
 

三次元レーザスキャナシステムの構成を    

簡素化するための受光光学系に関する研究 
 

 

 

 

 

2018. 3 

 

徳島大学大学院 先端技術科学教育部 
知的力学システム工学専攻 

機械創造システム工学コース 
 

川添 浩平 

 

 



2 
 

 

 

目次 
第 1  序論 ................................................................................................................ 5 章

第 2  三次元計測に対するニーズ、適用先 ............................................................... 8 章

 自動車の自動運転 ............................................................................................. 8 2.1

 地形計測 ......................................................................................................... 10 2.2

 水中、海底計測 ............................................................................................... 12 2.3

 デジタルモックアップ .................................................................................... 13 2.4

 モーションキャプチャ .................................................................................... 14 2.5

 顕微観察 ......................................................................................................... 16 2.6

 大気計測 ......................................................................................................... 17 2.7

第 3  三次元計測技術 ............................................................................................ 19 章

 概要 ................................................................................................................ 19 3.1

 各種の三次元計測手法 .................................................................................... 20 3.2

 カメラを用いた手法 ................................................................................. 20 3.2.1

 その他の手法 ............................................................................................ 24 3.2.2

 三次元レーザスキャナ .................................................................................... 27 3.3

 TOF（パルスエコー）法 ........................................................................... 27 3.3.1

 FMCW 法.................................................................................................. 30 3.3.2

 位相シフト法 ............................................................................................ 32 3.3.3

 TCSPC（時間相関シングルフォトンカウンティング）法 ......................... 34 3.3.4

 スキャン方法によるレーザスキャナシステムの区分 ....................................... 36 3.4

 二次元スキャンシステム .......................................................................... 36 3.4.1

 一次元スキャンシステム .......................................................................... 36 3.4.2

 スキャンなしシステム .............................................................................. 37 3.4.3

第 4  三次元レーザスキャナシステムの光学系、課題と対応策 .............................. 39 章

 光学系の概説 .................................................................................................. 39 4.1

 スネルの法則 ............................................................................................ 39 4.1.1

 レンズによる結像 ..................................................................................... 40 4.1.2

 その他の光学系、レンズ素子 ................................................................... 41 4.1.3

 従来の三次元レーザスキャナシステムの光学系概要と課題 ............................. 42 4.2

 従来の三次元レーザスキャナシステムの光学系 ........................................ 42 4.2.1

 



3 
 

 従来光学系の課題 ..................................................................................... 44 4.2.2

 現状の対応策事例とその課題 ................................................................... 47 4.2.3

 本研究で開発する対応手法 ............................................................................. 49 4.3

 対応手法概要 ............................................................................................ 49 4.3.1

 対応手法実現に向けた光学系への要求機能、構成 .................................... 50 4.3.2

 三次元計測システムの構成、座標取得法 ........................................................ 52 4.4

第 5  光学シミュレーションを用いた光学系の設計 ............................................... 54 章

 光学シミュレーションソフト .......................................................................... 54 5.1

 Zemax の概要 ........................................................................................... 54 5.1.1

 Zemax の適用事例 .................................................................................... 56 5.1.2

 本研究における Zemax の適用概要 ................................................................. 57 5.2

 基本条件設定 ............................................................................................ 58 5.2.1

 レンズデータ設定 ..................................................................................... 58 5.2.2

 メリットファンクション設定、 適化 ...................................................... 59 5.2.3

 光学系性能の評価 ..................................................................................... 60 5.2.4

 必要な機能を実現するための光学系の構成と目標値 ....................................... 60 5.3

 光学系構成 ............................................................................................... 60 5.3.1

 開発する光学系の目標値 .......................................................................... 62 5.3.2

 理想光学系による設計 .................................................................................... 63 5.4

 主受光レンズモデル化、視野設定 ............................................................ 63 5.4.1

 像倍率設定 ............................................................................................... 63 5.4.2

 全長サイズ ............................................................................................... 64 5.4.3

 解析結果 ................................................................................................... 64 5.4.4

 実光学部品による設計 .................................................................................... 66 5.5

 実レンズの選定 ........................................................................................ 66 5.5.1

 メリットファンクション .......................................................................... 66 5.5.2

 解析結果 ................................................................................................... 66 5.5.3

第 6  評価システム構築、試験方法 ....................................................................... 71 章

 光学系実装、評価試験システム構築 ............................................................... 71 6.1

 受光光学系 ............................................................................................... 71 6.1.1

 一次元ラインセンサ ................................................................................. 72 6.1.2

 送光光学系 ............................................................................................... 73 6.1.3

 計測機器 ................................................................................................... 73 6.1.4

 制御系 ...................................................................................................... 74 6.1.5

 評価試験システムとしての組合わせ ......................................................... 74 6.1.6

 受光光学系の光学性能評価試験方法 ............................................................... 74 6.2



4 
 

 垂直方向の画角拡大 ................................................................................. 75 6.2.1

 集光性能 ................................................................................................... 75 6.2.2

 三次元計測性能評価試験方法 .......................................................................... 76 6.3

 屋内試験 ................................................................................................... 76 6.3.1

 屋外試験 ................................................................................................... 77 6.3.2

第 7  受光光学系の光学性能評価結果 .................................................................... 79 章

 垂直方向の画角拡大 ........................................................................................ 79 7.1

 集光性能 ......................................................................................................... 79 7.2

 集光サイズ ............................................................................................... 79 7.2.1

 水平方向分解能 ........................................................................................ 81 7.2.2

 垂直方向集光位置安定性 .......................................................................... 82 7.2.3

第 8  三次元計測性能評価試験の結果と議論 .......................................................... 84 章

 屋内試験結果 .................................................................................................. 84 8.1

 屋外試験結果 .................................................................................................. 88 8.2

 試験結果の評価、課題と対策案 ...................................................................... 92 8.3

 開発した光学系による視野拡大効果 ......................................................... 92 8.3.1

 計測誤差の特性 ........................................................................................ 92 8.3.2

 面内の誤差分布 ........................................................................................ 94 8.3.3

第 9  結論 ............................................................................................................ 100 章

参考文献 ................................................................................................................. 102 

謝辞 ........................................................................................................................ 111 

 

  



5 
 

 

 序論 第1章
 

近年、三次元デジタルマッピングや自動運転、ドライバーサポート等に対する強い

ニーズにより、三次元計測システムの重要性が増している [1] [2] [3]。そのような用

途における三次元計測では、ドライバーや車両の制御システムが計測情報から環境情

報を抽出し、適切な車両制御を行える時間を確保する為に、十分な計測距離が求めら

れる。三次元計測技術として、ステレオカメラ [4]、triangulation 法 [5]、ミリ波レ

ーダ [6]など多くのものが存在するが [7] [8] [9] [10] [11]、上記の適用においては、

レーザスキャナが探知距離レンジ、分解能の面で有利である [12] [13] [14]。 

三次元レーザスキャナにおいては、測距を二次元の面領域に対して行う必要がある。

そのため、スキャニングミラーが送光軸（レーザ照射軸）、受光軸（センサ瞬時視野：

IFOV [15]）を偏向させるために用いられる。しかしながら、長距離の計測において

は遠方にある計測対象エリアにおいてレーザ照射点とセンサ視野を合致させるため、

非常に高精度な送受光 2 軸間のアライメントが要求される。これに対して、光軸アラ

イメントの簡易化、ならびに装置構成を簡素化したシステムの事例として、受光側に

おいてスキャニングミラーを用いない辻らの事例 [16]があり、実用的なシステムであ

ることが知られている。このシステムはラインスキャン方式の三次元レーザスキャナ

であり、水平方向に 32 画素のセルが並んだ一次元アレイセンサを用いており、水平

方向にライン照射したレーザのみを垂直方向にスキャンして、受光側のセンサ視野の

スキャンは行わない構成となっている [17] [18]。 

しかし、このシステム構成においては、受光側のスキャニングミラーを排除したこ

とで、センサ視野の上下スキャンはできないため、視野固定となり、センサの IFOV

がそのままシステムの全体視野となる。このため、辻らの事例では垂直方向に必要な

視野角を得るために、センサセルの垂直方向サイズを水平方向に対して増加させた高

アスペクト比の特別設計の 1 次元センサアレイが用いられている。もし、このシステ

ム構成において、垂直方向サイズが小さな低アスペクト比のセルから成るセンサを用

いた場合、センサの IFOV のスキャニングなしには広視野の計測は不可能である。こ

れは、上述の通り、垂直サイズの小さなセルでは垂直方向に狭い IFOV しか形成でき

ず水平方向に細長いライン状の計測視野が形成されるのみとなるため、広い計測視野

の実現には IFOV の垂直方向スキャンにより計測域を拡げる必要があるからである。 

 この課題に対して、本研究ではラインスキャン方式の三次元レーザスキャナ [19] 

[20]向けの新規な受光光学系を開発した。すなわち、ラインセンサアレイとして専用

設計ではない、低アスペクト比のセルを有するものを用い、かつ受光側のスキャニン

グミラーを不要とした三次元計測システム向けの受光光学系である。本研究ではこの

課題を解決するための特殊機能をもった光学系の開発と、これによる垂直方向の画角
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拡大効果の確認、ならびに三次元計測への適用性の評価を目的とした。 

この受光光学系は一般に使われるカメラレンズである主受光レンズと、その後方に

追加した光学系で構成される。この光学系では、水平方向に対しては計測対象エリア

を空間分解して計測可能であり、垂直方向に対しては像をラインセンサの高さサイズ

に圧縮することにより、従来システムで行われる垂直方向のセンサ瞬時視野のスキャ

ニング無しでも垂直方向視野全域からの入射光線をラインセンサ上に集光可能として

いる。これにより、レーザ照射ラインがスキャンにより、視野の上端から下端まで移

動しても、計測対象領域上のいずれのレーザ照射位置からの反射光をもセンサで計測

可能であるため、低アスペクト比のセルで構成されるラインセンサアレイを用い、か

つ受光側のスキャニングミラーを排除しても、垂直方向視野全域の三次元計測を可能

としている。 

本光学系は以下のステップを通して開発を行った。まず、光学系に求められる必要

な機能を水平方向、垂直方向に分けて整理し、この機能を得るための光学系の基本構

成としてどのようなレンズ素子をどのような配置で用いるべきであるかを検討した。

これに基づいて、構成する光学素子の仕様、詳細配置を世界的に用いられる光学解析

コードの一つである Zemax OpticStudio を用いた光学シミュレーションで導出した。

本シミュレーションにおいては、第一段階として、収差の影響を排除し、より理想条

件に近い近軸条件での解析により光学系仕様の概要を把握し、これに続く第二段階に

て、第一段階の結果に近い仕様を有する市販品の実レンズ素子の情報を用いた解析で

終の設計仕様を得た。その後、解析で得た光学系仕様に基づいて受光光学系を組み、

レーザ光源、計測機器等と組み合せた評価試験装置を構築した。本装置を用いた評価

試験においては、まず、開発した受光光学系の性能評価として、センサへの集光性能、

分解能の評価を行い、 も重要な機能であるセンサ垂直方向視野の拡大効果の確認を

行った。これらの試験の結果、設計した通り、垂直方向に 6 倍のセンサ視野拡大が得

られることがわかった。続いて、開発した受光光学系の三次元計測システムへの適用

性評価として、簡易形状のターゲットに対する三次元計測試験を行った。この試験は、

実験室内の 10m の近距離、さらに屋外にて 50m までの条件下で行い、各試験にてタ

ーゲットの形状プロファイル取得が可能である結果を得て、開発した受光光学系が三

次元計測へ適用できることを確認した。加えて、試験において得られた受光光学系の

課題について検討し、対応策を導出し、光学解析にて効果を確認した。 

以下に本論文の構成概要を説明する。本章に続く第 2 章では三次元計測システムが

使用される適用先の代表例、ならびにそのニーズについて概説した。ここでは、本章

の先頭で上げた自動運転の他、地形計測、海底での探査事例、家庭用ゲーム機などで

もなじみのあるモーションキャプチャ等の例を挙げた。続いて、第 3 章では三次元計

測技術について説明した。カメラを用いた手法、音波によるソナー、電波レーダ等の

各種手法について概説し、その後、本論文のシステムで用いた手法である、レーザス
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キャナ技術について詳説した。第 4 章は三次元レーザスキャナシステムの光学系を説

明し、従来のシステムにおける課題と、本論文で開発した技術である、その対応策に

ついて述べた。第 5 章では前章で挙げた対応策となる受光光学系について、具現化す

るための構成を Zemax OpticStudio を用いたシミュレーションにて解析し、導出した。

本章では、ソフトの概要、適用事例についても紹介した。第 5 章の解析、設計結果に

基づいて構築した受光光学系、評価試験システム、ならびに試験方法について第 6 章

で説明した。本研究での試験評価は、従来の三次元レーザスキャナシステムの課題へ

の対応策として開発する受光光学系に求められる画角拡大機能、集光性等を評価し、

加えてこの光学系が三次元計測に適用できることの確認として、屋内、屋外での三次

元計測試験を行った。第 7 章において、受光光学系の機能・性能評価試験の結果につ

いて述べ、第 8 章では三次元計測試験にてターゲットの形状プロファイルを取得した

結果を説明した。さらに第 8 章では、開発した受光光学系を用いた三次元計測システ

ムについて、試験を通して得られた課題に対して、要因と対応策を検討した。 
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 三次元計測に対するニーズ、適用先 第2章
近年、三次元計測技術の伸長、入手や適用が可能な三次元計測システムの増加によ

り、車両、ドローン等の無人運転、自律運転、文化財や建造物の形状計測など多様な

適用形態で種々の三次元計測システムが利用されている。また、このような適用先や

ニーズの拡大が三次元計測技術の更なる研究開発を呼び起こしているとも言える。 

本章においては各種の分野における三次元計測システムのニーズ、適用事例につい

て説明する。 

 

自動車の自動運転 2.1 

自動車の自動運転にはドライバーと車側の認知、判断、操作の分担に応じて米国

SAE により自動化レベルが表 2.1.1 のように定義分けされている [1]。近年市販車へ

の装備が進んでいるブレーキアシストや車線はみ出し防止機能等はレベル 1、もしく

は 2 の運転支援に相当すると考えられる。レベル 3 以上の自動運転になると、自車の

前方、後方、周囲の車両、障害物有無等の状況の認知、判断を車両が行う必要があり、

より広範囲の詳細な状況を取得できるシステムが要求される。 

使用されている三次元

計測システムとして、自

動ブレーキシステムにお

いては、前方車両や物体

までの距離を把握する用

途として、フロントグリ

ルやエンブレム等に配置

されたミリ波レーダ

表 2.1.1 車両運転の自動化レベル（米 SAE 自動運転標準化委員会策定） [1]  

図 2.1.1 車両における三次元計測カメラの配置 [1] 
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（77GHz 帯）やレーザレンジファインダが用いられ [21]、路側の歩行者等も含めた

前方領域の三次元情報を取得してアシストするシステムにおいてはステレオカメラが

多用されており、多くはフロントウィンドウ上部に配置されている（図 2.1.1）。一方、

レベル 3 以上の自動運転においては、より広範囲の詳細なデータ取得の要求から、レ

ーザスキャナ式の三次元計測システム（図 2.1.2）等が使用されている。 

 

