛星測位技術を持つ(株)三菱電機と MMS の共

同開発を進めてきた．MMS の概観を図 1.1 に示す．本 MMS は，搭載している 3 アンテナ方式の

GPS-Gyro/IMU による高精度な位置姿勢情報とレーザスキャナにより取得される道路地物までの

距離情報とを複合し，道路周辺環境の三次元点群モデルの作成が可能である．また点群とカメラ

を複合することにより，カラー情報を持った三次元点群モデルの作成が可能である(図 1.2)  

 

 
図 1.1 MMS 概観図 
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図 1.2  道路周辺環境カラー三次元点群モデル 
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１．３  建設 CALS/EC 

建設 CALS/EC （Continuous Acquisition Lifecycle Support / Electronic Commerce）(図 1.3)とは，

公共事業支援統合情報システムの略称であり，「これまで紙でやりとりされていた公共事業に関す

る情報を，標準に基づいて電子化し，情報機器をネットワークに接続することにより，特定の機

器，システムに縛られることなく，組織を越えて情報の伝達，共有，処理，加工，検索，連携を

可能とする環境の総称」と国土交通省により定義されている．つまり，受発注者間の契約，調査，

設計情報や受注者と現場間での出来高，出来形情報を電子化することにより，業務の効率化を図

ることが目的である．具体的な取り組みとしては，「建設 CALS 整備基本構想」が平成 8 年度に策

定され，この中で，CALS/EC の目的と平成 22 年までに我が国の公共事業分野での建設 CALS を

実現するための整備目標などが示され，この基本構想に基づき具体的なアクションプログラムが

策定され，CALS/EC が推進されている．さらに，これら旧アクションプログラムに継続して基本

構想の実現を図る実行計画として，平成 18 年 3 月に「国土交通省 CALS/EC アクションプログラ

ム 2005」が策定され，18 の目標が示された．地方公共団体の公共事業は全国の 7 割を占めており，

国土交通省を代表とする国レベルの取り組みだけでは波及効果は期待できないため，2001 年 6 月

に「CALS/EC 地方展開アクションプログラム（全国版）」を策定している．これにより，全国の

公共事業に CALS/EC が波及し，建設費単価が低減されることを目指している．現在では，電子入

札，電子納入などのシステムが各地方自治体に浸透しており，今後さらなる土木業務の効率化が

期待されている． 

 
図 1.3  CALS/EC. 



 7

１．４ 情報化施工（IT 施工） 

建設 CALS/EC は受発注者間で扱うデータの電子化などの施工業務全般の効率化を目指したも

のであるが，情報化施工は，CALS/EC の枠組みの中において，受注者と施工現場のやりとりや施

工の効率化を目指した生産システムである．つまり，CALS/EC と情報化施工を組み合わせること

で，受発注者と施工現場の双方で効率化を図ることができる．情報化施工は，重機の自動化，ロ

ボット化などの無人化施工や，後述するがトータルステーション，GPS を使った出来形計測など

が挙げられる．いずれも，安全かつ高効率な施工システムとして期待され，実用化されている[5]．  

図 1.4 に，長崎県の雲仙普賢岳で行われた無人化施工の様子を示す．平成 2 年 11 月に雲仙普賢

岳が噴火し，火砕流・土石流が水無川下流地域に大量の土砂をもたらし，家や道路を埋めつくす

という災害が発生した．災害後の被害を最小限に抑えるために，作業に危険が伴わない無人化施

工が行われ，1 ヶ月間で計 30000[m3]の土砂を除去した．この作業は，100[m]以上離れた移動操作

室で，大型機械に搭載された複数の監視カメラから転送される映像と GPS による位置情報を確認

しながら遠隔操作を行っている． 

   

図 1.4 無人化施工の様子. 

 

また，施工後には施工が設計通り進行しているかを確認するために出来形計測が行われる．こ

の出来形計測をトータルステーションとGPSを用いることで半自動化して効率化を図る手法があ

る．トータルステーションは，レーザ距離計測計である．基準点を計測することにより，計測ポ

イントの距離だけでなく，GPS で計測した基準点をゼロとした水平，垂直角を計測することがで

きるため，絶対位置を容易に求めることができる．これにより，従来のように巻尺，レベル，ト

ランシットを用いた計測よりも作業時間を短縮することができ，現在では一般的な手法となって

いる．出来型計測の様子を図 1.5 に示す 
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図 1.5 出来型計測 

１．５ 路面形状管理 

本研究の対象となる路面形状の管理について述べる．この分野は，土木分野の中でも，需要が

高く，技術開発が盛んに行われている分野である．それにもかかわらず，現在の路面形状管理で

は，作業員による計測器を用いた計測作業や紙面による情報管理が主流であり，これらの技術は

浸透していない．このような状況を，現在の路面形状管理の問題点と，いくつかの効率化を図っ

た技術に不足している点について，路面形状管理に求められるシステムを考察する． 

 

１．５．１ 路面形状管理の現状 

図 1.6 に現在の路面形状管理の流れを示す．路面形状の管理は，現況調査と現況計測，設計，

施工，出来形計測に大きく分けられる．現況調査では，路面形状の異常箇所の調査を行うことで

補修の必要があるかどうかを判断し，補修の必要があると判断された場合，現況の計測を行う．

そして，その結果を参考に補修設計をし，施工後には施工の結果を確認するために出来形計測を

行うといった流れで路面形状は維持・管理されている．  

 

 
 

図 1.6 路面形状管理サイクル. 
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現況調査はパトロールカーからの目視や体感によるものが一般的に行われているため，調査作

