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概 要：

地上型レーザースキャニングは、複雑な建物や構造物の詳細で正確な表示を短時間に作成

できる事実によって、文化遺産のドキュメント化の為の標準的な手段になってきました。

特に、レーザースキャニングとデジタル写真を組み合わせたハイブリッドシステムは、表

面の詳細で正確な記録と、色付けに加えエッジとコーナーの正確な測定と言う写真測量法

との両方のメリットが組み合わさっているので貴重なツールとなっています。

しかしながら植物が生育している場所ではまだ、これまでの地上型レーザースキャナーに

問題を提起します。 それらのスキャナーは一つの距離測定しか記録できない為に、森に

隠された構造物や、各種の植物がはびこっている構造物の記録には適しません。

パルスの飛行時間測定技術に基づく新世代の地上型レーザースキャナーが、この問題の解

決に役立ちます。 それらはまた「エコーデジタル処理スキャナー」とも呼ばれ、発射さ

れた単発のレーザーパルスから戻ってくる全てのエコー波形をオンラインで波形分析する

ようになっています。 スキャニング中に既に波形分析が処理され、複数のエコーが識別

されます。 従ってレーザービームの光軸に沿った各種のオブジェクトの検出が可能です。

最終エコーを使い、植生と立体構造物とを識別する事によって、この技術は例えば植物の

はびこっている場所の中にある建物の、より良好で詳細な情報を得るのに役立ちます。

崩壊した城のケーススタディーを使って、本論文は文化遺産のドキュメント化用としての、

この新世代の地上型レーザースキャナーの可能性を提示するものです。

１．序 論

地上型レーザースキャニングは、どのような文化遺産のドキュメント化にも革命をもたら

してきました。 デジタル写真測量との組合せで、特に建築物の残骸や、ロックアートや

考古学的な発掘した遺跡などの記録の為の標準手法になってきています。

森林地帯の環境の中にある文化遺産のドキュメント化に際しては、その興味ある場所の周

囲にある、或いは取り囲んでいる植生の問題に直面します。 このような状況下では、従



来の地上型レーザースキャナーは、不都合さを露呈します。 それらの装置は、通常スキ

ャナーの位置に最も近接しているオブジェクトを示す単一の距離値を記録するだけです。

従って記録されるべき構造物を遮蔽している植生が、ドキュメント化のマイナス影響にな

っています。 現場の構造物から反射される点の密度が大幅に減少してしまいます。

パルスの飛行時間測定原理に基づいた新世代地上型レーザースキャナーがこの問題の解決

に役立ちます。 エコーデジタル処理とオンライン波形分析処理を採用した RIEGL社の新

しい「V-ライン (V-line)」は、アナログ検出システム（後処理を必要とせず、スキャン

結果が即座に使用可能）と航空測量用のエコーデジタル処理システム（複数ターゲット検

出が可能で高精度）を組み合わせています。

航空測量用レーザースキャニングに採用されている波形デジタル処理は、植生下での考古

学的な現場の検出で高い価値が証明されています（Doneus and Briese, 2006）。

従って、その技術を地上型レーザースキャニングに採用する事は、考古学者や自然保護論

者にとって同様にメリットがあります。

本論文では、新技術と「V-ライン」の特徴についての簡単な紹介を述べ、オンライン波形

処理のコンセプト、マルチターゲット検出能力、及び校正された受光強度について説明し

ます。

２．オンライン波形分析及びマルチターゲット検出能力

RIEGL社の新しい「V-ライン」レーザースキャナーは、パルスの飛行時間測定の原理に基

づいています。 短いレーザーパルスが発射され、光が装置からターゲットまで移動し、

反射されたエコー信号が装置に戻るまでの時間が測定されます。 この時間と光の群速度

（測定中の実際の大気条件による）から、スキャナー座標系の原点とターゲット間の距離

が計算されます。

２．１ オンライン波形処理