しかし、実際には三次元レーザスキャナの取得情報に合わせて、GPS、カメラ、ミ

リ波レーダ等複数のセンサの情報との組合せにより、周囲の自動車、軽車両、歩行者、

路上の障害物有無等の環境情報の取得・処理・判断がなされている（図 2.1.3）。 

 

図 2.1.3 環境情報の取得・処理・判断のシステムアーキテクチャ [1] 

図 2.1.2 レーザスキャナによるマッピング技術 [1] 
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地形計測 2.2 

地形の三次元形状情報は、国や地方公共団体

を 中 心 と し た 地 理 情 報 シ ス テ ム （ GIS ： 

Geographic Information System）の整備や公

開により一般でも広く利用されるようになって

おり、標高データを数値化した三次元デジタル

地図（DEM：Digital Elevation Model）はカー

ナビなどで利用されている。地形の計測技術と

して身近なところでは、従来よりトータルステ

ーション（図 2.2.1）を用いた測量手法が用い

られており、取得した三次元情報を用いた工事

状況の管理や自然現象等による地形変化の把握

が行われている [22]。この手法は 2 地点間の距

離をレーザ測距儀とコーナーキューブによりミリ単位の精度で計測して、方位情報と

合せることで三次元データを構築するものであるが、点数が疎であること、測量に時

間を要する事などにより、適用可能な場所、対象が限られる弱点がある。これに対し、

近年は航空写真や GPS を用いた方法、三次元レーザスキャナを用いた方法も使用さ

れるようになっており、従来手法よりも高密度な点群による三次元地形情報取得が可

能となっている。特に、写真測量やレーザスキャナによる方法では遠隔での情報取得

が可能であるため、災害現場や、急斜面などの崩落のおそれにより立ち入りが制限さ

れる危険なエリアの情報取得にも活用されている。さらにレーザスキャナにおいては、

トータルステーションに比べて短時間に計測が済み、計測現場において計測システム

図 2.2.1 トータルステーション [22] 

表 2.2.1 地形計測各手法の比較 [23] 
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（制御 PC の処理ソフト）による取得データ処理が行えるため、即時に計測結果の三

次元モデルを確認でき、モデルを追加処理して得られる任意断面の形状把握等も容易

にできる利点を有する。表 2.2.1 に各手法の比較を示す [23]。 

計測事例として、地すべり現場の計測結果を図 2.2.2 に示す。このような災害の影

響を短期に把握することができ、早期の対応も可能になると考えられる。また、期間

を経て取得したデータ間の差分を基にした地形変化量の評価も可能であり、高密度な

三次元座標点群により、土地の隆起、沈降の詳細な把握も可能となる（図 2.2.3）。 

 
 

 

 

図 2.2.2 地すべり現場の計測事例 [23] 

図 2.2.3 土地の隆起、沈降の把握 [23] 
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水中、海底計測 2.3 

近年のオイル&ガス分野においては、新規の油田・ガス田開発の遠洋化が顕著とな

り、海底に設置される生産井や関連するプラント機器をはじめ、そこから海上のプラ

ットフォーム・陸上の製油所にオイルやガスを搬送するパイプラインが増加している。

これらの設備や管路の管理、点検のために ROV（Remotely Operated Vehicle：遠隔

操作型無人潜水機）や UAV（Underwater Autonomous Vehicle：自律型無人潜水機）

等が多用されている。このような航走体が機器やパイプラインに接近する際、従来か

らの手法としては、対象物を強力なライトで照明して、水中カメラで撮影した画像を

元にした操作、制御がなされている。近年このようなケースにおいて、より詳細な奥

行き情報、対象物形状情報を得るためにレーザを用いた計測システムが使用される例

も増えてきた。このような海底の機器、構造物へのアクセス制御用途のほか、海底地

形の測量や、海底に沈下した文化財や沈没船の形状計測などにも用いられている。例

えば、2G Robotic 社の ULS-500 PRO（図 2.3.1）は扇型に拡げた青色レーザを前方

に照射して対象物上にレーザラインによるプロファイルを描き、これをカメラで撮影

して対象物までの距離や、形状情報を得る Triangulation 法による三次元形状計測シ

図 2.3.1 2G Robotic 社 USL-500 PRO [24] 

図 2.3.2 海底での計測事例（沈没船） [24] 
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ステムである [24]。図 2.3.2 の例のように対象物の形状、サイズを把握できるデータ

を取得出来ている。水中計測手法として、このようなレーザを用いた手法のほか、ダ

イバーや ROV 等により、多数の視点から撮影した画像間の重複する部分のマッチン

グ処理から 3D モデルを構築する手法も開発されており、豪州 Curtin 大の Woods [25] 

[26]らの開発事例がある（図 2.3.3）。 

 

デジタルモックアップ 2.4 

3D-CAD による部品や機器、さらに大規模なプラント等建造物の設計、計画が幅広

く行われるようになっている。この情報を基にしたデジタルモックアップを用いて、

製品において部品間のクリアランスが十分あるか、製品が無理なく動作するか、容易

に組み立てられるか（図 2.4.1）などの設計内容の検証や、製造工程における組立順

序や施工手順の確認、工程計画も行われている [27]。また、デジタルモックアップと

シミュレーションとを組み合わせて、製品稼働時の運転条件、環境条件を想定した種々

の解析計算がなされており、一例として、部品破損時の影響評価が挙げられ、故障の

低減対策、部品故障に対してより安全な製品設計につなげられている。このような

3D-CAD による設計品質の向上に呼応して、製作された部品や機器が設計通りの形状

であるかの把握、評価も必要となり、三次元形状計測技術が重要度を増している。三

次元計測により、途中工程や 終段階で製作、施工されたモノの実形状を把握し、設

計モデルとの比較による製造誤差有無の確認、個々の工程のアウトプットの OK/NG

判断、加工条件の修正、フィードバック、追加加工などが行われる。また、3D モデ

図 2.3.3 Woods らの水中カメラシステムの事例 [25] 
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ルが無く、現物しか存在しない旧製品のモデル構築（図 2.4.2）、他社製品分析時のモ

デル化における活用 [28]の他、工場・プラント等の施設全体の設備配置や建屋内の各

種装置や配管レイアウトを三次元計測して 3D デジタルデータ化し、現況の把握、改

修や変更工事時のベースデータとする動きや、それらを提供するサービスビジネスも

広がっている。 

 

 

モーションキャプチャ 2.5 

スポーツ科学やエンタテインメント、ゲームなどにおいて、人体の三次元的な動作

情報の取得、コンピュータへの入力情報取得のためにモーションキャプチャが使われ

ている。センサデバイスで得た三次元の距離画像から人体の三次元情報を捉え、さら

図 2.4.2 X 線 CT の結果をもとにしたメッシュモデル作成事例 

（エンジンバルブのモデル構築事例） [28] 

図 2.4.1 デジタルモックアップによる作業性の検証例 [27] 
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に姿勢認識の画像処理等を用いて、画像フレーム毎に関節位置や骨格のデータを生成

している。また、人体の計測のみならず、自動車の衝突実験の他、工業分野において

も機械部品の挙動把握、分析等に用いられている。 

距離画像取得において三次元計測技術が用いられているが、計測システムやサービ

ス業者により、数種の手法が用いられている。主に光学式、機械式、磁気式が挙げら

れ、光学式においては、マーカを用いた手法、Structured illumination 式、TOF 式

などの手法が用いられる。また、機械式では、撮影対象者の関節などに角速度センサ

や加速度センサを取り付けて、各部の動きを計測、記録する。磁気式では、磁気コイ

ルをマーカとして関節に取り付けて、磁界内で撮影対象者が動作を行う。磁気コイル

が移動する際の磁界の歪みを捉えることでコイルの位置を把握する。 

光学式におけるマーカを用いた手法では、機械式や磁気式のセンサ、コイルに変え

て光を反射するマーカを対象者の関節等に取り付け、複数のカメラを配置した撮影空

間内で動作中の状態をストロボ撮影する（図 2.5.1）。カメラ画像間のステレオ計測に

より、フレーム毎に関節位置の情報を取得し、フレーム間の関節位置の移動から対象

の挙動を把握する [29]。 

家庭用のゲーム機等で使用されている Microsoft 社の Kinect（図 2.5.2）はマーカ

を使用しない Structured illumination 式のセンサを用いる。特定のパターンの光点

群（図 2.5.3）を赤外線レーザで照射し、CMOS カメラで撮影した反射光パターンを

解析して距離情報を得る。照射パターンと反射光パターンの間では対象までの距離に

応じた位置のシフトが生じるため、各光点パターンの移動量を元に三角測量して画面

内の距離分布が計算される（図 2.5.4） [30]。 

さらに距離画像の情報をもとに、画像の部位が人体のどのパーツを表すかを識別し

（Kinect では人体を 20 の部位に分けている）、関節の位置を割り出して、学習データ

(衣服、体形、姿勢など様々なパターンにより、9 百万セットと言われている)と機械学

習によるマッチングにより、撮影対象の姿勢、動きを推定している。これにより、関

図 2.5.1 マーカを用いたモーションキャプチャ手法 [29] 
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節などにマーカを取り付けないでも、人体の動作の補足を可能としており、様々な身

長、体形の人物に対して有効に機能する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

顕微観察 2.6 

顕微鏡を用いたミクロ領域の観察においてもサンプルの立体形状を得るために三次

元計測が用いられている。計測レンジにより使われる方法が異なり、nm やサブ nm

領域で用いられるものとして走査型プローブ顕微鏡が挙げられる。これは、先端に鋭

図 2.5.3  Kinect の照射光点パターン [30] 

図 2.5.4  Kinect の距離分布画像例 [30] 

図 2.5.2  Kinect 外観とセンサ構成 [30] 
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い針（探針、プローブ）が取り付けられた片持ち梁（カンチレバー）を振動させなが

ら試料表面に近づけ、探針と試料の間で生じる原子間力によるカンチレバー振幅の変

化を元に計測する。振幅は、カンチレバー背面に光を照射し、反射した光点の移動量

などから求められる。試料は、面内（X、Y）方向と垂直（Z）方向に微小に動かすこ

とができるスキャナの上に設置される。XY 面内で試料を走査すると、試料表面の凹

凸形状により変化する探針と試料の間の距離に応じてカンチレバーの振幅が変化する。

ここで、各 XY 位置でカンチレバーの振幅が一定になるようにスキャナを Z 方向に制

御し、移動量をプロットすることで試料表面の三次元形状を得ることができる [31]。

計測においては、XY 方向の操作に加えて、Z 方向のサンプル移動も必要となるため、

計測時間を要する。 

数 100nm の計測レンジで用いられる手法の一例として、共焦点（コンフォーカル）

光学系によるレーザ顕微鏡が挙げられる。コンフォーカル光学系では、対物レンズの

物側の焦点位置と共役な位置となる結像位置にピンホールを配置して、焦点のあった

物側位置のみの光を検出する。ある XY 水平面内位置でサンプルを光学系の光軸方向

（Z 方向）に移動させながら、ピンホールの後部に配置した検出器の信号を測定する

と、光学系の焦点位置において検出信号強度が極大となる。すなわち も明るくなっ

た Z の位置がサンプルの表面の高さ情報を表すことになる。この計測を XY 方向に走

査しながら行うことでサンプルの三次元形状情報を取得可能となる。さらにこの Z 位

置で取得された輝度情報を XY 面内の計測点全点でプロットすることで、Z 方向全域

に対して焦点の合ったシャープなサンプルの画像も取得可能となり、共焦点顕微鏡の

もう一つの特徴である [32]。しかしながら、走査型プローブ顕微鏡と同様、XYZ 各

方向に走査を要する計測手法のため、1 サンプル計測に時間を要する。 

上記の点計測手法をベースにして、二次元のカメラ画像を用いて Z 方向のみの走査

で三次元形状情報を得る手法もある。この手法では光学系の Z 軸を走査しながらサン

プル画像を取得し、各 Z 位置で焦点があった部位の画像情報のみを取り込み、各 Z 位

置での取得情報を合成することで、3D データを高密度の点群データとして生成する。

走査数が少ないことからより高速のデータ取得を可能としている。その他、干渉を用

いて、干渉縞の状態から三次元形状を取得する手法なども実用化されている。 

 

大気計測 2.7 

大気に対する三次元計測として、航空機や風車の運転、制御向けの風向、風速分布

の計測、気象や環境研究向けのエアロゾル分布の計測などが挙げられる。航空機にお

いては、事故発生の大きな要因である飛行中の乱気流や突風などの風擾乱の把握のた

めに用いられる。現状では風計測リモートセンサとしてマイクロ波を利用したドップ

ラーレーダが開発され、機体に搭載されているが、風擾乱の検知能力は十分でなく、
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レーザ光を利用したライダ（LIDAR：Light Detection And Ranging）の開発が進め

られている。このシステムでは飛行中の機体から前方の大気中にパルス状のレーザ光

を放射し、大気中に浮遊するエアロゾルによるレーザの散乱光を受信して、ドップラ

ーシフト量を測定することにより、風速を求める。TOF 計測によりエアロゾル位置を

把握し、ヘテロダイン検波によりドップラーシフト量を測定して風速を求める [33]。

風車においても翼の損傷や故障を回避するために、ライダ計測による風向、風速の予

測値を元に、翼のピッチ角を制御することで、過回転や翼に対する過剰な荷重の発生

を抑える運転制御がなされている。 

大気科学や気候学においては気温と風の鉛直分布は極めて重要なデータであり、従

来のラジオゾンデを用いた計測に加えてライダを用いた計測も行われている。温度情

報を取得する方法として、大気分子の熱運動によるレイリー散乱のスペクトル広がり

を用いる事例などがある [34]。環境科学分野においては大気汚染に関連するエアロゾ

ルのほか、黄砂、森林火災の煙等の移動実態の把握のためにライダが用いられており、

日中韓をはじめとする東アジア地域で約 20 か所の計測地点を結んだライダネットワ

ークが構築されている。ミー散乱ライダを用いてサブミクロンから数十ミクロンの粒

子を計測することで、大気汚染に関係する硫酸塩、硝酸塩、ブラックカーボンのほか、

黄砂などの鉱物ダスト、海塩の分布を取得している。このようなライダでは雲からの

信号も観測されるが、信号中の散乱光強度、偏光解消度、ならびに波長（1064、532nm）

間の差異から水雲、氷雲、大気汚染性のエアロゾル、黄砂の区別がなされている。 
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 三次元計測技術 第3章
 

第 2 章に示したように近年、自動車の自律運転や工場の搬送機器等の自動運転の発

展により、移動体周辺の地形、構造物、障害物の有無等の三次元情報を得る技術の需

要が高まっている。また、3D プリンタや 3D-CAD なども一般に使用されるようにな

り、これらの入力情報として、モノの 3D プロファイルのデジタル情報が広く使われ

る時代となっている。本章では、非接触でモノや環境の三次元情報を得る各種の技術

について説明する。  

 