業を行う人によって判断のずれが生じたり，見逃したりといったことが起こる可能性がある．ま

た，定量的な評価としては，図 1.7 に示すプロフィルメータを用いた路面の平坦性の調査が行わ

れているが，調査に時間がかかり，交通規制も必要であるため，数年に一度程度の更新となって

いる．平坦性とは，路面の凹凸量を表す路面形状管理の指標である． 

     

図 1.7 プロフィルメータ 

 

現況計測では，現在，トータルステーションによる計測が主流であり，計測が半自動化される

ことにより作業時間が短縮された．しかしながら，計測ポイントを作業員が一点ずつ計測するた

め，計測箇所が限られてしまい，局所的な計測となってしまう．また，作業時間が短縮されたと

はいえ，計測点の絶対位置を求めるためには GPS による測量も行う必要があり，短縮の余地はま

だあると考えられる．一方，道路環境では通行車両など，作業員の安全を脅かす要因が少なくな

い．また，計測は作業員の目視による決定が大部分を占めるため，計測に個人差があるため，必

ずしも高い計測精度を保障しえなかった．この現状から，安全で高効率かつ高精度な計測システ

ムを用いた，広範囲にわたる現場の全体的な計測手法が求められている． 

また，設計では，製図をする前に現況路面の計測結果を図面に起こす必要がある．この際，計

測値の入力をする作業が必要であるため，効率化の障害となっている．施工作業段階においても，

施工後の出来形計測では，現況計測と同様に，計測精度や効率，安全性などについて問題点を抱

えている． 

一方，路面管理では，土木分野で取り入れられつつある CALS/EC に代表されるように計測結果

や設計図を電子化することで情報を共有し，システムの効率化を図る動きがある．しかし，上記

のように，各作業段階において様々な障害が存在するため，システムの効率化は進んでいないの

が現状である．そこで，作業者によらない，高効率かつ高精度な調査，計測を行う手法を用いる

ことや計測結果を図面に起こす作業の自動化によって，情報の共有を始めとする各作業間の連携

がなされ，より効率的で効果的な路面形状の管理が可能となる．
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１．５．２ 路面形状管理における効率化の取り組み 

 

                   
図 1.8 RIEGL LMS-Z210ii 

http://www.riegl.ru 

 

路面の形状を広範囲かつ高密度に計測する手法として，固定型三次元レーザスキャナを用いた

計測が挙げられる．RIEGL 社の LMS-Z210ii(図 1.8)は，12000 点/秒と高密度な計測が可能であり，

1 回の計測にかかる時間は数分と，高効率で高精度な計測を実現している．また，オプションの

外部 GPS/INS 同期用内部同期タイマにより，位置・姿勢情報と同期したデータを取得することが

できるため，センサ設置箇所をGPSやトータルステーションで計測する手間を省くことができる．

また，カメラを搭載しているために，三次元計測結果に色情報を付加することが可能であり，視

覚的にわかりやすいモデルを生成することができる．しかし，高価であるため，なかなか普及し

ないのが現状である．  

 

１．６ 研究目的  

GIS や IT の発展に伴い，土木業界にもこれらを利用した業務の効率化を目指したシステムの構

築が進められており，施工現場では重機の自動化や光学センサを用いた出来形計測が行われ，受

発注者間のやりとりや維持管理は，紙媒体から電子データへ移行するといった取り組みが現れて

いる．路面形状の管理においても，位置・姿勢標定装置とカメラやレーザスキャナなどの非接触

センサを組み合わせた MMS による計測などが見られるが，絶対位置計測精度や得られた情報が

利用されるまでに人手を介した作業が必要であるなど，路面形状管理全体の効率化を視野に入れ

たシステムは確立されていない． 

そこで本研究では，路面形状の管理全体に効率化の効果が波及するシステムの構築を目指す．

具体的には，MMS による短時間での高精度な情報収集（現況調査と計測）や三次元 CAD による

施工支援などを，GIS を用いた閲覧性の高い情報の共有と連携により，人手を介する作業を削減

し，さらには組織間で情報を共有し，路面形状管理全体の効率化を目指す． 
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２．モービルマッピングシステム(MMS) 

２．１ 概要 

図2.1に開発したMMSの概観を示す．本MMSは車両上部の天板上に２台のレーザスキャナ，2

台のカラーCCDカメラ，自己位置姿勢標定装置として，3台のGPSアンテナおよびIMUから構成さ

れるGPS-Gyroを搭載している．また右後輪の中心にオドメトリを搭載している．レーザスキャナ

は上下30°に固定して設置されており，1台のレーザスキャナで180°2台で360°の計測が可能で

ある．レーザスキャナの角度分解能は1°であり，距離分解能は1mmとなっている．また180°の

スキャンを1スキャンとし75Hzで計測が可能である．CCDカメラは路面テクスチャ取得用に斜め

下向きに設置されたCCDカメラと前方を向いたCCDカメラが設置されている．カメラの解像度は

ともに1600×1200pixelである．カメラは2m間隔で画像を取得している．これらのセンサはGPS時

刻に基づき同期を取り，車両内部に設置されたPCに保存される．データログの同期系統図を図2.2

に示す． 

 

 
図 2.1 MMS 概観図 
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図2.2 データログの同期系統図 

 