飛行時間を決定する為に、受信機先端部で検出されたエコー信号は、装置内でリアルタイ

ムにデジタル化され、分析されます。 エコー信号のデジタル化処理は、アナログ信号検

出処理（Pfennigbauer and Ullrich, 2009b）を採用しているこれまでの地上型レー

ザースキャナーでは不可能であった全波形分析とマルチターゲット検出を可能にします。

エコー信号デジタル化処理は、航空測量用レーザースキャナーで数年来使用されています。

（Ullrich and Reichert, 2005） しかし、そこではデジタル化されたエコー信号は

飛行中に保存され、飛行後に後処理されなければなりません。 それでも複雑なオブジェ

クト分類や反射率キャリブレーション（Briese et al.,2008）に使用される、所謂「全

波形分析」は可能ですが、作業手順の中に時間を要する追加手順が入るので、即座にデー

タを要求されるような用途での地上型レーザースキャニングでは受け入れられません。

レーザースキャナーの新しいシリーズの為に RIEGL社は、受信された信号が即座に分析さ



れるオンライン波形処理の新しいアプローチを開発しました。 エコーパルスが識別され

ると、高い精度の受光強度と到着時間の推定がリアルタイムに行われます。 効率的でハ

ードウエア指向の対応するアルゴリズムの遂行によって、装置は約 150 万回/秒の距離測

定と受光強度測定が実行できます。 100ｋＨｚのレーザーパルス繰り返しレート（VZ－
400 の長距離モードでの平均で 42,000 回/秒測定）と、300ｋＨｚの繰り返しレート

（VZ-400の高速モードでの平均で 125,000回/秒測定）の場合、それぞれレーザーショ

ット当たり 10個のターゲット及び 5個のターゲットに相当します。

（Riegl. 2009）
安定したレーザーパルスの使用と、サンプリングレートをレーザーパルス持続時間に注意

深くマッチングさせる事によって、散乱反射ターゲットに対して 2mm以上の測定精度（平

均化なしに、各連続する測定の標準偏差）が達成されます。

文化遺産のドキュメント化にとって、高い周波数の測定レートとオンラインでの波形分析

処理の能力との組合せは、邪魔になる植生に対して高い貫通性が得られる可能性があるの

で、将来有望と思われます。

２．２ マルチターゲット検出能力

二つの連続するエコーを区別できる最短距離は、レーザーのパルス幅と、受信機のバンド

帯域によって決定されます。 RIEGL社の「V-ライン」スキャナーでは約 0.8ｍです。同

じレーザーショット内のこれより短い距離では、エコー信号が重なり合い、装置はエコー

パルス間の識別ができません。 距離はターゲット間のどこかに推定され、間違った点に

なってしまいます。

しかし、近すぎる事による間違った点の問題は「パルス形状」を使って少なくする事がで

きます。 この場合、正しいそれぞれのエコーの歪のないパルスと較べて、パルス形状が

歪んだものになります。 このように 0.8ｍの識別限界に近い、或いはそれ以下の状況で

は、パルス形状が単一のターゲットからの反射エコーなのか、少なくとも 2 個以上の近接

したターゲットからのものかについての情報を提供してくれます。 パルス形状の情報に

関するスレッショルドを適用する事によって、ほとんどの無効な点を除去し、信頼できる

実際のターゲットだけを得ることになります。

図 1 には、スキャン方向に垂直なビューポイントからの樹木のスキャンが表示されていま

す。 このサイドビューはパルス形状に応じてカラーコード化されています。 赤色点は、

エコー信号が重なり、相当する距離が実際のターゲットの間のどこかに推定された間違っ

た測定によるものです。

図 1 には、見たところ間違った点が多数あるわけですが、それら全てが距離識別の限界以

下のマルチターゲットである事が確認されます。 単一の距離測定と較べて、スキャンは

明らかに識別できるマルチターゲットによる多数の点を得る事ができます。これは、図 1
で樹木の後方にある建物構造から戻ってくる多数のエコーを通して見る事ができます。