概要 3.1 

非接触の三次元計測手法は大別すると、ミリ波、光波（レーザ等）などの電磁波を

照射して距離情報、三次元座標情報を得るアクティブな手法、画像をもとにしたパッ

シブな手法に分けられる。アクティブな手法は装置から計測の為の信号波を送出する

ため、計測距離が長い、精度が高い等の特長があり、パッシブな手法は信号源が不要

であり、装置構成が簡略になる特徴がある。主な手法の概要、長所・短所等の比較を

表 3.1.1 に整理した。また、市販されている三次元計測システムの例を表 3.1.2 に示

した [7]。以降で各計測手法の計測原理、特徴等について述べ、3.2 節ではカメラ計

測、音波、電波による手法について、3.3 節以降では、本研究にて開発した光学系の

対象技術であるレーザスキャナについて記した。 

表 3.1.1 三次元計測各手法の概要，長所・短所の比較 
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各種の三次元計測手法 3.2 

カメラを用いた手法 3.2.1 

ステレオ法 3.2.1.1 

ステレオ法では同一の物体に対して、視点を変えた位置から 2 枚の画像を取得する 

[4] [25]。2 枚の画像は 1 台のカメラの位置を移動させる、もしくは、位置を離間して

保持した 2 台のカメラを用いることで取得される。物体上のある一点（特徴点）に対

して、2 画像内の座標のズレを取得し、これをもとに三角測量からその点の三次元座

標を得る。本手法では、対象物の鮮明な画像を取得できることが大前提となるため、

太陽光や照明が必要となる。また、2 画像間の同一特徴点の視差を基にした計測原理

により、単一色の表面や特徴的な凹凸のない平坦面などでは距離計測が困難となる。 

図 3.2.1 のように計測時の三次元座標を設定し、奥行方向を z 方向、カメラを離間

させた方向を x 方向、それに垂直な方向を y 方向とする。2 カメラ間で形成される x

方向の辺はベースライン l と呼ばれる。2 枚の画像における視軸方向を平行とすると、

2 画像上で y 座標値は同一となる（図 3.2.1 では v1=v2）。カメラの焦点距離を f とす

表 3.1.2 三次元レーザスキャナの市販システム例 
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ると、図 3.2.2 の関係から、z 座標は式 3.1 で得られる。 

	
l·

	 (3.1) 	

x、y についても同様の比の関係から導出され、三次元座標は以下式 3.2 のように得ら

れる。本手法はレーザ光源等を必要としないパッシブな計測手法のため、装置構成は

簡易なものとなるが、遠距離の対象物に対しては、画像内における座標変化が小さく

なるため、計測精度は低下する。また、画像間の対応点検索の計算量が大きく、処理

の安定性が画質に左右される点も欠点とされる。これらに対して、カメラの多眼化な

どの対応策もとられている。 

 

	 , , ＝ ⋅ , ⋅ , 	 (3.2) 	

 

Triangulation 法 3.2.1.2 

本方式においては、レーザ光を点状やスリット状にして計測対象の物体に照射し、

レーザ照射源からベースライン間隔 d だけ離間した位置に配置され、視線がレーザ照

射軸に対して角度を持つカメラ（二次元アレイセンサ）で物体を撮影する [35] [36] 

[37]。平面にレーザが照射された際に画面上に描かれる光跡の位置に対して、立体形

状を持つ物体が配置されると物体表面の凹凸によりレーザ反射位置が変化し、画像上

における光跡の位置がずれる。このずれ量をカメラ画像上で読み取り、既知量である

カメラ視軸とレーザ照射軸の離間角度θを元に三角測量を行い、その点の高さ情報、

ならびに水平位置情報を得る。計測対象物体に対するレーザ照射点やラインの位置を

変化させながら複数の画像を取得し、処理を行うことで物体の三次元形状情報を取得

図 3.2.2 ステレオ法の奥行座標算定 図 3.2.1 ステレオ法の三次元座標設定 
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する。前項のステレオ法では 2 枚の画像上の特徴点ペアに対して三角測量を行うのに

対して、本手法では物体表面上のレーザ光跡に対する三角計測を行う。これにより、

物体全体を鮮明に撮影するための照明が不要、表面の特徴が乏しい物体も計測可能で

あるなどの利点がある [7] [38]。 

画像上のある点のレーザ光跡位置のズレを⊿y とし、レーザ照射軸とカメラ視軸の

角度をθとすると、図 3.2.3 の関係から、該当する物体上の点の高さ z は以下式 3.3

で得られる。 

	 	 (3.3) 	

本方式において、画像センサ上の光跡位置の精度δp と距離 z の精度δz の関係は以下

で示される。 

	 ∙
∙ 2 ∙ 2⁄

∙
	 (3.4) 	

ここで、Φ：カメラ画角、d：ベースライン距離、P：画像センササイズである。この

式より、本手法の短所としては、画角Φと奥行き計測距離 z のトレードオフ関係が挙

げられる。距離測定誤差を確保して、画角を広げるには、計測距離 z を短縮する、も

しくはベースライン距離 d、センササイズ P を増加させる必要がある。参考まで、計

測画角として通常は 20～30°が用いられている。また、屋外使用においては環境光が

計測信号にバイアス成分として重畳するため、レーザ光跡位置信号の S/N 悪化により

適正な位置取得を阻害し、計測精度の劣化を招く。このため、Triangulation 法は主

に屋内における限られたサイズを対象とした形状計測装置に用いられる [39]。屋外向

けとしては 2.3 節に示した、太陽光や周囲環境からの影響が少ない条件下で使用可

能な、海底地形計測向けのシステムが実用化されている。 

 図 3.2.3  Triangulation 法の概要図 
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Structured illumination 法 3.2.1.3 

 他のレーザ投影による三次元計測法としては、スリット光の代わりにグリッドパタ

ーンを投影する方法 [40]、マスクを用いて 2 進数等でコード化した複数パターンの構

造化照明光（Structured illumination）を計測対象物体に照射しながら撮影し、スリ

ット光を移動させた場合と同様の物体表面情報取得を行う方法や、2.5 節に示した

Microsoft Kinect の様なランダムドットパターンを投影して、相関解析により三次元

計測を行う方法などがある [7] [41]。 

 

モアレトポグラフィ法 3.2.1.4 

モアレ縞とは線が規則正しく並んだ格子 2 つを他方に対して回転させる、距離を離

すなどして重ねた場合に、格子を通して観察した視野に新たに生じる縞模様のことで

あり、元の格子とは全く異なる模様が現れる。モアレトポグラフィ法はモアレ縞を元

に三次元形状を計測する手法であり、明暗の規則変化を持つ格子パターンを測定面上

に照射し、表面形状により位相シフトした照射格子パターンを、カメラ前に配置した

基準となる格子を通して撮影した際に見えるモアレ縞を元に計測を行う。本手法で得

られるモアレ縞は、地図の等高線になぞらえられ、観察画像を見るだけでも形状をイ

メージできる特徴を持ち、測定精度は

形成される等高線間隔に依存する。モ

アレ縞計測の位相分解能が一定と考え

ると、計測精度は投影する格子ピッチ

と、照射系と観察系のなす角度に依存

する。得られる分解能や精度は干渉計

より悪いものの、アプリケーションの

要求精度によるが、工業製品の部品の

サイズや、高さ方向の形状測定にも適

用できる。本手法では通常は照明光に

白色光を使うことから、人になじみや

すいため、人体の形状測定にも用いら

れ、レーザを用いる他の三次元測定機

とは異なり、被測定者に違和感を持た

せない特徴を持つ。 

 図 3.2.4 のような計測系を考慮した場合、基準面から計測対象物までの距離 h は以

下で示される [42]。 

	
∙ ∙

∙
	 (3.5) 	

図 3.2.4 モアレトポグラフィ計測系 [42] 
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ここで、L：装置から観察の基準面までの距離、n：モアレ縞の本数（次数）、P：格子

のピッチ、a：カメラと照明の間隔である。モアレ縞の次数 n は図 3.2.5 に示すよう

に、基準格子の線番号 k、照射した格子パターンの線番号 l とすると、n = k – l であ

らわされる [43]。 

 

その他の手法 3.2.2 

ソナー 3.2.2.1 

ソナー（SONAR）は「Sound navigation and ranging」の頭文字であり、水中を

伝わる音波を使って水中の物体を検知、捜索する技術、システムである。民生利用で

は魚群探知機等が挙げられ、軍事利用においては潜水艦や水上艦船の探知に用いられ

ている [44]。 

音波を発して物体にあたって跳ね返ってくる音（エコー）の時間差や方位から、物

体位置や距離を探知する。音波の送信源としては電気エネルギーを音響エネルギーに

変換する送波器（プロジェクター）、受信器としては逆に音響エネルギーを電気エネル

ギーに変換する受波器（ハイドロホン）が用いられるが、音響エネルギーと電気エネ

ルギーの相互変換が可能で、送信、受信機能を有する送受波器（トランスジューサ）

を用いるシステムもある（図 3.2.6）。 

自システムに音波の発信源を有するアクティブソナーでは一般に、受信信号からエ

コー信号を検出する方法として、送信信号との間の相関信号処理が行われる。このた

めに用いられる送信音波の信号波形としては、パルス変調、周波数変調の 2 方式が主

に用いられる。 

図 3.2.5 モアレ縞の次数評価 [43] 
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レーダ 3.2.2.2 

レーダ（RADAR : Radio Detecting And Ranging）はアンテナから電波（マイクロ

波）を送信し、その反射波を元に物標の検知、距離計測を行う。検知対象は航空機や

気象向けの雨雲などのほか、近距離用途では自動車搭載レーダにおける路上周辺の車

両、歩行者等が挙げられる。距離の検知はパルス状に発信した電波の往復時間に基づ

いて行われる。電波の速さは光速と同じであり、TOF 型のレーザ測距装置と同様、下

式で物標までの距離を得る。 

	
1
2
	 ∙ ∙ 	 (3.6) 	

ここで、D：レーダ装置から物標までの距離（m）、v：電波の速さ（3×108 m/s）、T：

電波がレーダ装置と物標の間を往復する時間（s）である。自動車用ミリ波レーダ [45] 

[46]などの短距離向けのレーダでは、周波数を変調して送信し、受信波との周波数差

から距離を算出する FMCW 方式（3.3.2 項参照）も用いられている。 

レーダ装置は主に図 3.2.7 に示す構成となっている。送信部はマグネトロンからな

り、変調部（FET : Field Effect Transistor、電界効果型トランジスタ）からパルス電

圧を印加することで所定の強度のマイクロ波を発生させる。マイクロ波は導波管を通

してアンテナまで伝えられ、輻射面から所定の方向、領域に送信される。アンテナは

電波の送信領域が指向性を有する様に設計されており、船舶や空港に配置されたレー

ダではアンテナを回転させて、全周に対する検知を行う。アンテナの方向と取得した

距離から物標の位置を特定することが可能となる。また、一つのアンテナで送信と受

信の動作を交互に切り替えて検知が行われる。物標の表面で反射されたマイクロ波は

無指向性で広い範囲に拡散するため、その一部がアンテナで受信される。これにより、

図 3.2.6 ソナーのシステム構成図 [96] 
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受信信号は微弱となるため、増幅されたのちに検波され、さらにビデオ信号として増

幅されてディスプレイに表示される [47]。 

マイクロ波は周波数帯域により分類されており（表 3.2.1）、船舶用レーダにおいて

は主に 3GHz 帯の S バンド、9GHz 帯の X バンドが使用される。S バンドは波長が長

い（10cm 程度）ことから、電波が雲や霧などによる吸収や減衰が少なく、長距離の

探知に適しており、X バンド（波長 3cm 程度）は電波の直進性が強く指向性のある電

波を送信できるため、物標からの反射波を捉えやすい特性を有する。 

  

図 3.2.7 レーダ装置構成概要 [47] 

表 3.2.1 電磁波の分類 [47] 
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三次元レーザスキャナ 3.3 

 レーザ光を計測対象物、対象領域に向かって面状に走査（スキャン）しながら照射

し、反射光を受光・処理して時間、位相情報を抽出して得る面内の距離分布から三次

元情報を取得する計測手法である。目標物までの距離を取得するレーザレンジファイ

ンダが計測手法のベースとなっており、計測点の二次元スキャンやセンサ構成の一次

元化、二次元化により、三次元情報の取得を実現している。第 2 章に示した自動運転、

地形、水中・海底計測、デジタルモックアップ、ライダなど多くのアプリケーション

に本技術が適用されている。本論文の研究において開発した受光光学系は三次元レー

ザスキャナを対象としたものである。 

 

TOF（パルスエコー）法 3.3.1 

飛行時間（TOF：Time Of Flight）式の三次元計測装置においては、レーザパルス

が送光器から発射されたのち、計測対象物で反射されエコーとなって受光器まで到達

する往復時間から距離情報を取得する。ガルバノミラー等のスキャナミラーによる視

軸走査や、雲台等で装置自体を偏向させることで、対象位置に対する距離計測を面的

に行い三次元座標の点群を得て三次元情報化する。対象物までの距離 L（m）は、光

速 c（= 3.0 × 108 m/s）と計測された往復時間 TOF（s）から以下で求められる。 

	
1
2
	 ∙ 	 ∙ 	 (3.7) 	

この手法では cm レベルの精度が得られ、特に、1m を超える計測レンジで、反射体を

用いないでスキャニングを行う計測に適している。繰り返し計測による平均の効果に

より mm、サブ mm の精度取得も可能である。 

TOF 法によるシステムは図 3.3.1 に示すように主に、レーザ送信器（Transmitter）、

光学系、受信器（Detector）、アンプ、ゲインコントローラ（AGC: Automatic Gain 

Controller）、時間計測器からなる [35]。レーザ送信信号が時間計測回路のスタート

トリガとなり、受信器の反射光受信信号により時間計測が停止し、レーザパルスの往

復飛行時間 TOF が得られる [48]。レーザ発振器として、単なるレンジファインダに

おいては Nd:YAG レーザ、Er ガラスレーザ等が用いられ、低繰り返し（数～10Hz）

の長距離（数 km）計測が行われるが、高繰返しの距離計測（数 10～数 100kHz 以上）

が必要となる三次元計測においては、ファイバーレーザや半導体レーザが用いられる。

受信器のセンサとしては、システムにより PIN フォトダイオード、アバランシェフォ

トダイオード（APD）、光電子増倍管（PMT）が用いられており、センサのフォーマ

ットは単素子、一次元アレイ、二次元アレイが用いられる。 
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 本手法において、受光光学系に入射する反射光強度は図 3.3.2 に示すように送光す

るレーザのピーク強度、受光光学系の口径（受光面積）、距離などの因子が影響し、式

3.8 で表わされる [49] [50]。 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 	 2
2 	 (3.8) 	