２．２ 位置・姿勢標定装置 

 高速で移動しながら高精度な計測を行う際，計測精度はデータ取得時における搭載センサの位

置姿勢の標定精度に大きく影響される．そのため，データ取得時のセンサヘッドの位置姿勢を高

精度かつ時間遅れなく取得する必要がある．MMS では各センサの位置姿勢を正しく計測するため，

外界情報を取得するセンサと位置姿勢標定装置は全て同じ天板上に固定してあり，一つの剛体と

して動くように設計することで，センサヘッドの位置姿勢標定を行っている．また屋外において

高精度に位置計測を行うためには高性能な GPS 受信機が必要となる．本 MMS では位置標定用と

して 2 周波の GPS 受信機を使用しており，10Hz でデータ取得が可能である．また GPS 衛星の捕

捉が困難でGPSの高精度な解である FIX解が得られないような環境下では 120Hzでデータ取得可

能な IMU とオドメトリを使用し DR(Dead Reckoning)で車両位置を推定する．GPS の FIX 解は

EKF(Extended Kalman Filter)を使用し，ルーズカップリングで複合している．  
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２．３ 道路周辺環境の三次元復元 

MMS により得られる，レーザスキャナによる距離情報と，GPS-Gyro，GPS/IMU 複合航法装置

による位置姿勢情報により三次元復元を行う．図 2.3 に本システムで取得した三次元点群の一例

を挙げる．電信柱や標識などの形状が取得できていることが分かる． 

 
図2.3MMSにより取得される三次元点群の一例 

 

さらに復元した三次元点群をカメラ画像の位置姿勢に基づき色情報を付加する．図 2.4 に三次元

点群点群のカメラ画像への投影アルゴリズムを示し，図 2.5 に投影された点群をカメラ画像上に

重ね合わせた図を示す．各画像において投影計算を行うことで，計測点群に色を付ける．また複

数の画像において同一の点が投影された場合においては，画像から距離が増大するほど色ズレが

発生しやすくなるため，計測点との画像取得位置の距離が近い画像の色情報を使用する．図 2.6

に色付き三次元復元結果例を示す．図 2.6-a は真上からの視点であり b,c は斜めからそれぞれ逆方

向から同一箇所の復元結果を表示したものである．図中の A,B の箇所に横断歩道予告マークがあ

るが，視点が変わっても形状が破綻することなく再現されていることが見て取れる． 
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図 2.4 三次元点群画像投影アルゴリズム 

 

 

 
図2.5 投影点群をカメラ画像上に重ね合わせた様子 
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図 2.6 カラー三次元点群モデル 
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２．４ 道路地物位置計測 

 続いて MMS の機能により取得可能な道路地物について記述する．MMS による計測対象を図 2.7

に示す．  

 
図 2.7 計測対象道路地物の例 

 

計測対象の中には，道路白線や横断歩道，停止線などの道路マーカがあるが， MMS で使用し

ているレーザスキャナはカメラによるステレオ視と比べ計測精度が高いという特徴を持つが，色

情報が取得できないためそのままでは道路マーカの位置計測はできない．またレーザスキャナは

一定角ごとに計測しているため，必ずしもレーザが計測対象のエッジを計測しているとは限らな

い．一方，画像では地物のエッジ情報は簡単に取得可能であるが，単体での位置計測は上記の理

由により向かない．そこでレーザと画像を複合することで高精度な道路形状に基づいた計測を行

う．その計測アルゴリズムを図 2.8，図 2.9 に示す．本システムでは，画像上の地物の位置および

カメラの位置姿勢から，画像平面状の地物の緯度経度高度を求める．次にカメラ中心と画像平面

状の点がなす LOS ベクトルを計算し，LOS ベクトルを囲う道路上の 3 点を計測点群の中から求め

る．選ばれた 3 点がなす平面と LOS ベクトルの交点を地物の位置として算出する． 
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図2.8 道路地物計測アルゴリズムフロー 

 
図 2.9 道路地物計測アルゴリズム 

 

また，作業の効率化を図るため，白線や道路マーカ，丸型標識といったものは画像処理により

エッジ位置を自動で算出することで，広範囲における作業量の軽減を図っている．白線や道路マ

ーカの認識には白線道路マーカ認識ソフトと標識認識ソフトを利用している．使用した認識ソフ

トは白線検出率 90.1%，横断歩道検出率 85.8%，標識認識率 95%であるため，誤検出や過検出さ

れたものは，手動で修正する必要がある．また白線や道路マーカ，丸型標識以外の km ポストや

案内標識などはパターンが多く画像処理による認識が困難なため，手動計測が可能なユーザイン

ターフェースを作成した．作成したソフトウェア概観を図 2.9 に示す．本ソフトウェアでは以下

の機能を実装した． 
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・ 画像に撮像されている地物位置をマウスにより選択するだけで地物の緯度経度高度を計算

する． 

・ リストから，計測対象の地物を選択することで計測結果に地物の情報を付加することがで

きる． 

・ 計測結果を読み込んで画像に重畳表示することで計測が正しく行われたかを確認すること

ができる． 

・ 画像上に計測点群を重畳表示しながら操作することができる． 

・ 計測位置と同期して，計測地物の画像を必要に応じて保存できる 

・ 出力形式：DM フォーマット，csv 形式，Kml 形式 

 
図.2.10 手動計測インターフェース 
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また本ソフトウェアを用いることにより，MMS で道路上の地物の位置や白線の位置を計測した