マルチターゲット検出能力は、植物が生育している地帯の中にある建物についてのより良

好で、より詳細な情報を得るのに役立ちます。



図１： パルス形状に応じてカラーコード化された木の点群

赤：近接ターゲットの為に生じた間違った点

２．３ 校正された反射率の読取り

幾何学情報の他に、地上型レーザースキャニングはさらに受光強度（amplitude:振幅）

情報を出力します。 この強度は多数の影響係数によって変わります。 キャリブレーシ

ョンをすれば、これをオブジェクト識別用に使用する事が可能になります。

RIEGL社の「V-ライン」は、固定された装置規定のエコー信号パワーレベルに正確に比例

した受光強度出力を提供します。 さらに受光強度情報は、相対反射率の方法によっても

提供できます。 これはターゲットの絶対反射率の、装置をキャリブレーションした時の

ターゲットに対する比で、例えば 98％反射率を持った白い反射率基準に対する比です。

このように白い散乱反射ターゲットには約「0dB」が割り当てられ、10％反射率の黒い紙

は、スキャナーからオブジェクトまでの実際の距離に関係なく約「-10dB」になります。

これは第 1 ターゲットか単一ターゲットのみに適用され、レーザーパルスが当たった一つ

以上のターゲットの後に続くターゲットに対しては適用されません。

図 2 は森からのスキャンを示しており、ターゲットの反射率に応じてグレーコード化され

ています。 各種の木の幹はスキャナーからの距離に関係なく異なった色を呈しています。

文化遺産のドキュメント化との拘りは明確です。 校正された反射率の読取りによって、

例えば植生と固体構造とのより良い識別に役立つ、簡単な分類フォームをユーザーが採用

できる事になります。



図２： ターゲットの反射率に応じてグレースケールコード化された点群。

エンコード範囲は、白い散乱反射ターゲットに対して「-20dB」から

「5dB」です。 明るさが距離にほぼ関係が無い事に注目して下さい。

３．事例： SCHARFENECの荒城

最近の論文で Pfennigbauerと Ullrichは、密生した森の中に隠された車両を 4箇所の

スキャンポジションから測定された点群の中に検出できた事を実証しました。 車両を明

確にする 7,012点のほとんどが、第 1エコー信号或いは単一エコー信号から来ているもの

ではなく、マルチターゲットが検出されたレーザーショットに属するものでした。

（Pfennigbauer and Ullrich,2009）
従って、第２章で述べたように「V-ライン」の特徴は、密生した植生環境の中にある文化

遺産現場のドキュメント化の問題に役立つ可能性があると思われます。 この仮定をテス

トし、定量化する為に、Sharfeneckの荒れ果てた城の現場でケーススタディーが行われ

ました。

Sharfeneck の荒城はウイーンの南約 30km の「Mannersdorf am Leithaberge」村

の近くにあり、そこは「Leitha-mountain-range (Leithagebirge)」と呼ばれ、周

囲を囲む川の谷間から約 280m 高くなっています。 これは有史以前の丘の上の砦の頂上

に建築されました。（Melzer 1980, 77）
1417年には最初の城の記述があり、16世紀に廃墟になりました。

（W.Antl-Weiser 1995,27-31） 最近の主題は航空測量用レーザースキャニングを使

用しての調査でした。（Deneus et al., 2008）



図 3： 上からの航空写真（2000年 6月）

図 4： 植物が密生していない時期に地上からみた荒城



テストは非常に厳しい条件下でオブジェクトを記録する計画でした。

＞ 城は密生したオーク/ブナの混成の森林地帯の中にあって、色々な程度の低木層の

中にある。 城の大部分は常緑植物で覆われている。（図 3及び図 4）
＞ テストスキャンは植生が最も厳しい時に実行された。

テストには、VZ-400（主要な仕様は表 1を参照）と校正されたデジタルカメラ（D200と

14mmレンズ）を組み合わせたハイブリッドシステムが使用されました。

全体として、城の北側をカバーする 15 のスキャンポジションでの測定が、一人のオペレ

ーターによって 2009年 7月 13日に 5時間以内で実現されました。（図 5）
各スキャンポジションでは、パノラマスキャン（0.08度分解能、森林の貫通を良くする長