（S:受光パワー、P0:送光ピークパワー、A:レーザ照射面積［∝L2］、L:距離、B:計測対象物面積、

Rt:計測対象物反射率、C:主受光レンズ集光面積、TT:送光光学系透過率、TR:受光光学系透過率、

α:大気の透過係数） 

式中のレーザ照射面積 A は送光レーザが拡がり角をもって照射されるため、距離（L）

の 2 乗に比例して増加する。このため、受光パワーS は計測対象までの距離の 4 乗に

反比例し、さらに距離が関係する大気透過率（=exp(-αL)）の 2 乗の影響も受けて変

化する。ここで、式 3.8 は受光光学系に入射する反射レーザの強度を示すものであり、

レーザスキャナの形式によっては、これがそのままセンサで生成される信号強度とは

ならないことに注意が必要である。レーザスキャナには、3.4 節に示した様にスキャ

ン様式が数種あり、これに応じて受光した反射レーザ光のセンサへの集光様式が異な

る。点計測を水平・垂直にスキャンする二次元スキャンシステムでは、受光光学系に

図 3.3.1 TOF 法システムの構成 [35] 

図 3.3.2 TOF 法における計測影響因子 
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入射した光が全て点センサに集光されるため、この形式においては信号強度は式 3.8

と同様の距離特性を示す。一方、レーザの 1 パルス毎の計測領域に拡がりがある一次

元スキャンシステムやスキャンなしシステムにおいては、受光光学系に入射した光は

結像により光学像に拡がり、センサの各セルが像の一部を受光する。このため、信号

強度に対しては、光学像上の入射光パワー面密度が重要となる。像面積は距離の 2 乗

に反比例するため、像の入射光パワー面密度は式 3.8 の入射光強度 S を 1/L2 の成分で

除算する事になり、結果として、このスキャン形式のシステムの信号強度は距離の 2

乗に反比例し、さらに大気透過率の影響も受けたものになる。 

TOF 法の計測誤差要因としては、ノイズ起因のタイミングジッタ、Time-Walk、時

間計測回路の非線形性、ドリフトが挙げられる。信号に重畳するノイズの発生源は電

子回路で発生するもの、背景放射受光によるセンサ電流に起因するショットノイズ、

信号電流に起因するショットノイズがある。ジッターは距離計測精度に影響を与える

主要因であり、ノイズの振幅に比例して増加し、受光信号の傾き（du/dt）が急峻であ

れば減少する。信号強度は上記で述べたとおり、距離の 4 乗、もしくは 2 乗に反比例

するため、精度は計測距離の増加に伴って劣化する。信号振幅の増減、信号波形の変

化ともに時間計測回路におけるタイミング取得の変動につながり、Time-Walk と呼ば

れる誤差要因となる [51] [52]。ジッター、Time-Walk の概念を図 3.3.3 に示す。 

時間計測回路において、Time-discriminator はディテクタの信号からトリガタイミ

ングを抽出してトリガパルスを生成するものであり、高精度のタイミング信号取得に

重要である。トリガタイミングの取得方法としては、一定閾値によるパルス leading 

edge 法の他、first moment timing 法、Constant fraction discrimination（CFD）法 

[53] [54] [55]等がある。CFD はパルスの振幅、立ち上がりの変化による Time-Walk

の影響を補償するもので、TOF 方式のレンジファインダでも用いられる。本手法では

図 3.3.4 に示す様に、入射パルス信号を分割し、一方の信号と、他方の遅延と正負反

転を加えた信号を重畳した信号を得る [56]。この動作は減衰信号とディレイ信号の差

図 3.3.3 ジッター、Time-Walk の概念 [35] 
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異を増幅する High Gain differential emitter-coupled logic（ECL）比較器により実

現される。重畳して得た信号波形には 0V となるタイミングが必ず存在し、さらにこ

のタイミングは入射信号の振幅によらず同一となる。このゼロクロスのタイミングで

TOF 計測の Stop トリガを発生させることで、信号振幅が変化する計測環境において

も Time-Walk の影響を排除した TOF 計測が可能となる。 

 

レーザ送信機、ゲインコントロール、および時間計測回路もシステムの精度に影響

を与え得る。このため、レーザ送信機は波形の安定したレーザパルスを照射する必要

がある。ゲインコントロールは Time-discriminator のタイミングパルス調整に必要で

ある。コントロールの必要量は距離、光学系構成、計測対象の反射率に依存する。Start

トリガから Stop トリガ間の時間は Time-to-digital converter（TDC）、もしくは

Time-to-Amplitude converter（TAC）で計測される。これらはアナログもしくはデジ

タル補間によるデジタルカウント手法を用いた高速で高精度、高安定の計時素子であ

る（TDC の単ショットの分解能は一般に、ノイズ起因のタイミングジッタ幅よりも小

さい値を有する）。 

終的な計測精度は平均処理により向上される。平均データ数の平方根に比例して

精度は向上し、計測生値において cm レベルの精度が 100 データ平均で mm レベルに

改善可能である。たとえば、100kHz の計測繰り返しを有するシステムでは 1ms でこ

れが実現可能となる。 

FMCW 法 3.3.2 

FMCW 法は特に短距離の計測において、ダイナミックレンジが大きい、高分解能な

どが特徴の手法である。図 3.3.5 に FMCW 方式の装置構成概略を示す [35]。シフト

量Δf で周波数変調されるレーザダイオードからの光出力がプローブ光となる（図 

3.3.6）。周期的に線形的な周波数変化するチャープ信号は、レーザダイオードにのこ

ぎり波のバイアス電流を印加することで得られる。レーザ光源からの出力光は光学系

内の反射によるレーザ周波数の変動を排除するため、アイソレータを通過させて、計

図 3.3.4 CFD の概要 
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測対象物と参照ミラーに照射される。各々のパスの反射信号は二乗検波ダイオードに

重畳して入力される。光振幅の二乗である光パワーに比例する検出特性により、ダイ

オード出力の AC 成分周波数は二つの入力光信号の差周波 fif となる。この出力は増幅

リミッタにて不要な変調成分が除去される。 終的に周波数カウンタにおいて、反射

信号の中間周波数 fif が計測される。 

二乗検波のプロセスにより、周波数 fif の検出器出力の振幅は対象物信号と参照信号

の振幅（パワーではない）に比例する。したがって、FMCW 技術のダイナミックレン

ジは TOF 法（電気信号は対象物の信号パワーに比例）の二倍となる。計測対象物と

参照ミラーの距離差 R は図 3.3.6 に示すように fif に比例する。計測対象物信号の光往

復による飛行時間τは下式 3.9 であらわされる。 

	 2 	 (3.9) 	

また、中間周波数 fif は下式となる。 

	
⊿ ∙

2 ∙ ∙
⊿
∙

	 (3.10) 	

ここで、tm：のこぎり波の周期であり、一般には 0.1 から 1ms とされる。 

距離計測において、TOF 法の計測がパルス光の往復時間を直接計測するのに対して、

FMCW 方式では上式のとおり、周波数計測（通常 kHz 帯）により行われる。周波数

変調の周期 tm は任意に設定できるため、kHz の周波数計測により、ミリメータ距離

差⊿R に対応するピコ秒レベルの飛行時間差⊿τを評価することも可能である [57]。

また、例えばプリント基板の検査で要求されるμm 分解の計測に必要となるサブピコ

秒の飛行時間差計測に対しても高速な電子素子が不要であるなどの利点を有する。 

図 3.3.6 FMCW 方式の計測法概要 [35] 図 3.3.5 FMCW 方式の装置構成概略 [35] 
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位相シフト法 3.3.3 

位相シフト型の距離計測では、レーザ出力が一定周波数で変調される [58]。基本的

な動作様式を図 3.3.7 に示す [35]。発振器からの frf のサイン波信号により半導体レ

ーザの励起電流が変調され、これにより強度が変調されたレーザ光が計測領域に照射

される。対象物から反射されたレーザ光の一部が受光光学系で集光され、フォトダイ

オード（図中の PIN）で受光される。この時点における変調信号と受光信号の位相差

Δφ（=2πfrfΔt；Δt＝TOF）、光速 c から距離値 D が下式 3.11 で導出される。 

	
1
2
	 ∙

	 ∙ 	⊿
2	 ∙ 	 	 ∙ 	

	 (3.11) 	

2π毎の位相繰返しによる距離計測の不確定性を排除するために、位相差範囲はΔφ

＜2πに限られ、これにより、測距範囲はΛ＝c / (2・frf )までとなる（frf ＝16.66MHz

とした場合、Λ＝9m） [59]。位相差Δφは回路中の発振器の高周波から直接計測さ

れることはなく、ヘテロダイン検波法を用いて中間周波数の fif＝｜frf - fol｜から求め

ることで、装置の計測精度向上が図られている。計測装置における 2 つのミキサーの

出力は中心周波数 fif、帯域⊿fif の帯域透過回路でフィルタリングされる。レーザの照

射、受光の関係式から、計測対象からの反射光を計測システムが受けるパワーは計測

距離を D とすると、下式 3.12 であらわされる。 

	 	 ∙ ∙ ∙ ∙ cos ∙ 	 (3.12) 	

ここで、P0 :半導体レーザの出力、TT：レーザ送光光学系の効率、TR：レーザ受光光

学系の効率、ρd：計測対象物の反射率、θ：計測対象物へのレーザの入射角、AR：

レーザ受光光学系の面積（これらの他、長距離の計測では大気透過率が影響を与える

が、ここでは、上記Λ＝9m 前後の距離への適用を想定し、この影響は無視している）。

式 3.12 から、計測距離 D が 1m～10m に変化した場合、Pr/P0 の比は 100 倍のオーダ

図 3.3.7 位相シフト法の動作様式 [35] 



33 
 

で変動する。このような変動の場合、位相シフトの誤差δφは 0.1°未満となり、距

離計測誤差δD は 2.5mm 未満となる。しかし、過大な受光信号量の場合、波形ひず

みや波形頂部のクリッピングが発生して位相シフトの計測誤差をもたらす。この誤差

を排除するため、第一に受光光学系においてフォトダイオードへの集光をデフォーカ

スし、近距離計測時の受光量を抑えることが行われ、第二にミキサーへのフィードバ

ック量を増加させ、歪みやクリッピングを排除することが行われる。他の誤差要因と

して、中間周波数のドリフトが挙げられる。参照チャンネルと信号チャンネルの中間

周波数フィルタが同一の特性であれば誤差は発生しない。しかし、回路の帯域が狭小

すぎる場合、周波数ドリフトδrf、δol により中間周波数で動作する回路に発生する特

性ずれ、ミスマッチの影響を考慮する必要がある。例として、Rauch フィルタの構成

においては、キャパシタのミスマッチにより、Q ファクタ(=fif/Δfif)と fif のミスマッチ

が印加される。frf=16.66MHz、Δfif=200Hz で、1％のキャパシタンスのミスマッチを

仮定すると、位相シフト誤差δφ＜0.1°(δD=2.5mm）を得るためには、2 つの発振

器に対する安定度要求はδfrf/frf  ≈ 3.5×10-7 となる。精度を確保する手法としては、中

間周波数を PLL（位相ロックループ）により一定に保つことが挙げられる。Payne ら、

Goldman らの事例 [60] [61]では、レトロリフレクタを用いた 100m の計測で誤差 50

μm 未満の結果を得ている。この例では、ルビジウム発振器の 100MHz 出力の第 15

高調波から生成され、安定化された 1.5GHz の変調周波数が用いられている。 

 

参考として、3.3.1 項から 3.3.3 項に挙げた TOF 法、FMCW 法、位相シフト法

について、測距技術としての比較を表 3.3.1 に示す。 

 

 

  

表 3.3.1 レーザ測距技術の比較 [14] 
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TCSPC（時間相関シングルフォトンカウンティング）法 3.3.4 

 本手法は Time correlated single photon counting の略称であり、高繰返しのパル

スレーザを照射して、APD（Avalanche Photodiode）によりシングルフォトンカウン

ティングを行い、TOF 計測を行う手法である。システムのブロックダイアグラムは図 

3.3.8 のとおりであり、TAC（Time to Amplitude Converter）で個々のレーザパルス

に対する TOF 計測を繰返し実施することで、TOF ヒストグラムを取得し、これを元

に TOF 情報を抽出する [62] [63]。 

本手法においては、計測対象領域上の 1 点の TOF ヒストグラム取得のために複数

のレーザパルス照射が必要となるため、面領域に対して計測点をスキャンさせる必要

がある三次元計測においては、1 画面の描画に時間を要する [64]。この様な背景もあ

り、より多くの信号を短時間で収集できる様、本手法では MHz クラスの発振繰返し

のレーザ光源が用いられる。しかし、この際、レーザパルスの発振周期はサブμ秒と

なるため、あるレーザパルス照射とそれに対応する反射光のペアを特定可能な TOF

範囲もこの周期で制約を受け、計測可能距離としては 100m 程度となる。これより長

距離の計測対象物に対しては、絶対距離の把握は不可能となる”Range Aliasing”が発

生する [62]。このため、TCSPC 法は長距離の対象物に対しては、絶対位置取得用途

では用いられず、対象物表面の相対距離の把握、すなわち、対象物の表面形状情報取

得用途が主である。  

Range Aliasing に対処し、絶対距離取得を可能とするための対応策として、照射レ

ーザパルス群をある時間範囲ごとに 1／0 変調してコード化し、送光パルスのパター

図 3.3.8 TCSPC システムのブロックダイアグラム 



35 
 

ンと受光パルスのパターンとのひも付けを可能として絶対距離を取得する手法が挙げ

られ、Lamb や Hiskett らによる開発例がある [65]。具体的にはプログラマブル発振

器を用いて、MHz 発振しているレーザパルス列に 1／0 の Uni-polar 変調（もしくは

Bi-polar 変調）を掛け、図 3.3.9 に示すようなパターン化されたパルス群としてレー

ザを照射し、シングルフォトンカウンティング出力との相関により、図 3.3.10 のよ

うに反射信号の検知を行う。この手法においては、計測対象の距離レンジをパルス群

が往復する時間内には同一の 1／0 パターンが生成されないよう、変調制御される。 

 

 

  

 

  

図 3.3.9 パターン化されたレーザ照射信号 [62] 

図 3.3.10 相関解析による受信信号の検知例 [62] 
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スキャン方法によるレーザスキャナシステムの区分 3.4 

二次元スキャンシステム 3.4.1 

本形式では、レーザは拡がりの無いペンシルビームが用いられ、物体表面上では点

状領域に照射される。計測対象物からの反射光は PIN フォトダイオード、APD、PMT

等の単素子センサで受光される。点領域に対する距離計測がベースとなる為、三次元

情報の取得には、図 3.4.1 に示すように、これを二次元平面に対する計測に拡張する

必要がある。このため、レーザ照射点、ならびに受光素子の視野を水平、垂直方向の

二次元に走査する必要があり、スキャニングミラー（ガルバノ型 [66]、共振型 [67]、

MEMS 型 [68]）やポリゴンミラー等が用いられる [20]。本形式では点照射領域の反

射光を単素子センサに集光すれば良いので、センサは受光光学系の焦点位置に配置さ

れ、無限遠光学系とされる。 

本形式の利点としては、点領域にレーザを集光させて計測を行えばよいことから、

低出力のレーザ光源で対応可能であり、また、送光、受光光学系の設計が容易である

等のメリットを有する。市販のレーザスキャナ装置もこの形式を採るものが多い。一

方の欠点としては、一計測あたり一点のみの距離情報しか得られない為、二次元の計

測面に対する情報取得にはスキャニングの時間を要する。計測対象物が静止物である

際は問題ないが、人物、車両などの動いている対象物の場合、計測時間中の動きによ

る計測誤差、三次元形状のブレが発生する。 

 