結果を拡張 DM フォーマットへ変換し，簡単に CAD へ登録することが可能である．CAD へ読み

込み表示を行った結果を図 2.11 に示す． 

 
図 2.11 CAD 表示画面 
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３．道路管理への応用 

３．１ 概要 

日本における道路は，総延長 125 万 km 以上あり，今後日本国内においては，道路の新たな整

備よりも，設計改善や維持管理が主体になると言われている．さらに，近年の少子化により，道

路維持管理にも省人・省力化が求められている．また一方で，ITS の分野においても，道路設備

の安全性，快適性の向上のためのより高効率な維持管理手法が求められている．このように，道

路設備の維持管理に対するニーズが高まっている．道路管理のサイクルは，主に，点検・調査，

計画，設計，住民説明，工事で構成されている． 

現在の日本における道路管理は，パトロールカーを用いた目視による定期点検や，プロフィル

メータによる路面平坦性の点検により行われている．また一部の道路においては，点検対象を道

路舗装面のみに限定した路面性状測定車を用い，道路の MCI 数値(Maintenance Control Index)を指

標とした点検を行うこともある．しかしながら，路面性状測定車は，舗装面の状況のみが計測可

能であるため，路面以外の維持管理には使用できない．一方で，MMS は道路舗装面だけでなく，

ガードレールや街路樹，標識，電線などといった道路設備の情報も同時に収集することが可能で

ある．本 MMS を用いて道路の路面性状が従来手法と同様に計測可能であれば，1 回の走行で舗装

面だけでなく，さまざまな道路設備の維持管理の効率化を図ることが可能となる．また，MMS 取

得データは設計段階に使用することができ，さらに住民説明の際の説明資料としても有効に使う

ことができる．  

そこで本章では，MMS を用いた道路管理サイクルの効率化を目標とし，MMS を用いた現況路

面形状の計測による管理システムの可能性について検証を行う．具体的には，MMS を用いた道路

平坦性，わだち掘れ量の計測を行い，これらの結果を GIS に登録するシステムを構築し，その有

効性の確認を行うための単体検証試験と実証試験を行った．図 3.1 に道路管理サイクルに MMS を

組み込んだ場合の提案サイクルを示す． 

 

 
図 3.1  MMS を用いた道路管理サイクル 
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３．２ 計測性能検証単体試験 

３．２．１ 実験方法 

道路管理システムへの MMS の適用において，路面形状に関する情報は全て MMS による計測結

果によって取得するため，その計測性能は，管理システム全体に影響を及ぼす．そこで，MMS に

よる路面形状計測が，路面形状管理に求められる分解能と計測精度を満たしているかを確認する

ために，広範囲を高密度に計測する固定型の三次元レーザスキャナとの比較を行うことにより計

測性能の検証試験を行った．今回比較を行った三次元レーザスキャナは，Leica geosystems 社製の

HDS3000 である．HDS3000 の外観を図 3.2 に，HDS3000 と MMS に搭載している SICK 社製

LMS291-S5 の性能表を表 3.1 に示す． 

 

 
図 3.2 HDS3000 overview. 

 

なお試験は早稲田大学喜久井町キャンパス内で行った．図 3.3 に示す試験環境の路面は，見た

目にはほとんど平坦であるものの，ところどころに隆起やくぼみ，勾配が存在しており，本試験

の目的と合致している． 

このような環境において，MMS による計測の分解能と精度について評価を行った．また，計測

精度は，HDS3000 の計測結果を基準とし，HDS3000 の計測結果と MMS の計測結果の差分のばら

つきをみることで，MMS の計測精度評価を行った． 

センサ名 
スキャニング範囲 

deg 

スキャンレート 

point/sec 

座標精度

mm 

LMS291-S5 180 13500 5 

Horizontal Vertical
HDS3000 

360 270 
18000 6 

表 3.1 LMS291-S5. 
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図 3.3 試験環境路面. 

３．２．２ 実験結果 

a) 分解能 

図 3.4 から図 3.6 に，実験環境の代表的な地点の a)撮影画像，b)MMS による計測結果，c)HDS3000

による計測結果を示す．図 3.4 には，高さ方向の変化が 30[mm]程度の縁石を示す地点 A と，10[mm]

程度の縁石が存在する地点 B を示す．また，図 3.5 には，高さ方向の変化が 4[mm]程度の継ぎ目

を示す地点 C と地点 D を示す．そして，図 3.11.では，高さ方向の変化が 5[mm]程度のくぼんだ地

点 E を示す．MMS による計測では，図 3.4 から図 3.6 のいずれの地点においても，検証対象とし

た特徴箇所の形状を表していることがわかる．これは，水平分解能が高く，特徴箇所を密に計測

しているためであり，かつ高さ方向の計測分解能が，5[mm]程度の特徴箇所の高さ変化より小さ

いためである．一方，同様に三次元レーザスキャナについて，撮影画像と計測結果の比較を行う

と，図 3.4，図 3.6 の結果では，高さ変化が比較的大きい縁石のエッジを表す地点 A，B はもちろ

ん，高さ変化が 5[mm]程度の地点 C や地点 D においても特徴箇所の形状を表しているが，図 3.6

では，計測結果の水平分解能が低く，特徴箇所である地点 E の形状が表せていない．これは，

HDS3000 のレーザ進行方向の分解能が，計測地点との距離に比例して劣化するためである．三次

元レーザスキャナと計測地点の距離は，図 3.4 と図 3.5 では約 4[m]，図 3.6 では約 7[m]であり，計

測距離による水平分解能の劣化が著しいことがわかる．一方で，MMS においても，レーザスキャ

ナによる計測結果を用いているが，レーザスキャナが搭載された車両が移動しながら計測を行う

ため，路面とレーザスキャナの距離はほぼ一定であり，均質な路面形状の計測が可能である．

HDS3000 のこの問題点は，計測の距離間隔を短くし，計測回数を増やすことにより解決が可能で

あるが，1 回の計測時間が数十分に及ぶため，長大な道路網を計測対象と考える本研究において

実現は困難である． 

以上の結果により路面形状計測において，MMS は，広範囲を高密度に計測する手法として一般

的な三次元レーザスキャナと比較しても計測精度が劣ることはなく，また効率的な計測が可能で

あることから，十分に有効な計測が可能であることが確認できた． 
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図 3.4 現場 1 
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図 3.5 現場 2 
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b) 計測精度 