距離モード、2 分 15 秒のスキャンタイム、スキャン当たり約 560 万測定）と 7 枚の校正

された写真撮影が実行されました。 点群の登録は反射器ターゲット（50mm径）の詳細ス

キャンによって実現されました。

図 5： スキャンポジション 3の VZ－400

表 1 VZ－400の仕様

装置タイプ ： ＶＺ－４００

用 途 ： 地上測量

測定範囲 ： ～５００ｍ （反射率 80％）

再現性/精度 ： 3mm/５mm
有効測定レート ： 125,000回/秒まで

測定範囲 ： 100×360度



図 6： スキャンポジション 3のトゥルーカラー点群

図 7： 色分けしたスキャン ピンク：単一ターゲット 青：第 1ターゲット

黄色：最終或いはその他ターゲット

図 8： 「-20dB」から「+5dB」の範囲を表示する相対反射率に応じた

グレースケールコード化



図 9： 荒城をスキャンした平面図 上：植生を含む 下：植生を除く

図 6～8は 3Dビューでのスキャンポジション 3の点群出力です。 全ての図は同じビュー

ポイントからの表示です。 オリジナルのスキャンポジションはスキャナーの絵で印され

ており、スキャンの回転軸も表示されています。

図 6では、点の色がデジタルカメラの RGB値を使って色付けされています。 背景の壁の

影は、スキャナーから壁を直接見るのを妨げる木の幹の為に測定できない部分です。

図 7は同じ点群を、マルチターゲット値（第 4章を参照）に応じてカラーコード化したも

のです。

図 8の点は、相対反射率に応じてグレースケールコード化しています。

全スキャンポジションからの測定が一つの点群に結合されました。（図 9の上）

そして植生部が実働 8時間以内で手動で取除かれました。（図 9の下）



４．論 考

全てのスキャンポジションにおいて、スキャナーと城の間に植物が存在するか、ドキュメ

ント化された壁の表面を植物が覆っていました。（図 5） オンライン波形処理によるマ

ルチターゲット能力を駆使してドキュメント化される点を増やす事ができました。 スキ

ャンポジション１では、560万測定が、１測定当たり 6個ものエコーによって 630万ター

ゲットの測定が得られました。（表２）

これは図７でも実証できます。 これはスキャンポジション３からの点群を表示していま

す。 各点はマルチターゲット数に応じて色付けされています。 この画像の多くの点は

ピンクで、これはシングルエコーを表しています。 葉や枝が後方にある壁を直接見る事

を妨げている場所では、点は青色（第一エコー）と黄色（最終エコー或いは中間エコー）

になります。

表 2： スキャンポジション 1のエコー分布。 1測定当たり 6ターゲットの測定

によって５６０万測定が６３０万ターゲットになっています。

結局、城の北壁は 4,853,152 点で輪郭を示す事ができました。 この中の 4,468,712
点は第１エコー或いはシングルエコーでした。 これが従来のスキャナーを使って得られ

る点数になります。 これは、「Ｖ-ライン」のマルチターゲット能力によって壁のドキュ

メントテーションが追加の 384,440 点で拡大された事を意味します。 これは壁の輪郭

を表す全測定の約 8％になります。

これらの追加の点は均一に分布している訳ではありません。 これらの点は、特に従来の

スキャナーではあまり多くの情報を得られない植物の密生している場所に見られます。

このようにオンライン波形処理を使ったマルチターゲットの検出は、植物が密生している

中の文化遺産のより完全なドキュメンテーションの作成を可能にします。 オンライン波

形処理の技術によって、オペレーターが大量の生データを保存する必要がなく、後処理に

時間を掛ける必要もなくなります。 しかし、その限界もあります。 それは近接したタ

ーゲットに対するマルチパルスの分解能です。 そのような場合は、オフラインでのデー

タ後処理で、ガウス分解のような高度な方法が使用されます。 この場合２つの連続する

エコー間を識別できる最小距離はさらに小さくなり、城のドキュメンテーションに関連す

る点数がさらに多くなります。



これまで植生のフィルターリングは手動で行われていました。 しかし「Ｖ-ライン」スキ

ャナーからのデータは、さらに処理する為の追加の情報を提供します。 キャリブレーシ

ョンされた受光強度を使えば植生と固体構造物間の区別に役立ち、将来は植生のフィルタ

ーリングに役立つかもしれません。 また、スキャンした表面を解明するのに使用できる

かもしれません。

５．結 論

オンライン波形処理のアプローチは、植生地域内の文化遺跡のドキュメンテーションに新

しい可能性を開くものです。 この事は荒城の北壁を極限の状況（密生している植物帯；

常緑植物がはびこった壁面；植物の生育がもっとも激しい時期のスキャニング）でテスト

スキャンする事によって、実証されました。 「RIEGL VZ-400」スキャナーを使うこ

とによって植生は部分的に貫通され、その結果、他の方法では隠されている関連構造物か

らのより多くの測定点が得られました。

パルス形状や校正された受光強度は重要な追加情報であり、スキャン中に記録されます。

この情報はより高度な植生の自動フィルタリングに使用できる可能性があり、将来の研究

課題になるでしょう。
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