一次元スキャンシステム 3.4.2 

この形式は本研究で用いた形式である。照射されるレーザ光は扇形に拡げられたフ

ァンビームであり、計測対象エリアでは線状に拡がった領域が照射される。この領域

からの反射光を受光、計測する為、センサも素子が線状に配列されたラインセンサア

レイが使用され、レーザ照射ラインの方向とセンサ視野の向きが合致する様、システ

ムの送光、受光系が設定される（図 3.4.2）。光学系に関して、所定のファンビーム拡

図 3.4.1 二次元スキャンシステム 
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がり角が得られる送光光学系設計が必要となり、受光系では、ラインセンサアレイは

光学系の結像面に配置され、視野がファンビーム拡がりと合致する事、ならびに光学

系の集光スポットサイズがセンサのセルサイズ以下となる分解能が求められる。 

本形式では一回の計測で線状領域に対する距離プロファイルが得られる為、三次元

情報の取得においては線状計測領域に対して垂直方向に一次元走査が行われる [20]。

これにより、二次元スキャンシステムに対して、一計測あたりのレーザ出力はセンサ

セル数 N 分の増加が必要となるが、三次元計測のレートを N 倍とすることが可能で

あり、スキャニングミラーも一軸分で対応可能等のメリットがある。 

 

 

スキャンなしシステム 3.4.3 

 本形式では、レーザ光は二次元に拡げられており、計測対象エリアを面状に照射す

る。センサ側はカメラのイメージセンサのように計測素子が二次元に配置されたエリ

アアレイが用いられる。センサ視野はレーザに照射された面エリアと合致するよう受

光光学系にて画角が調整される。このように、レーザ照射、センサ視野とも計測対象

の面エリアをカバーしているため、送光、受光ともスキャンが不要となる [20]。この

ため、高速の三次元計測が可能になるメリットがあるが、面状エリアにレーザを拡げ

て照射する必要があるため、高出力のレーザが必要となる。 

 センサとしては、APD を二次元アレイ化したものが用いられる研究事例 [69] [70] 

[18]があるが、数十×数十セル程度のピクセルフォーマットに留まり、十分な解像度

には至っておらず、市販入手可能なものも少ない。また、多画素の出力に対して TOF

計測を実行する測距回路の開発もボトルネックとなっている [63]。 

その他の測距可能な二次元センサとしては、CMOS イメージセンサの各画素に複数

の電荷蓄積容量を備えた二次元 TOF センサが挙げられ、市販品もある [71] [72]。こ

のセンサではこれらの電荷蓄積部群に対して、パルス光照射後の反射光露光時に、同

等の積分時間にて順番に電荷蓄積が行われる。図 3.4.3 に示すように、VTX1 の露光

図 3.4.2 一次元スキャンシステム 
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制御により、蓄積容量 Cfd1 に電荷蓄積し、その終了後に続けて、VTX2 の制御によ

り Cfd2 の蓄積を行う。対象物からの戻り光のタイミングにより、Cfd1 と Cfd2 の蓄

積電荷量の比が変化し、これを元に位相差が求められ、間接的に TOF 計測が可能と

なる。反射光露光、電荷蓄積の結果、下式に示す 2 つの電圧出力が得られる。 

  (3.13)  

  (3.14)  

ここで、N は 1 フレームにおける画素内変調クロックの回数、Iph は光電流、T0 はパ

ルス幅、Td は TOF、Cfd1 および Cfd2 は積分容量である。式 3.13 と式 3.14 において、

Cfd1 = Cfd2 とすると、TOF が次のように算出され、光速 c より距離 L が得られる。 

  (3.15)  

 
1
2

1
2

 (3.16)  

なお、本センサにおいては、測距距離によって決まる電荷転送クロックのパルス幅に

合わせた光源のパルス幅設定（式 3.13 中の T0）が必要となる使用上の制約がある（測

距範囲 L'に対して、T0=2L’/c）。現状の使用例における測距距離は数 m である [71]。 

 

 

  

図 3.4.3 二次元 TOF センサの計測動作 [71] 
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 三次元レーザスキャナシステムの光学系、課題と対応策 第4章
 

本章においては、三次元レーザスキャナシステムの光学系について、従来システム

における課題を挙げ、それに対して本研究にて取り組む対応策の概要について述べる。

また、それに併せて、光学系の機能、三次元レーザスキャナシステムにおける使われ

方、ならびに関連する技術の概要について記載した。 

 

光学系の概説 4.1 

光学系は単レンズ、ミラー、その他さまざまな機能を有する光学素子を組み合わせ

て、入射する光束に対して形状・方向・性質等を制御し、所定の出射光として出力す

る機能を実現させたものである。簡易なものは単レンズから成る虫眼鏡、ルーペが挙

げられ、顕微鏡、カメラレンズなどは複数のレンズを組み合せた複雑なものである。

ここでは、レンズが通過する光線束の挙動に与える作用について概説する。 

 

スネルの法則 4.1.1 

光学系は一般に複数の単レンズの

集まりで構成されたレンズシステム

である。撮影や観察の対象となる物

体の表面から発光や反射により放射

された光線は、光学系に入射したの

ち、構成する各レンズの表面で、ガ

ラスと空気の屈折率に応じた角度で

屈折を繰り返しながら通過し、セン

サやフィルム等が配された結像面に

至る。レンズ表面での屈折を支配す

るのがスネルの法則である。図 4.1.1、ならびに式 4.1 に記した様に、異なる媒質を

透過する光線の挙動は、界面の法線に対する入射角θⅠ、出射角θⅡ、界面両側の媒質

の屈折率 nⅠ、nⅡで表わされる。 

	 ∙ ∙ 	 (4.1) 	

レンズにおいては、平板ガラスと異なり、ガラス面に曲率があるため、光線の入射

角が場所によって変わる。これにより、スネルの法則で決まる屈折角も場所によって

変わり、結果として、光束に対して集光や発散などの作用を及ぼすことができる。 

 

図 4.1.1 界面での光線の屈折（スネルの法則） 
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レンズによる結像 4.1.2 

レンズには光が集光される焦点があり、主点と称するレンズ内の基準となる点と焦

点の間隔を焦点距離と呼び、レンズによる光線の集光、発散を検討、評価する際の重

要な指標である。レンズの焦点は光軸（レンズの中心を通り、レンズに垂直な仮想的

な軸）上においてレンズの両側に 2 点（前側焦点、後側焦点）存在する。レンズが入

射光線に及ぼす基本的な作用として、以下が挙げられる。 

 

① レンズの中心（主点）を通る光線は入射光線、出射光線が平行であり、（見た目

上）屈折の作用を受けない。 

② レンズに入射する、光軸に平行な光線はレンズ通過により屈折を受け、後側焦

点に集光される（焦点通過後の光線は発散）。 

③ レンズ焦点（前側焦点）から放射されレンズに入射する光線はレンズ通過によ

り屈折を受け、光軸に平行な光線となって出射される 

 

これらの関係を元に物体と像の関係を描くことができ、図 4.1.2 のように表わされる。

同図中に記載した焦点距離 f、物体から光学系までの距離 a、光学系から像までの距離

b の関係は次式 4.2 で表わされ、これは結像の式と呼ばれる。 

	
1
	 		

1
	 		

1
	 (4.2) 	

カメラレンズなどをはじめ、一般的のレンズ系では円形のレンズ素子が用いられてい

る。各レンズが光軸周りに回転対称な形状を有するため、図 4.1.2 に示した結像の作

用は光軸を通る全ての平面内の光線に対して同様に働く。このため、結像位置におい

ては、縦、横に面的な広がりを有する二次元像が構成され、この位置は結像面と呼ば

図 4.1.2 物体とレンズによる像の関係  
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れる。ここで、単レンズ素子には中央部が周縁部よりも厚さを持つ凸レンズと、逆に

周縁部の方が中央部よりも厚さを有する凹レンズの二種がある。凸レンズの焦点距離

は正の値で表わされ、レンズを通過した光束は集光され、後側焦点のさらに後方に位

置する結像面に実像（倒立像）を形成する（焦点よりもレンズ近傍の光軸上の点を通

過し、凸レンズに入射する光線はレンズ通過後に発散）。凹レンズは入射する光束を拡

げる作用を有し、前側焦点とレンズの間に虚像を形成する。このレンズは光束の拡が

り角を調整、整形する用途での使用が多い。凸レンズと凹レンズは組合せて用いられ

ることも多く、5.1.2.1 項に示したカメラレンズ（ダブルガウスレンズ）などのレンズ

システムでも一般的に見られる。 

 

その他の光学系、レンズ素子 4.1.3 

結像以外の作用、用途を有する光学系として、本論文で関連するものでは、コリメ

ータ、リレーレンズが挙げられる。コリメータは光ファイバ端部や点光源から円錐形

状の拡がりを持って放射される光束を平行化するための光学系であり、本研究では評

価試験装置の送光光学系にて用いている。図 4.1.3 のように拡がり光束の放射点から

距離 f の位置に、焦点距離 f の凸レンズを配置することで構成できる。4.1.2 項の③に

示したレンズの性質を用いたものである。 

リレーレンズは結像レンズの後段に配置し

て使用するものであり、前段レンズの像をさ

らに後方に転送する機能を持つ。本研究の受

光光学系でも同様の目的で使用した。5.1.2.2

項にリレーレンズ構成の例を示した。 

その他、本論文にて用いた特徴のあるレン

ズ素子として、シリンドリカルレンズが挙げ

られる。一般的な単レンズ素子は光軸周りに

回転対称な形状をした円形のレンズであり、

図 4.1.3 コリメータ光学系 

図 4.1.4 シリンドリカルレンズ [97] 
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光軸からの半径距離が同一であれば、同様の集光、拡散の作用を持つ。これとは異な

り、水平・垂直の一方向のみに集光、もしくは拡散作用を持たせたレンズがシリンド

リカルレンズである。円筒面形状を持ち、図 4.1.4 に示すように曲率を有する断面内

のみで光線が屈折される。本研究においては、受光光学系において垂直方向に像を圧

縮する用途、ならびにレーザ送光光学系にてコリメータ後の平行レーザ光をシート状

に拡げて計測対象領域をライン状に照射する用途で用いた。 

 

従来の三次元レーザスキャナシステムの光学系概要と課題 4.2 

従来の三次元レーザスキャナシステムの光学系 4.2.1 

レーザスキャナはレーザ光を計測領域に照射し、反射光を集光し、センサで受光し

て計測する機器であるため、3.3 節で概要説明のとおり、レーザ光を照射するための

送光光学系と計測対象領域からの反射光を集光・結像するための受光光学系の 2 系統

の光学系を有する。送光光学系は 3.4 節に示した装置のスキャン形式に応じて計測

対象領域を所定の形状（点状、線状、面状）で照射できるよう、レーザビーム形状を

成形し、走査する機能の光学系となる。一方の受光光学系は、送光系同様にシステム

の形式に応じて、所定の視野形状を持って計測対象領域を観察し、この領域から光学

系に入射する光束をセンサに像として結像する機能を持つ光学系である。ここで、シ

ステムにおける送受光光学系構成の形式区分として、Lidar（2.7 節参照）の光学系

における考え方が適用できる [73] [74]。図 4.2.1 に示す様、形式として、まず大きく

分けて、送光光学系、受光光学系が完全に別装置で構成され、別場所に配置される

bistatic 形式と、送受光光学系が同一位置にあり、同一装置内に配置される monostatic

図 4.2.1 送受光光学系構成区分 [73] 
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形式に区分される。このうち、monostatic 形式についてはさらに細分され、計測領域

に対してレーザ送光軸とセンサ視軸（受光軸）が同軸となる coaxial 型と、双方が別

軸で構成される biaxial 型に分けられる（文献によっては、coaxial 型を monostatic

形式、biaxial 型を bistatic 形式と区分しているものもある [75]）。ここで、各形式の

長所短所を表 4.2.1 に示す。 

 

レーザスキャナにおいては、送受光光学系は同一位置で同一装置に収まっている必

要があるため、同表の送受光系構成のうち、一般に monostatic 形式が採られる。三

次元レーザスキャナにおける monostatic 形式 coaxial 型の一例として、デンソーウェ

ーブ社のシステムが挙げられる [76]。レーザを点照射する形式であり、送光軸と受光

軸の同軸化を穴あきミラーを用いて実施している。具体的には、図 4.2.2 中で”30”で

示されるミラー中央の穴に点照射用の送光レーザビーム光路を通過させている。受光

したレーザは同ミラーで 90°屈曲されて、センサ（図中”20”）に向かう。視野の走査

は回転軸”G”を中心に光学系を回転させることで行われる。なお、coaxial 型を採る事

例は数多く見られ、図 4.2.3 に例示したリーグル社の地上型三次元レーザスキャナ

（VZ-400i 他） [77]、Heriot-Watt 大 [64]、Selex 社 [78]の開発事例、住友電気工業

の樹木・架空送電線検知システムの例 [79] [80]などが挙げられる。一方の biaxial 型

としては、三菱電機 [81] [17]、Fraunhofer [19]などの開発事例が挙げられる [82]。

本型式は送光、受光の 2 軸の重畳がないため、完全に別軸のレーザ照射、受光系構成

となる。例えば、Fraunhofer のシステム例はラインスキャン型で 1 軸方向に対して

レーザ照射軸、ラインセンサ視軸の走査を行っている。図 4.2.4 に示すように、送光・

受光の両光学系はレーザ照射領域、センサ視野のアライメントが調整された状態で台

板上に固定されており、雲台旋回により視軸を走査し、三次元情報を取得している。 

表 4.2.1 送受光光学系形式の比較 



44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

従来光学系の課題 4.2.2 

光軸アライメントにおける課題 4.2.2.1 

レーザスキャナシステムにおいて、3.4 節に挙げた一次元、二次元スキャンシステ

ム共に送光、受光の光軸を合致させることが計測距離レンジ、ならびに三次元情報の

取得精度の確保において重要となる。従来システムの送光、受光光学系においては光

路にスキャニングミラー等の走査デバイスが存在するが、実システムでは 4.2.1 項で

記したとおり、ミラーを送受光で共有し、レーザの出射、受光を同一のレンズで対応

図 4.2.3  Riegl VZ-400i 外観 [77] 図 4.2.2  coaxial 型システムの例 [76] 

図 4.2.4  biaxial 型システムの例 [19] 