次に，HDS3000 による計測値を基準として，MMS による計測精度を評価した．MMS による計

測値と HDS3000 の計測値の差分のヒストグラムを図 3.7 に示す．ヒストグラムでは，0[mm]を中

心とした正規分布を表した．また，差分の標準偏差σを以下の式で計算した結果，標準偏差σは

4.8[mm]となった．これは，HDS3000 や搭載レーザスキャナである LMS291-S5 単体の計測精度と

同等であり，MMS による計測は高い精度であることが確認できた． 

 

 
図 3.7 HDS3000 と MMS の計測値比較 
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３．３  路面形状管理システム 

現在の路面形状管理に使用されている解析の指標として，わだち掘れ量と平坦性，ひび割れ率

がある．わだち掘れ量とは，自動車の荷重やタイヤとの摩擦により，車両の走行軌跡が他の路面

よりも低くなったわだち掘れの深さである．平坦性とは，実際の路面と想定する平坦な舗装路面

との高低差の標準偏差である．ひび割れ率とは，ひび割れの面積を調査対象区間の面積で割った

ものである．MMS は，道路周辺環境を 1mm の分解能で計測することが可能であることから MMS

で計測した路面のデータから，わだち掘れ量と平坦性を求めることが可能である．そこで，MMS

の道路管理への適用を考え，わだち掘れ量と路面平坦性を MMS の計測データの中から自動算出

し，GIS に登録するシステムの構築を行った．以下，システムの構築について具体的に述べる． 

 

a) 道路平坦性 

道路平坦性は縦断プロフィルを求めることで算出する．道路平坦性抽出の概略図を図 3.8 に示

す．縦断プロフィルは車線ごとに，MMS で計測した車道の車線中心から左右に 1m の 2 箇所を求

める．求めた縦断プロフィルから一定距離を平坦と仮定した基準線からの高低差 h∆ の標準偏差を

求め，道路平坦性 flatσ を式(3.2)により求める． 

 

( )
1

2

−

∆−∆
= ∑

N
hh

flatσ
       (3.1) 

 

ここで， h∆ ：基準線と計測点の高低差の平均値，N：データ数である． 

 
図 3.8 道路平坦性 
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b) わだち掘れ量 

わだち掘れ量の算出概要を図 3.9 に示す．わだち掘れ量は，通常の路面を表す点群によって形

成される近似直線と，わだち掘れ部分をクラスタリングし，わだち掘れ部分と近似直線との高低

差から算出する．路面向きのレーザスキャナによって得られる点群には，車道以外の道路周辺設

備や樹木の情報が含まれる．そのため，わだち掘れ部分の算出のためには，まず，点群の中から

路面部分のみを抽出する必要がある．レーザスキャナの 1 回のスキャンによって取得される点群

は，180 度分の断面形状を表している．路面部分を表す点群は滑らかに変化するが，路面から道

路周辺設備への点の変化は，路面部での変化率に比べ，比較的大きく変化するため，容易に抽出

することが可能となる．路面部分のみを抽出した例を図 3.10 に示す．この手法により縁石を抽出

することも可能である．路面部分を表す点群には，複数の走行車線のデータが含まれる．わだち

掘れ量は一車線ごとに判定するため，この路面点群の中から，一車線分のデータを抽出する．抽

出した一車線分のデータから，わだち掘れ量を求める．まずわだち部分と通常の路面とを分類す

る必要があるため，最小二乗法を用いて，路面点群を１次近似する．わだち掘れは通常路面より

も高度が低いため，近似直線よりも上にある点を通常路面，下にある点はわだち掘れとして算出

する．図 3.11 に分類結果を示す．図中の青い点が通常よりも低い点を表している．図より，わだ

ち掘れと通常路面が分類されていることがわかる．分類された通常路面の点群を用いて，これら

の近似直線を，式(3.3), 式(3.4)を用いて，最小二乗法により求める．求められた近似直線は通常路

面を表し，この近似曲線とわだち掘れとの差分をわだち掘れ量として算出する．  

( )22 ∑∑
∑ ∑ ∑

−

−
=

spspsp

spspspspsp
surf

rrn

hrhrn
a       (3.2) 

( )∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

−

−
= 22

2

spspsp

spspspspsp
surf

rrn

rhrhr
b      (3.3) 

ここで， surfa ：平坦な路面を想定する直線の傾き， surfb ：平坦な路面を想定する直線上の切片，

sph ：通常の路面としてクラスタリングされた点の高さ， spr ：通常の路面としてクラスタリング

された点の距離， spn ：通常の路面としてクラスタリングされた点の数とする． 
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図 3.9 わだちぼれ量 

 

 
図 3.10 路面部抽出結果 



 30

 
図 3.11 わだちぼれ検出結果 

c) GIS への登録 

求めた平坦性とわだち掘れ量はそれぞれ閾値と比較し，閾値以上の箇所は要補修箇所として，

GIS に登録する．閾値は平坦性では 2.4mm 以下，わだち掘れ量では 30mm 以下と規定されている

ためその値を用いた．GIS には，Google Earth を用い，kml 形式で現況形状の情報として，三次元

計測結果，縦横断形状，路面管理指標，三次元 CAD による設計図面，調査箇所の写真，緯度経度

高度，車両の走行方向，計測速度，計測日時を登録している．MMS では地表面の絶対位置計測精

度が高い為，道路面の緯度経度高度とともに日時を登録することで，再現性の高い路面形状の時

系列比較が可能となる．従来の道路毎の起終点管理による手法に比べ，局所的な交通量や道路利

用に応じた緻密な道路舗装管理が可能になるため，道路全体のライフサイクルコストの低減に有

効となる． 

 
図 3.12 Google Earth 登録結果 
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３．４ 路面形状解析評価試験 

MMS による路面形状計測システムの有効性を確認するため，実環境下における計測試験を行っ

た．試験は GPS 衛星が十分捕捉可能な地域で行い，地域全域の道路をくまなく走行し，路面平坦

性およびわだち掘れ量の計測を行い，その結果を GIS に登録した．試験結果を行った実験環境の

様子を MMS で取得した三次元モデルにより図 3.13 から図 3.22 に示す． 

 

 
図 3.13 試験環境 1 
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図 3.14 試験環境 2 

 
図 3.15 試験環境 3 
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図 3.16 試験環境 4 

 
図 3.17 試験環境 5 
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図 3.18 試験環境 6 

 
図 3.19 試験環境 7 
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図 3.20 試験環境 8 

 
図 3.21 試験環境 9 
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以上のような環境下において，路面形状管理システムによる路面解析を行った．以下にその結

果について記述する．図 3.22 は試験環境内で平坦性が最も分かりやすかった箇所の写真である．

道路平坦性の評価を行った試験環境とその結果を示す．写真手前側は，道路が古く道路の凹凸が

大きく，写真中央より奥の道路は補修後であり凹凸が小さい道路となっている．図中の青い線と

赤い線に沿って路面縦断面を抽出し，平坦性を評価した．図 3.23 に路面縦断を示す．図は，縦軸

に路面高さ，横軸に進行方向距離を取った，図 3.22 中の青線，赤線部分の路面縦断図である．ま

た図 3.24 は計測結果の高さに応じて点群を色分けしたコンター図である．縦断図や右図からも分

かるように，補修されている道路では路面が平坦であり，補修前の道路では路面の凹凸がはっき

りと見て取れる．平坦性は補修箇所で 1.13mm，補修前の箇所で 3.17mm であった． 

 
図 3.22 評価試験環境 (路面平坦性) 

 
図 3.23 路面縦断図 
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図 3.24 コンター図(路面平坦性) 
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続いて，図 3.25 にわだちを計測した際の計測環境例を示す．計測箇所は幹線道路であり，トラ

ックなどの重量の多い車両の交通量が多いため，わだち掘れが発生している．図 3.26 は，同一箇

所の路面コンター図である．図中でわだちの箇所が他の路面に比べ，低くなっていることが見て

取れる．また図 3.27 は図 3.25，3.26 中の青線が引かれた箇所の横断図である．図 3.27 中の緑の線

は，わだち掘れを計算する際の基準線である．わだちの箇所が基準線よりも低くなっていること

が見て取れる． 

 
図.3.25 評価試験環境 (わだち掘れ量) 

 
図 3.26 コンター図 (わだち掘れ量) 
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Fig.3.27  横断図 

 

図 3.28 は，わだち掘れ量と，路面平坦性の計測結果を Google Earth に登録した結果である.図

3.28-a は路面平坦性を図 3.28-b はわだち掘れ量を基準値との比較結果に応じて色分けして登録し

た結果である．図中の白で囲われた道路は幹線道路であり，それ以外の箇所は市街地である．幹

線道路では，トラックなどの重量のある車両の交通量が多いため，市街地の道に比べわだち掘れ

が多い．一方で，市街地の道は，補修頻度が低いため，平坦性が幹線道路に比べ凹凸が大きいこ

とが分かる．また，MMS の計測から GIS までの登録に要した時間は，2 時間の計測で三次元復元

に，3 時間，路面平坦性，わだち掘れ量の算出，GIS への登録に 1 時間を要した． 

 
図 3.28 GIS 登録表示画面 
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３．５ 道路線形抽出 

MMS により取得された道路周辺の高密度三次元データを３次元 CAD(AutoCAD Civil 3D)へと

適用し，道路線形抽出を行った．以下にその結果について記述する． 

今回実証試験として，道路線形抽出を行った実環境の様子を図 3.29 に示す．データの抽出を行

った区間はおよそ 50ｍで，この区間中に得られた MMS 計測点の総数はおよそ 6 万点であった． 

 
図.3.29 試験環境(道路線形抽出) 

 

この区間で得られた MMS 計測点データを CAD に取り込み，道路線形抽出を行った画面の様子

を図 3.30 に示す．図中左の平面図における灰色の点は MMS 点群データを表しており，赤線が縦

断線形抽出部分，青線が横断線形抽出部分となっている．まず，MMS 点データを見てみると，全

域に渡って均一かつ高密度に路面計測を行えていることが分かる．現場は緩やかな登り坂であっ

たが，画面右側の縦断図を見てみると，抽出部分がそのような上り坂となっており，縦断線形が

取り出せていることがわかる．また，現場道路はきれいに舗装されている道路であったが，横断

図を見てみると，路面部分だと思われる-3 から+3 の部分は中央部分の高度が最も高く，左右両側

にかけて段々と低くなっていることがわかる．これは水はけを考慮した典型的な舗装済道路の形

状と類似していることから，横断線形が正しく抽出できていることがわかる． 
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図 3.30 道路線形抽出結果 

 