45 
 

する coaxial 型と、送受光で個別の光路、個別のスキャニングミラーを使用する biaxial

型がある。送受光の光軸を合致させるアライメントについて、coaxial 型ではスキャニ

ングミラーに入射・出射する光路が同一であり、レーザ光源からスキャニングミラー

に到る送光光路の途中で、センサへ到る受光光路を合流/分岐させるが、この両光路を

合致させる調整が送受光軸のアライメント調整となる。biaxial 型においては、送光側、

受光側のスキャニングミラーのスキャン角の調整、双方のレンズ視軸を基準点に合わ

せること等で実施される。 

この様なアライメント調整は出荷前にメーカの専門の技術者によって工場内で専用

の調整器具を用いて行われることが主であり、フィールドでの使用中の調整はごく近

距離に対しては実施可能としても、100m を超えるような長距離では困難である。特

に不可視波長帯のレーザ光を用いたシステムでは、レーザ照射軸を視認することがで

きないため、さらに難易度の高い作業となる。例として、100m 前方において 5cm の

分解能を必要とする計測の場合、センサ視野とレーザビームの照射サイズは各々5cm

径が必要となる。信号を得るにはこれら二つの領域が重なりを有する必要がある（図 

4.2.5）。この例において、要求される角度精度は±500μrad 未満であり、専用の器具

を用いての作業が必要となる。二次元スキャンシステムの場合は走査が行われる水平、

ならびに垂直方向の双方でこの精度が必要となり、一次元スキャンシステムでは計測

ラインの走査を行う方向（たとえば垂直方向）のみに対してこの調整精度が要求され

る。このため、アライメント作業を排除できる、もしくは要求精度をより低減できる

送受光光学系が望ましい。一方で、アライメント手法に関する Liu らの研究事例 [83]、

特許の出願事例 [84]も見られる。 

 

図 4.2.5 アライメント許容範囲（biaxial 型） 
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スキャニングミラーにおける課題 4.2.2.2 

レーザスキャナの受光信号は照射したレーザビームが物体表面で反射、空間拡散さ

れた反射光の一部を受光光学系で受けたものなので、必然的に微弱信号となる。式 3.8

における説明で示した様に、反射拡散、透過率低下の影響により計測距離ｒに対して、

∝( 1/r2)*exp(-αr2)の関係で信号値が低減していく。これに対して、受信信号強度を

確保するには受光光学系の口径を拡大することが一般的に取られる手法となる。視野

方向を偏向するスキャニングミラーにおいてもこれに合わせたサイズ拡大が必要とな

るが、この際、スキャナのモータ系に対する機械的負荷が増大し、リアルタイムでの

三次元計測に必要となる高速スキャンが困難になるという課題がある [85]。例えば、

計測対象エリアを 500×500 分割してスキャンしながら計測するシステムにおいて、

1Hz のデータ更新レートとする場合に、水平方向 1 ライン分のスキャンの後、順次垂

直方向に 1 ラインずつずらして行くラスタスキャンで計測エリアをカバーする際、高

速のスキャンが必要となる水平方向スキャニングミラーは 500Hz での動作が必要と

なる（垂直方向は 1 画面描画で 1 回スキャンすればよいので、1Hz）。本研究でも用い

たガルバノスキャナミラー（GSI VM500+）においては、φ10mm クラスの小サイズ

で軽量のミラーを用いた場合でも 300Hz がスキャン繰返し速度の上限とされている

（表 4.2.2）。受光量増大のためにサイズを拡大したミラーにおいては、重量・モーメ

ントが必然的に増加するため、駆動時の慣性もこれに応じて増加する。このため、ス

表 4.2.2 ガルバノスキャナ仕様例 
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キャナ軸に作用する機械的負荷が増大し、数 100Hz での駆動は困難となる。この様に、

面エリアに対する視軸スキャンが必要となる三次元レーザスキャナにおいては、受光

口径拡大による長距離ターゲットの計測信号確保、リアルタイム計測には課題がある。 

現状の対応策事例とその課題 4.2.3 

上記の三次元レーザスキャナの課題に対して、受光光学系においてスキャニングミ

ラーを使わない形式が一つの対応策として挙げられる。これは、センサ視野を広角に

設定し、受光側でのセンサ視野の走査を行わず、視野固定とするものである。送光光

学系は従来のシステムと同様であり、ここでは、広角としたセンサ視野内でレーザビ

ームを必要な様式で走査させることで、レーザビームが照射された領域のみの距離デ

ータを取得する。これにより、レーザビームを自身の拡がり角よりも広角であるセン

サ視野内で走査させることになるので、拡がり角が同等の送受軸を走査していた従来

システムと比較して高精度のアライメントが不要となる。また、受光スキャニングミ

ラーが不要となるため、信号確保の為のミラー大サイズ化に伴う機械的負荷増大の課

題も解消される（送光側スキャナミラーについては、小サイズミラーで照射レーザビ

ーム全体を反射、偏向可能）。本形式の主な例として、三菱電機の辻らが開発を行って

いる図 4.2.6 のシステム [16]が挙げられる。同社のシステムは 1 次元 APD ラインセ

ンサアレイを用いた一次元スキャン型のシステムで、上記手法によるものである。 

しかし、この手法においても、市販品等を用いて簡易にシステム構成するには課題

が残る。上記システム構成では視野のサイズはセンササイズに支配されたものとなる。

ラインレーザの走査方向に対する視野は、図 4.2.7 に示す様、ラインセンサの高さに

より制限を受けたものとなる。このため、三菱電機の事例ではセル（画素）が縦長形

図 4.2.6 受光側スキャンレスシステム例 [16]  
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状の高アスペクト比（縦横比）をもつ、専用設計のラインセンサアレイを自社開発し

てシステムに適用している。1×32 セルのフォーマット、センサアレイサイズ縦 2mm

×横 2mm として、正方形の視野を確保している。参考文献 [16]にアスペクト比の明

示はないが、上記のセンサアレイサイズとセル数より、1 セルのサイズはおおよそ縦

2000μm×横 62μm、アスペクト比 32 程度と推測される。このようなセンサを開発

できる技術力を有するメーカであるからこそ、このシステム形式を実現できている側

面があると考えられる。 

 

これに対して、一般に市販品として入手可能な低アスペクト比のセンサでは、セン

サセルの高さがないため、これにより形成される視野（瞬時視野；IFOV）は図 4.2.7

のように薄い線状エリアのみとなってしまう  [86]。市販品の例として、独 First 

Sensor 社の APD アレイ 16AA0.4-9 SMD（図 

4.2.8）は 1×16 セルの構成で、1 セルサイズ

は縦 1000μm×横 405μm、アスペクト比 2.5

である。センサアレイサイズは縦 1mm×横

8mm であるため、センサ視野も横方向サイ

ズに比べて高さは 1／8 のサイズとなり、横

長な線状エリアのみの計測になってしまう。

このため、市販低アスペクト比のセンサで

は受光側のスキャニングミラーを排除した

構成は成立困難という課題がある。 

この他、センサのアスペクト比で縦方向視野を確保する手法において、視野拡大が

必要な場合には、更なるセンサのアスペクト比増加による対処が必要となる。この際、

縦方向サイズの増加に伴ってセンサセルの面積が増加すると、センサの応答性が遅く

なり計測性能に影響が及ぶ恐れもある。一般にセンサ面積が増加すると次式 4.3 の様

に容量成分が増加し、これによって、センサの応答性を表す時定数が増加する特性が

ある（式 4.4） [71]。 

図 4.2.7 ラインセンサ視野 [86] 

図 4.2.8 市販センサ例 
（First Sensor 16AA0.4-9 SMD) 



49 
 

 

	 ∝ 0.5 ⁄ ~ ⁄   	 (4.3) 	

	 2.2	 	 	 	 	 (4.4) 	

（Cj：フォトダイオード接合容量、A：受光面積、VR：逆電圧、ρ：基板材料の比

抵抗、t1：時定数、Ct：端子間容量［パッケージ容量と Cj の和］、RL：負荷抵抗） 

これに関して、市販 PIN フォトダイオードの例となるが、センサ面積と応答性には図 

4.2.9 に示すような関係がある。応答性の低下した周波数領域に相当する立上り特性を

持つ反射信号をセンサが受ける場合、出力波形の立上り遅れ、波形の鈍りが生じて信

号値の低下に繋がる。これにより信号の SN 比も低下し、遠距離領域のターゲット検

知性能、および計測精度に影響を及ぼすと考えられる。 

この課題に対して、本研究では受光光学系を工夫することで、低アスペクトのセル

で構成される市販品センサを用いた場合でも、受光側のスキャナを排除して、送光・

受光軸間のアライメント作業の負荷を低減でき、さらに広視野の三次元計測を可能な

システムを構築可能とする手法の開発を行った。次節に対応策を記した。 

 

本研究で開発する対応手法 4.3 

対応手法概要 4.3.1 

前節にて挙げた様に、従来の三次元レーザスキャナシステム光学系の課題である、

送光・受光軸間のアライメント、ならびに受信信号強度確保のためのスキャニングミ

ラーの広口径対応に対しては、受光光学系におけるスキャナレス化が有効であるが、

図 4.2.9 センササイズ（直径）と応答性の関係 
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広視野確保には専用設計の高アスペクト比のセルから成るセンサアレイが必須となる

制約があった。このため、現状では、入手容易な市販品レベルの低アスペクト比セン

サアレイを使用しての受光側スキャナレス化は成立性が乏しいという課題がある。 

これに対して、本研究においては、市販品レベルの低アスペクト比のセルから成る

センサアレイでも受光系側のスキャニングミラーを使用せず、口径拡大、ならびにア

ライメント課題対応を可能とするシステムを実現するため、受光光学系による対応手

法の開発を行った。以下に、3.4.2 項記載の一次元スキャン方式を対象とし、送受光

光学系の構成を monostatic 形式の biaxial 型とし、ラインレーザの走査方向を垂直方

向とした条件にて、対応策の概要を記す。 

受光側のスキャニングミラーの無い構成で、低アスペクト比センサアレイを使った

場合でも広視野を得るには、対象とする計測エリア内で反射されて受光光学系に入射

する光線が、エリア内のどの位置で反射された光線であっても、光学系を通過した後

にセンサのセルに集光される必要がある。もしくは、センサアレイの垂直方向視野サ

イズを計測対象エリアの高さに合致させる受光光学系が必要となる。これに併せて、

水平方向については、センサアレイの各セルが計測対象エリアを空間分解する機能が

求められる。 

対応手法実現に向けた光学系への要求機能、構成 4.3.2 

4.2.3 項に記した、低アスペクト比のセンサアレイ使用時に視野が薄い線状エリア

（図 4.2.7）となる状態は、センサを受光レンズの結像面位置に配置することにより

生じる。これは、受光レンズが結像面（図 4.1.2 参照）に形成する像の一部のみをセ

ンサアレイが切取っている状況となるからである。対して、高アスペクト比のセンサ

を使用した場合にはセンサが像の全体を受光できる為、広視野化が可能となる。4.3.1 

項に記した対応策を可能とするには、まず、センサを受光レンズの結像面から離す（よ

り後方に配置する）必要がある。その上で、受光レンズの像に対して水平、垂直方向

で以下の各々異なる操作を可能とする機能を持つ光学系が求められる。 

・水平方向：受光レンズの像が有する、計測対象エリアを水平方向に空間分解した

情報を後方に配置したセンサ上に再形成することが必要である。（図 

4.3.1） [86] 

図 4.3.1 水平方向の光学系機能 [86] 
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・垂直方向：水平方向の空間分解により区分された、計測対象エリアの各区画の、

高さ（垂直）方向全域からの入射光を対応するセンサセルの高さ領域

内へ集光する機能が必要である。即ち、ライン状レーザの照射位置が

計測対象エリア内で垂直方向に走査されても、センサ上の集光点の垂

直方向位置は一定で、移動しないことが要求される。（図 4.3.2） [86] 

上記の機能は言い換えると、受光レンズによる像を水平方向には空間分解を保ちな

がら、垂直方向のみに圧縮させる機能となる。このような機能を実現する光学系とし

て、図 4.3.3 に示す基本構成を導出した。受光レンズの像を後方に配置したセンサに

転送し、再度結像させる必要があるため、リレーレンズ（凸レンズ）が必要となる。

また、垂直方向には転送された像を圧縮させる必要があるが、水平方向に対しては空

間分解を保持する必要がある。この機能を持つ光学素子として、4.1.3 項、図 4.1.4

に記した、凸型のシリンドリカルレンズを適用した。 [86] 

 

 

第 5 章の光学系シミュレーションでは、受光光学系設計として、この基本構成にお

いて必要な集光性能、光学系サイズを満足するリレーレンズ、シリンドリカルレンズ

の焦点距離等の光学仕様、ならびに素子配置を導出した。 

 

図 4.3.3 開発する光学系の基本構成 [86] 

図 4.3.2 垂直方向の光学系機能 [86] 
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三次元計測システムの構成、座標取得法 4.4 

前節に示した、本研究で開発する受光光学系をレーザスキャナに組み入れて使用す

る際の三次元座標取得手法について以下に記した。同光学系を用いたシステムの構成 

概略図を図 4.4.1 に示す。図右上部がレーザ送光ユニットとなり、レーザ光源、送光

光学系からなる。図右下部が受光ユニットであり、開発する受光光学系、ラインセン

サ、アンプからなる。制御・計測ユニットにおいて、距離の演算、各計測点に対する

三次元座標の算出、ならびに三次元マップの構築が行われる。比較のため、図 4.4.1

と同形式となる、monostatic 形式 biaxial 型（4.2.1 項に記載）の従来システムの構

成概略図を図 4.4.2 に示した。双方の異なる点は、本研究で課題対策として取り組ん

だ箇所となるが、受光光学系におけるスキャニングミラーの有無である。 

図 4.4.1 本研究の受光光学系を用いたシステムの概略構成 
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図 4.4.1 のシステム構成における三次元座標の取得法は、ラインレーザの走査方向

を垂直方向とした条件において以下となる。視野の水平方向（x 軸値）についてはラ

インセンサのセル位置から取得し、奥行き（z 軸値）は測距値から取得する。視野の

垂直方向となる y 軸値の取得方法については、従来システムでは視野方向を偏向する

受光光学系のスキャニングミラー偏向角と z 軸値から求められるが、開発する受光光

学系を用いたシステムにおいては、受光側には y 方向の瞬時の計測位置を示す機能は

無いため、送光光学系のスキャニングミラーの偏向角と z 軸値から求められる。この

ように対応策として挙げた受光光学系を三次元レーザスキャナに用いた場合でも、三

次元座標情報を取得でき、システムとして成立可能と考えられる。 

 

 

  

図 4.4.2 従来システムの概略構成 
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 光学シミュレーションを用いた光学系の設計 第5章
第 4 章にて得た、従来の三次元レーザスキャナシステム光学系の課題を解決するた

めの機能を得られる受光光学系構成について、本章では Zemax OpticStudio（Ver15）

による光学シミュレーションを用いた設計を行い、必要な集光性能、光学系サイズを

満足するリレーレンズ、シリンドリカルレンズの焦点距離等の光学仕様、ならびに素

子配置を導出した。 

 