 ３．６ まとめ 

本章では道路管理サイクルへの MMS の適用を目標とし，MMS を用いた路面形状管理システム

の評価・検証を行った．本管理システムにおいて，路面形状に関する情報収集は，全て MMS に

よる計測結果によって取得するため，その計測性能は，管理システム全体に影響を及ぼす．そこ

で，MMS による計測が，路面形状を計測する際に必要な分解能と位置計測精度を満たしているか

どうかを確認するため，広範囲高密度な計測を行う手法として一般的な三次元レーザスキャナと

比較することにより，検証試験を行った．その結果，高密度な路面形状計測を行うに際して，MMS

が三次元レーザスキャナよりも高効率に計測が可能であること，また三次元レーザスキャナの計

測結果に対して，標準偏差 4.8[mm]の計測精度であることを確認した．これにより，MMS による

路面形状計測の有効性を確認することが出来た．また，MMS を用いた路面管理システムの導入と

して，路面状態を表す指標の中から，道路平坦性，わだち掘れ量について，MMS の三次元計測結

果から自動で算出し，GIS に路面状態に応じて登録するシステムの構築を行った．評価試験とし

て，実際の一般道において計測試験を行った．その結果，他の交通を乱すことなく路面形状計測

を行うことなく路面計測が可能であり，さらにはわだち掘れや平坦性においても正しく算出でき

ていることが確認できた．更に MMS 点群データを 3D CAD へと適用することにより，道路線形

の抽出が可能であること確認した． 

以上により MMS による路面解析の有効性を示すことにより，MMS を用いた路面管理システム

構築への見通しを得た． 
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４．おわりに 

 本研究は，GIS の発展に伴う，建設／土木業界における IT 化の流れの中，路面形状管理手法の

効率化，定量化，高精度化を目指し，MMS による短時間での高精度な情報収集と，GIS を用いた

閲覧性の高い情報の共有，三次元 CAD による施工支援を連携させた，路面形状管理手法構築を目

指した．その中で，路面形状管理における作業段階である“現況調査”，“計画”，“設計”，“工事”

の全ての分野において効率化を実現するため，GIS による情報共有を用いた大きな枠組みと，MMS

を用いた計測分野を柱とした効率化について取り組んだ．具体的には，MMS による路面形状の計

測結果を自動解析し，その結果を管理指標とすることで管理計画を支援することや，解析結果を

閲覧製の高い GIS へと自動登録することにより情報の共有化を行うことで，従来の道路管理手法

において効率化の障害となっていた点を改善し，路面管理全体の効率化を図った． 

 本報告書においては，提案する路面管理システムの核ともいえる MMS による路面形状の計測

結果を，広範囲に高密度の計測を行う手法として一般的な三次元レーザスキャナと比較すること

で，MMS による路面計測性能の検証を行った．その結果，MMS による路面計測結果は非常に高

密度・高精度であり，路面管理へと応用するのに十分に有効であることを確認した．また，その

計測結果を用いた路面形状の解析結果についても評価を行った．評価は，撮影画像と，道路の縦

横断面を表す縦・横断プロフィル，三次元計測結果と比較することによって行い，解析結果が実

際の路面形状を表すものとして十分であることを確認した．これらの結果を通し，MMS を用いた

路面管理システムの適用による道路管理サイクル全体の効率化への見通しを得た． 

また今後の課題として，まずは路面管理機能についてだが，今回は路面形状管理における路面

解析指標としてわだち掘れと平坦性についてとりあげた．しかしながら，路面形状管理にはこれ

らの他にも，舗装状態を直接評価するものや，乗り心地の観点から評価する指標まで，様々な管

理指標が存在する．その中でもわだち掘れや平坦性と同様に特に重要視されているのが，ひび割

れ率である．ひび割れ率とは，ひび割れのできた面積の，全体の面積に対する割合であり，国土

交通省が用いている舗装の維持管理指数を計算する際に，わだち掘れ量と平坦性とともに用いら

れていることからも，その重要度が高いことが伺える．しかしながら，ひび割れは幅が狭く，レ

ーザスキャナでは計測することができない為，現在の MMS のシステム構成では検出するは困難

である．そこで今後はひび割れの自動解析機能構築のために，ひび割れ検出用センサとして，高

解像度のカメラを搭載を行い計測を行うこと，またその撮影画像からひび割れの自動解析を行う

画像処理技術の向上を図ることによって，ひび割れ計測が可能であると考える． 

また，情報を登録する GIS の操作性を向上させるユーザインターフェースの開発が必要である

と考えられる．GIS のメリットとして挙げられる点の一つに，位置情報に基づいて情報を統合的

に管理することができるという点が上げられる．しかしながら，本手法では情報収集を，すべて

MMS によって行ったため，他から得た情報を GIS に登録することができないものとなっている．

路面形状を取り巻く環境には，交通量や住民からの情報，積雪量などが大きく関わっており，ま
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たその種類は多種多様である．そこで，GIS に，ユーザが直接編集を行えるように，様々な情報

の登録が簡便に行えるようなユーザインターフェースの開発が必要であると考える．これにより，

情報の共有化や充実化，利便性の向上が見込まれ，道路管理サイクルの全ての工程において，作

業の効率化や安全性の向上が期待できる． 

また新たな機能としては，本手法では直接は扱ってこなかった，工事段階を支援する機能が考

えられる．効率化の支援を行うものの代表例として，施工現場で施工箇所の目安として用いられ

る丁張りを電子化するものがある．これは，MMS の機能を建機に搭載し，CAD 画面を HUD など

で直接作業者に提示することによって，丁張りにかかる費用の削減や作業効率の向上化が期待で

きる． 

このように，本研究において提案した手法を改良し，かつ各作業段階においても新しい機能を

提案していくことで，真に効率化された道路管理システムが実現されると考える． 
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A STUDY OF APPLYING PAVEMENT ROAD INFORMATION 

IN CAD AND GIS USING A MOBILE MAPPING SYSTEM 
 

Takumi, .H,  Jun-ichi. T. 

Waseda University 

 

 

   The total extension of Japanese road is over 1.25 million km. It is said that the development of efficient 

road maintenance and management system will become a mainstream of road related research works in the 

near future. This paper describes road management system using a Mobile Mapping System (MMS). The 

proposed MMS, which consists of a GPS-Gyro/IMU combined navigation system, CCD cameras, and laser 

scanners on the top of the vehicle, can measure road 3D environment in high resolution and high accuracy. 