光学シミュレーションソフト 5.1 

Zemax の概要 5.1.1 

Zemax OpticStudio [87] [88] [89]は米国 Zemax, LLC 社にて開発された光学解析ソ

フトであり、世界的に使用されている。光学面間の光線の伝搬を幾何光学により解析

しており、光源から出発した光線を追跡し、レンズ等の光学素子の界面における屈折・

反射をスネルの法則を元に算出し、光線の方向を得る。これをユーザが指定する光学

系構成、視野方向、光線本数に対して、指定された像面まで繰り返し行い、光線追跡

図を得る。 

実際の解析においては、光学系の口径、解析対象の波長、視野方向等を定義し、エ

クセルライクなレンズデータエディターシート（図 5.1.1）において、物面から像面

までを光学界面の集まりとして、解析対象の光学系モデルを表現する。各光学面を定

義するための入力事項は、面の曲率半径、次の面までの材質（ガラス硝材、もしくは

空気）、厚さ、素子半径等である。光学系モデル、光線追跡図の例を図 5.1.2 に示す。

ここで、シグマ光機、エドモンドオプティクスなどの光学部品メーカ等から市販され

ている単レンズ、ダブレットなどの素子については、ソフト中のレンズライブラリか

ら型番を指定することで、エディターシートに情報を読み込んで反映させることがで

図 5.1.1 レンズエディターシート（例：F3.5 トリプレットレンズ） 
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きる。また、ガラス硝材についても主要なガラスメーカ（Schott、HOYA 等）の材質

情報のデータベースも整備されており、レンズライブラリと併せて入力時に活用する

ことでモデル作成が簡易化・容易化される。 

 

 

光学系で必要とされる集光性や像サイズなどの性能、仕様値を実現するためには、

光学系の各素子の面形状、位置の調整が必要であるが、Zemax OpticStudio には光学

系仕様の 適化調整を支援する機能もあり、容易に局所解を得ることができる。この

適化機能においては、任意の面（像面、中間位置の面など）における集光サイズ、

光線高さなどを評価するオペランドを設計者が必要とする条件分設定して各々の現在

値と目標値の差、重み値にもとづく評価関数（メリットファンクション；MF）を構

成し、これを 小化させる様に演算が実行される。 

得られた光学系解析結果に対しては、スポットダイアグラム、収差図、光路差図な

どを用いた集光性評価のほか、光学系に対して入力となる物側の情報をサンプル画像

で与え、これがどのような像として出力されるかを評価する幾何学的像解析や画像シ

ミュレーションを可能とする解析ツールも備えている。これにより、設計した光学系

による結像のシャープさ、ボケ具合を予測することが可能である。本論文でも、第 8

章中の課題の要因分析、改善策の検討において、幾何学的像解析を用いた。 

 

図 5.1.2 光学系モデル、光線追跡図の例（F3.5 トリプレットレンズ） 
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Zemax の適用事例 5.1.2 

ダブルガウスレンズ 5.1.2.1 

このレンズ形式は非点収差と像面湾曲が補正されている標準的な写真レンズの構成

であり、レンズ系のほぼ中央に位置する瞳（絞り）に対してほぼ対称な光学素子配置

となっている特徴がある。絞りの両側は絞りに向かって凹型としたアクロマティック

レンズとなっている。さらに開口を拡大させるための追加素子が前後に配置される。

このレンズの F 値は 2.8 もしくはそれ以下、ならびに画角 30°程度が一般的であり、

35mm カメラに標準的に使用されており、モーションキャプチャカメラにも搭載され

る。図 5.1.3 に F2.5、f=35mm のダブルガウスレンズの構成の一例を示す。また、同

光学系の各光学面の情報を表 5.1.1 に示す。同表の Material 列に示す通り、高屈折

率の N-LAK33 ガラス（波長 587.6nm に対する屈折率 nd=1.755） [90]が使用されて

いる。これにより、球面収差を低減している [91]。 

 

リレーレンズ 5.1.2.2 

リレーレンズは前段のレンズの光学像をその結像面位置から別の位置に転送するた

めに用いられ、本研究の光学系でも単レンズながらこの機能を有するレンズを使用し

ている。この機能のレンズは、顕微鏡や潜望鏡、狭隘部を観察するエンドスコープな

どで用いられている。図 5.1.4 は対称な構成を有し、30mm サイズの像を 35mm フィ

ルムに転送するために用いられる倍率 1：1 のリレーレンズである。光学系中で使用

されている KZFSN4 ガラスにより二次色（波長毎の集光の差異により、本来の像、

物にない色成分が混じり、別の色として観察されること）の発現が抑えられている 

[91]。 

図 5.1.3 ダブルガウスレンズのモデル [91] 

表 5.1.1 ダブルガウスレンズの光学面仕様 [91] 
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接眼レンズ 5.1.2.3 

接眼レンズもリレーレンズの一種と言えるが、顕微鏡、望遠鏡の対物レンズ像を観

察者の目に転送する光学系である。このため、レンズ系の外部に入射瞳が位置してお

り、眼の位置に合致する様に設計される（参考として、入射瞳から、接眼レンズ系の

初のレンズの表面までの距離はアイレリーフと呼ばれる）。人間の目の虹彩の径は、

見る物体、領域の明るさにより、2mm～8mm で変化し、焦点距離は約 17mm である。

一般的な接眼レンズ系はこれに合わせて、入射瞳径が 3～6mm となるよう設計されて

いる。図 5.1.5 は 5mm 径の入射瞳をもち、視野角 40°、倍率 10 倍の接眼レンズ系

の例である [91]。 

 

 

本研究における Zemax の適用概要 5.2 

本研究における光学系設計では、Zemax OpticStudio の一般的な光学系設計様式に

のっとって光学系の設計を進めた。適用の概要を本節にて示した。なお、入力条件や

メリットファンクションの詳細、解析値の評価については 5.4 節、および 5.5 節に

記載した。 

 

図 5.1.4 リレーレンズ（1 to 1 relay ）のモデル [91] 

図 5.1.5 接眼レンズ（10 倍）のモデル [91] 
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基本条件設定 5.2.1 

まず、光学系の基本的な条件を設定した。ここでは、以下項目を指定した。 

・アパーチャー条件 ：光学系の開口径を規定する。受光系の F 値や入射瞳径に

て指定する。 

・視野 ：受光系に入射する光線の方向を規定する。視野四隅の視

角や物体高さ(=視野高さ)などで指定。複数条件を設定可。 

・波長 ：設計対象の光学系が扱う波長を指定する。代表的な光源

波長やレーザ波長はプリセット項目から選択可能であり、

その他の波長も入力設定可能である。RGB カラー光学系

など複数波長に対応必要な光学系ではそれぞれに応じた

波長の設定、および各波長間の重みづけもできる。 

上記のほか、設計、解析内で使用する単位（長さ単位や光のパワー密度の単位等）、温

度・圧力等の設定項目もある。設定項目は表 5.2.1 に示す。 

 

レンズデータ設定 5.2.2 

基本条件設定の後、レンズデータエディタ（図 5.1.1）において、計測対象物体で

ある"物面"から始まり、本研究の開発対象である受光光学系を構成する素子群を表す"

中間面"（各素子の表・裏面からなる）、センサ表面となる"像面"に至るまでの、一連

の撮像系のモデルを構築した。各光学素子の設定では、光軸方向について、物面から

表 5.2.1 基本条件設定項目 
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像面に至る方向を座標の正方向とし、各面の光学的な面タイプ（収差を考慮しない近

軸面、球面・楕円面など二次関数であらわされる曲面、より高次の項を含めた非球面、

ドーナツ状のトロイダル面など）、面の曲率半径（平面は無限大で指定）、厚み（次の

面までの光軸上の距離）、材質（レンズのガラス材を指定し、空間のときは指定なし。

屈折率が設定される）、光学素子の半径（光軸に垂直方向の素子サイズ）などを設定し

た。本研究では用いていないが、光路をミラーにより折り曲げる光学系、ハーフミラ

ーや波長分離ミラーで分岐する光学系（図 5.2.1）なども、対応する面設定を用いる

ことで、モデル化可能である。 

 

 

メリットファンクション設定、 適化 5.2.3 

Zemax OpticStudio には設定した光学系モデルの仕様 適化を支援し、実行する"

適化ウィザード"が準備されており、これを用いた。本研究で開発する光学系におい

ては、計測対象面の情報をセンサ面に集光させることが求められる 大の機能となる。

このため、 適化の対象として、集光スポットサイズを設定した。この 適化機能に

おいては、任意の面（像面、中間位置の面など）における光線高さ、中間像と 終像

の倍率などを評価するオペランドを組合せる事ができ、各々の現在値と目標値の差、

重み値にもとづく評価関数（メリットファンクション；MF、式 5.1）を構成し、これ

を 小化させる様、演算が実行される。 

	
∑

∑
	 (5.1) 	

（W：オペランドの重み付け絶対値、V：オペランドの現在値、T：オペランドのターゲット値、 
i： オペランド番号[メリットファンクションエディタのスプレッドシート行番号]） 

メリットファンクション設定の後、 適化の実行に移るが、 適化においては、光

学素子面の曲率半径、面の厚さを変動させながら評価関数が極小となる条件を探る。

これに際しては、レンズエディタにおいて変更を許す項目を指定する。これにより、

図 5.2.1 ミラー分岐を含む光学系の例（マッハツェンダー干渉計） 
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面の設定情報を固定させる面（光学素子）が混在する光学系にも対応可能となる。 

 

なお、上記の 適化設計機能で得られる解は、初期設定した条件近傍での局所解で

あり、真の 適解を保証するものではない点に注意を要する。初期条件、メリットフ

ァンクション条件を調整しながら、要求仕様を満たす光学系設計を得る必要があり、

この点で経験、知識に基づく条件設定、結果に対する判断力が求められる。 

 

光学系性能の評価 5.2.4 

適化で得られた光学系の集光性能、効率等の評価においては、Zemax OpticStudio

に備えられているツールを用いた。 

・集光性能 ：スポットダイアグラム。視野（光線の入射方向。5.2.1 

項参照）ごと、波長ごとの集光状態を表示する。 

・光線の欠け、ケラレ ：拡張光源解析。幾何学的像解析において、光源とし

て与えた入射パターンが、像に至るまでの光学系の各

面でどのような形状となっているかを評価可能。本研

究では、光学系内の光線ケラレの発生状況評価（8.3.3 

項）において使用した。 

5.2.1 項～5.2.3 項の設計手順に沿って本研究の光学系設計を進めたが、まず、光

学系の各素子の大まかな仕様を導出するために、各光学面における収差の影響を考慮

しない理想条件（=近軸条件）の下、解析を実施した。その後、実光学系構築に向け

て、近軸条件の解析結果を元に使用可能な光学素子を選定し、光学系モデルに情報を

反映して、収差影響の存在する条件下で、集光性能の 適値を得られる設計を解析・

導出した。この内容については、以降の 5.4 節、5.5 節にて述べる。 

 

必要な機能を実現するための光学系の構成と目標値 5.3 

光学系構成 5.3.1 

4.3 節で述べたとおり、本研究で開発する光学系には以下①～③の機能が必要とな

る。この機能を得るため、従来システムの受光系構成である、主受光レンズ（カメラ

レンズ）とセンサの組合せに対して、本研究の受光光学系では主受光レンズとセンサ

の間に追加光学系（図 5.3.1）を配置した。 
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①主受光レンズによる像を光軸方向（z 方向）に転送し、後方の 1 次元ライン

センサ面（xy 面）に再結像させる 

②水平方向（x 軸）では、転送像の結像に対して影響を与えない 

③垂直方向（y 軸）では、1 次元ラインセンサ位置に転送される像がセンサの

高さ領域内に収まる様、圧縮する（≒垂直方向のみの画像圧縮） 

①のために主受光レンズ像面の後方にリレーレンズを配置し、更にその後方でセンサ

の前に、②、③のためにシリンドリカルレンズを配置した。基本となるこの構成を用

いて、各々の素子の光学的仕様ならびに配置を Zemax OpticStudio を用いて導出した。 

 

シリンドリカルレンズについては光軸上の集光位置が、リレーレンズ像の結像位置

と合致するようレンズの高さ、幅、焦点距離の選定、光軸方向位置の決定が必要であ

る。リレーレンズによる像は主受光レンズの像を転送したものであるため、水平・垂

直方向の二次元拡がりを有するものとなる。このため、リレーレンズから出射し、

終像面（=ラインセンサ面）に向う光線は拡がりを有するものとなり、光軸方向距離

とともに水平、垂直方向の光線高さが増加していくことになる。もし、シリンドリカ

ルレンズの配置をセンサに近づけると、光線高さの増加に対応してレンズ高さが必要

となる。一方、センサとの距離が近い場合、垂直方向の集光を短距離で実現しなけれ

ばならず、短焦点距離のレンズが必要となる。そのためには図 5.3.2 に示す様に、焦

点距離 f と曲率半径 R の関係から小曲率半径のレンズが必要となるが、必然的に高さ

H の低いレンズとなり、レンズ高さに対する要求と相反するものとなる。このような

制約のある条件下で 適な光学系構成を導出することに対して、Zemax OpticStudio

による光学シミュレーション、ならびに 適化機能は強力な設計ツールとなるため、

本研究の光学系仕様導出はこれを活用して実施した。 

図 5.3.1 受光光学系の追加光学系 
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開発する光学系の目標値 5.3.2 

本研究のシステムで用いた 1 次元ラインセンサアレイは後述の 6.1.2 項に記載の

とおり、1×32 セルのピクセルフォーマットで、ピッチが 0.25mm であることから、

受光光学系設計における集光性能目標値として、水平方向の集光サイズ、ならびにレ

ーザの走査に対する垂直方向の集光位置の安定性について、ともにピッチサイズ以下

となるよう、次のように設定した。また、受光光学系の垂直方向の画角拡大機能に対

しても目標を設定した。 

  ・水平方向集光サイズ（※） ：0.25mm 以下 

  ・垂直方向の集光ピーク位置ずれ ：0.25mm 以下 

 ・垂直方向の画角拡大 ：6 倍 

  （※）集光サイズの規定は集光強度プロファイルの半値全幅（FWHM）とした。 

ここで、縦方向の集光サイズはより小さい方が望ましいが、1 次元ラインセンサアレ

イを用いているため垂直方向には隣接するセルが無く、サイズ過大となった際の影響

は小さいため、目標値は設定しなかった。 

また、垂直画角拡大の目標値については、縦横比が 1:8 の 1 次元ラインセンサアレ

イで、同比 3:4 の二次元 CMOS、CCD イメージセンサと同等の画角を得られること

を念頭に設定した。6.1.1 項に記載の通り、本研究で用いた主受光レンズの撮像サイ

ズは 1/2 インチであり、幅 6.4mm×高さ 4.8mm のイメージセンサが収まるサイズで

ある。1 次元ラインセンサアレイは幅 8mm、高さ 1mm であり、この水平幅を無駄な

く使用するため、本研究の受光光学系では主受光レンズの結像面と 1 次元ラインセン

サアレイ位置の 終像面間で 1.25 倍の像サイズ変換を行っている（5.4.2 項参照）。

この結果、主受光レンズ撮像面での 1 次元ラインセンサアレイの等価サイズは 6.4mm

×0.8mm となる。この垂直サイズと、主受光レンズ本来の垂直方向イメージサイズの

比（4.8mm/0.8mm）から、6 倍を垂直方向の画角拡大目標値とした。  

図 5.3.2 レンズ半径と焦点距離の関係 
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理想光学系による設計 5.4 