In this paper, the combination usage of road surface roughness survey, rut survey and road management 

method using the MMS ,CAD(Computer Aided Design) and GIS(Geographic Information System) is 

described. The field survey result proves that the proposed method is valid and effective. 

. 

.KEYWORDS:  Mobile Survey, Road management, CAD, GIS, Mobile Mapping 
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１.はじめに 
欧州の GALILEO，ロシアの GLONASS，GPS の近

代化など，屋外環境下における位置標定のためのイ

ンフラが整備されつつある．また，これら GNSS（G
lobal Navigation Satellite System：全世界的航法衛星

システム）と GIS（Geographic Information System：

地理情報システム）を組み合わせた製品や，これら

を利用した新しいサービスの普及が期待されてい

る．さらに，GIS の整備に向けた地理空間情報推進基

本法が制定されるなどの背景のもと，地理空間情報

の利用の動きは活発になっている．このような環境

において，道路管理においても地理空間情報を活用

する動きがある．その具体例として，これまで紙で

やりとりされていた情報を電子化し，ネットワーク

で共有する CALS/EC や，受注者と施工現場のやりと

りや施工の効率化を目指す情報化（IT）施工が挙げら

れ，調査，計画，設計，施工，施工管理という一連

の流れの中で建設事業の効率化が期待されている．

一方，申請者らはセンサ群を搭載した車両を用い

た計測システムであるモービルマッピングシステム

(MMS)を用いて，道路周辺の環境を計測することで，

広範囲の GIS を自動生成する研究を行ってきた．本

研究では，道路管理への適用として，路面の現況調

査および計測を MMS により行い，路面管理指標であ

るわだち掘れや平坦性などの自動解析を行い，GIS
への情報登録を自動で行うシステムを構築すること

で，情報の共有化や人手を介する作業を削減し，道

路管理サイクル全体の効率化を目指す． 
２.モービルマッピングシステム(MMS) 

MMS は，車両上部に 3 アンテナ方式の GPS-Gyro/
IMU で位置姿勢を高精度に取得しながら GPS 時刻

と同期して，レーザやカメラのデータを取得してい

る．計測時は，周囲の交通を乱さない速度での計測

が可能であり，最大 80km/h での計測が可能である．

取得したデータは後処理によって解析され，道路周

辺の三次元モデル作成や，道路周辺地物の高精度な

位置計測が可能である．MMS で計測される点群デー

タは 1 時間で約 1 億点に上るため，効率的なデータ

使用のためには，GIS への登録や CAD 連接の手法を

構築する必要がある．  

３．道路管理への適用 
 道路管理サイクルへの MMS 適用を目指し，MMS
を用いた路面形状管理システムの構築を行い，シス

テムの有効性評価のための単体検証試験と実証試験

を行った． 
路面形状管理システムの構築では解析指標の中か

ら，わだち掘れ量と平坦性を自動解析し，GIS へと自

動登録を行うシステムの構築を行った．また，MMS
は計測されたデータから道路地物を 500 分の 1 の精

度で地物 ID を付与して電子データ化が可能である

が，本研究では更に計測結果を拡張 DM に自動変換

することで，CAD への連接を容易にした． 
次に MMS の路面計測基本性能の単体試験として，

固定型の三次元レーザスキャナとの路面計測結果の

比較検証を行った．その結果，MMS は三次元レーザ

スキャナと比較しても分解能や計測精度が劣ること

はなく，広範囲の路面現況を高効率に計測する手法

として十分に有効であることが確認できた． 
構築した路面形状管理システムの有効性確認のた

め，実環境下における路面形状解析評価試験を行っ

た．評価試験では，1000ｋｍ以上を 1 週間にわたり，

計測し，構築したシステムを適用した．その結果，

わだち掘れや平坦性の解析が正しく処理されている

ことが確認された．また MMS の計測結果を 3D CA
D への読み込みを可能とし，縦断線形や横断線形図

作成にも適用し，有効性を確認した． 
４．おわりに 
本研究では道路管理サイクル全体の効率化を目指

し，MMS データから路面状態を自動抽出し一定区間

ごとに GIS に登録するシステムの構築を行った．ま

たMMSによる地物測量結果を拡張DMに自動変換す

ることで，CAD への読み込みを容易にした． 
システムの実証試験の結果，本システムが正しく

に機能することを確認し，その有効性を確認した．

これにより MMS で計測した膨大なデータを容易に

取り扱うことが可能となったため，今後，MMS の利

便性がさらに向上するものと考える． 
今後は，わだち掘れや平坦性だけでなく，カメラ

画像からひび割れ率についても，自動解析を行うシ

ステムの構築を行う必要がある．これらが実現され

れば，従来よりも簡易に現況計測が可能となり道路

管理サイクルの効率化が期待できる． 
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A STUDY OF APPLYING PAVEMENT ROAD INFORMATION 

IN CAD AND GIS USING A MOBILE MAPPING SYSTEM 
 

Takumi, .H,  Jun-ichi. T. 

Waseda University 

 

 

   The total extension of Japanese road is over 1.25 million km. It is said that the development of efficient 

road maintenance and management system will become a mainstream of road related research works in the 

near future. This paper describes road management system using a Mobile Mapping System (MMS). The 

proposed MMS, which consists of a GPS-Gyro/IMU combined navigation system, CCD cameras, and laser 

scanners on the top of the vehicle, can measure road 3D environment in high resolution and high accuracy. 

In this paper, the combination usage of road surface roughness survey, rut survey and road management 

method using the MMS ,CAD(Computer Aided Design) and GIS(Geographic Information System) is 

described. The field survey result proves that the proposed method is valid and effective. 

. 
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