必要な光学系機能を得るために、従来システムの受光光学系構成に追加する光学素

子（リレーレンズ、シリンドリカルレンズ）の焦点距離、配置の初期値を把握するた

め、光学シミュレーションの第一ステップとして、収差影響を考慮しない近軸光学系

条件で解析を行った。 

主受光レンズモデル化、視野設定 5.4.1 

はじめに、主受光レンズを、用いたズームレンズの仕様情報に基づいてモデル化し

た。焦点距離はズーム Tele 端の 775mm とした。このときのレンズ F 値は 8.5 である。

シミュレーションにおいては、物面に次ぐ第一面を主受光レンズとして近軸タイプの

面で指定し、上記の焦点距離を設定した。光学系の絞りの条件はレンズの射出瞳情報

を元に導出した。仕様において射出瞳位置はレンズ結像面から 167mm であり、ここ

を絞り位置とした。焦点距離との関係から、レンズ（第一面）から射出瞳（絞り）ま

での距離は 608mm（=775mm－167mm）となる。また、アパーチャー条件として、

射出瞳位置と F 値から絞り半径 9.8mm を得た。以上のモデル化で得た主受光レンズ

のレンズ面から撮像面までの光線追跡図は図 5.4.1 となる。 

垂直視野角の拡大機能評価に向け、シミュレーションにおける視野条件は上記の主

受光レンズに 1/2 インチサイズの画像センサを取り付けた際の画角である水平 0.48°

（±0.24°）、垂直 0.36°（±0.18°）を与えた。視野角拡大の比較基準となる従来シ

ステム相当の垂直視野角は、先述の 1 次元ラインセンサを主受光レンズの撮像面に配

置した際に得られる 0.06°である。 

像倍率設定 5.4.2 

この主受光レンズの結像面の後方に追加光学系としてリレーレンズ、シリンドリカ

ルレンズを配置した。ここで、リレーレンズによって転送された像の水平方向サイズ

は、ラインセンサの水平方向サイズと合致する必要がある。主受光レンズは 1/2 イン

チフォーマット対応のため、像の水平サイズは 6.4mm（垂直サイズは 4.8mm）とな

る。また、一次元ラインセンサの水平サイズは 8.0mm である（図 5.4.2）。これから、

図 5.4.1 主受光レンズのモデル化 
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主受光レンズの像サイズとリレーレンズによる転送像サイズの比である像倍率につい

て、センササイズの比を元に 1.25 倍（=8.0mm/6.4mm）に設定し、Zemax OpticStudio

のメリットファンクションのオペランドの一つとして与えた。 

 

全長サイズ 5.4.3 

追加光学系の全長については光学系全体サイズへの影響を 小限に抑えるよう、

150mm 以下とし、メリットファンクション条件に加えた。解析においてはリレーレ

ンズ、ならびにシリンドリカルレンズの焦点距離と位置、ラインセンサ位置を変数と

して、集光スポット 小化に加えて、水平、垂直方向の集光位置が各々目標値に一致

する様、 適化を行った。 

 

解析結果 5.4.4 

本解析の結果得られた水平、垂直面各々の光線追跡図を図 5.4.3 に示す。各レンズ

とも近軸指定しているため、厚さや形状の情報がなく、光軸に垂直な線分で描かれて

いる。また、光線の色は視野方向を示している。同図より、水平面については、水平

図 5.4.2 像サイズ、センササイズの関係 

図 5.4.3 理想光学系の光線追跡図 
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方向の視野両端部、中央部からの入射光線が各々センサ両端、中央に集光しており、

一方、垂直面については、視野内の各方向からの入射光がセンサ位置で一点に集光す

ることが確認できる。これより、本光学系の機能として求められる水平方向の空間分

解と垂直方向の画像圧縮が実現できていることを確認できた。この解析で得られた光

学系によるスポットダイアグラムを図 5.4.4 に示す。視野の中央と四隅の集光状態を

示しているが、各点とも垂直方向に縦長の集光拡がりを持っている。 

 

 

 

またこの結果から、リレーレンズとなる凸レンズについて、レンズ位置の光線高さ

から口径はφ20mm 以上が必要、φ30mm 以上が望ましいことがわかった。さらに後

端のシリンドリカルレンズについては、高さ 5.8mm 以上が必要であることを確認し

た。レンズの焦点距離はリレーレンズが 25.2mm、シリンドリカルレンズについて、

2.5mm が得られ、配置はリレーレンズが主受光レンズの C マウントフランジ基準面

から 60.6mm、シリンドリカルレンズがリレーレンズ位置から 54.1mm、センサ面に

ついてシリンドリカルレンズから 2.8mm を得た。 

  

図 5.4.4 理想光学系のスポットダイアグラム 
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実光学部品による設計 5.5 

5.4 節で得た解析結果を元に、市販のレンズ素子を選定し、その仕様値をシミュレ

ーションの光学系モデルに入力して、実光学系の設計を行った。 

 

実レンズの選定 5.5.1 

リレーレンズとして、収差の影響を低減するため、非球面レンズ [92]を使用するこ

ととし、焦点距離 25mm、直径 40mm のレンズ（エドモンドオプティクス製 67261）

を選定した。シリンドリカルレンズとしては、光線高さ対応とセンサ面への集光の両

立から、高さ 6mm で、より短焦点距離の f=6.4mm、幅 12mm のレンズ（Thorlabs

製 LJ1227L2-C）を選定した。 

 

メリットファンクション 5.5.2 

選定した市販レンズの仕様値をレンズエディタに反映して、変数として各レンズの

位置、具体的には主受光レンズの結像面とリレーレンズ前面間の空間厚さ、リレーレ

ンズ後面とシリンドリカルレンズ前面間の空間厚さ、シリンドリカルレンズ後面と 1

次元ラインセンサのカバーガラス面間の空間厚さを指定して 適化を実施し、設計仕

様を導出した。 適化におけるメリットファンクションは 5.4 節と同様とした。 

 

解析結果 5.5.3 

適化の結果として得られた光線追跡図を図 5.5.1、図 5.5.2 に示す。理想レンズ

での解析結果（図 5.4.3）と異なり、各レンズの形状が反映されている。まず、同図

より実光学系においても、5.4 節の結果と同様、水平面については、物側の各視野角

方向からの入射光線が各々所定のセンサ面上に集光しており、物と像の関係となって

いることが確認できる。また、垂直面については、いずれの方向からの入射光ともセ

ンサ面上に集光しており、センサの一セルで垂直視野全域をカバーできていることを

確認できる。これより、本研究で開発する受光光学系に求められる水平方向の空間分

解と垂直方向の画像圧縮の機能を実光学系でも得られることを確認できた。 

 

 
図 5.5.1 実光学部品による光線追跡図（水平面） 
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ここで、垂直方向については、0.36°（±0.18°）で設定した画角範囲からの光束

を集光できていることから、比較基準の 0.06°に対して目標とした 6 倍の画角拡大の

効果が得られていると判断できる。一方、集光性については、図 5.5.3 に示すスポッ

トダイアグラムが得られており、理想光学系で得た図 5.4.4 の結果と同様の縦長のス

ポット拡がりとなった。 

 

水平方向の集光サイズとして 0.078mm（※）が得られており、目標値の 0.25mm 以

下となる集光性を得た。また、垂直方向の集光位置ずれについては、0.074mm が得ら

れ、レーザ照射の垂直方向走査に対する集光位置の安定性を得られた。 

(※)この値は、Zemax OpticStudio のスポットダイアグラム解析結果の X 方向集

光サイズについて、以下の理由から 2.35 倍した値。 

図 5.5.2 実光学部品による光線追跡図（垂直面） 

図 5.5.3 実光学部品スポットダイアグラム 
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Zemax OpticStudio のスポットダイアグラムの集光サイズ解析値は、集光ス

ポットに入射する光線による点群の分布中心と各点間の距離の二乗平均値

（RMS 値）である。一方、5.3.2 項に記した集光サイズ目標値では集光強度

分布の FWHM 値を用いた。この強度分布にも適用できるガウシアンプロファ

イルにおいて、RMS 値と FWHM の間には下式 5.2 の関係があり、上記の集光

サイズ算出において、2.35 倍の値を用いた。（以降の文中の解析値についての

記載も同様） 

	 FWHM	 ≒ 2.35	 RMS 	 (5.2) 	

集光性について詳細に分析すると、収差影響により視野方向による差異がみられた。

図 5.5.3 から、水平方向については、視野中央のほうが四隅よりも大きく（中央：

0.11mm、四隅：0.070mm）、一方、垂直方向については、視野中央のほうが四隅より

も小さい（中央：0.29mm、四隅：0.63mm）結果であった。 

ここで、受光光学系において、リレーレンズに非球面レンズを使用したことの効果

を確認するため、球面レンズを用いた場合（シグマ光機 SLB-40-50P［径 40mm、

f=50mm］を 2 枚使用して非球面レンズと同様の f=25mm 条件を創出）の解析を実施

した（図 5.5.4）。集光状況を図 5.5.5、非球面レンズ使用時との集光サイズの比較を

表 5.5.1 に示す。垂直方向の集光サイズは球面レンズ使用時が僅かに小さかった（非

球面：0.63mm、球面：0.59mm）が、視野周辺（同表中の”視野右上”）における水平

方向の集光サイズ（非球面：0.070mm、球面：0.13mm）、ならびに垂直方向の集光位

置ばらつき（非球面：0.074mm、球面：0.14mm）においては、非球面レンズ使用に

よる効果が顕著であった。 

 図 5.5.4 球面レンズ使用時の光線追跡図 
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また、追加光学系のリレーレンズ、シリンドリカルレンズの位置を 適化で得た位

置から微少量移動させた場合の水平方向集光サイズ、垂直方向の集光位置ばらつき変

化を図 5.5.6 に、スポットダイアグラムを表 5.5.2 に示した。これらの図表の集光サ

イズとレンズ位置の関係から、 適化で得た結果が も望ましい光学系構成であるこ

とを追確認した。 

図 5.5.5 球面レンズ使用時のスポットダイアグラム 

表 5.5.1 球面、非球面レンズ使用時のスポットサイズの比較 
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なお、解析における集光サイズについて、光源は面的なサイズを考慮しない点光源

である事に注意を要する。実光学系においては光源が有限のサイズを持つため、集光

点サイズも解析結果より大きくなる（7.2.1 項に記載）。 

  

図 5.5.6 レンズ位置を変えた場合の集光サイズ、ばらつきの変化 

表 5.5.2 レンズ位置によるスポットダイアグラム変化 
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 評価システム構築、試験方法 第6章
 

光学系実装、評価試験システム構築 6.1 

第 5 章のシミュレーションによる設計で得た光学系構成に沿って受光光学系を組ん

だ。さらに送光系、センサ、計測機器、制御機器と組み合わせて評価試験システムを

構築した。システムの外観図を図 6.1.1 に示す。機能別の構成品について以下に詳細

を記した。 

 

受光光学系 6.1.1 

5.5 節で Zemax OpticStudio を用いた光学系シミュレーションにより、受光光学

系の各構成品の仕様、配置からなる設計情報を得た。これに基づき、実光学系を組み

立てた。光学系シミュレーションの項で記載したとおり、計測対象エリアからのレー

ザ反射光を受光する主受光レンズとして、撮像用途でカメラと組合せて使用される一

般のレンズを用いた。ここでは、遠距離の計測対象の詳細な形状計測を想定して長焦

点のズームレンズを選択し、焦点距離 12.5～775mm のものを使用した。このレンズ

のマウント（カメラと接続するためのインターフェース）は C マウントであるため、

レンズによる像が形成される結像面はマウントの基準面から光軸方向後方に

17.526mm の位置となる。主受光レンズの仕様を表 6.1.1 に示す。主受光レンズによ

る像を更に後方のセンサ位置まで転送する用途として、リレーレンズを配した。シミ

ュレーションの結果に基づき、焦点距離 25mm の凸型非球面レンズを選定した。ここ

で用いたレンズはエドモンドオプティクス社の 67261 であり、直径は 40mm である。

図 6.1.1 評価試験システム外観図 
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リレーレンズにより転送された像を垂直方向に圧縮するため、シリンドリカルレンズ

を用いた。焦点距離は 6.4mm、レンズの高さは 6mm であり、幅は後段の 1 次元ライ

ンセンサアレイの幅をカバーできるよう、12mm とした。用いた素子は Thorlabs 社

の LJ1227L2-C である。主受光レンズ、リレーレンズ、シリンドリカルレンズ、なら

びに次項に記載した一次元ラインセンサアレイはホルダ、スタンド、x（水平）y（垂

直）z（光軸）方向の微動機構と組み合わせて、光学レール上に配置した（図 6.1.2）。 

 

 

一次元ラインセンサ 6.1.2 

5.3.2 項にも記載の通り、一次元ラインセンサとして、0.25mm ピッチで 32 素子

が 1 列に配置された InGaAs PIN フォトダイオードアレイを使用した。感度波長帯は

表 6.1.1 主受光レンズの仕様 

図 6.1.2 追加光学系部 
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900～1700nm であり、ピーク感度は 1550nm 付近である。計測システムとしては、

センサの出力電流を電圧出力として、6.1.4 項に示す計測機器へ供給する必要がある

ため、アンプと組合せてモジュール化した。これにより、図 6.1.2 右端に示す様、箱

状の外観である。 

送光光学系 6.1.3 

三次元レーザスキャナシステムの主要構成品であるレーザ光源として、Er ドープフ

ァイバレーザ（Keopsys 製 PEFL-M01）を使用した。発振波長は一次元ラインセンサ

のピーク波長に近い 1545nm である。本光源はパルス幅 6ns にて、25kHz で発振可

能である。本光源はファイバ出力となっており、この先端にコリメータを取り付けて

平行光線を得た。φ10mm の光線を得られるよう、ファイバ端からのレーザ拡がり角

に合せてコリメータレンズの仕様、配置を設定しており、焦点距離 37mm の凸レンズ

を出力ファイバ端から 37mm に配置した。平行光線からライン照射のためのシート状

のビームを得るためにシリンドリカルレンズを使用した。焦点距離－200mm の凹レ

ンズにより、水平拡がり角 1.5°のファンビームを得た。このビームはガルバノミラ

ーを用いて、上下方向に走査した。ガルバノミラーは GSI 製の VM500+のスキャンユ

ニットを用いており、ミラーはφ10mm ビームの走査に対応できるサイズのものとし

た。このスキャナはビームの 大スキャン角 40°に対応できるものであり、試験時は

スキャン角 1.0°で垂直方向に走査した。 

 

計測機器 6.1.4 

本研究では、計測対象領域からの反射レーザ

光を受光した際のセンサからの出力パルス信号

に対して、2 種の計測を実施した。1 点目はパ

ルスの波高値計測であり、受光光学系による集

光性能評価の際に行った。この計測では、1 次

元ラインセンサアレイ内の何れかの 1 セルに位

置固定の点光源からの入射光を集光させた状態

をつくり、センサを水平方向、もしくは垂直方

向に微小量移動させた際のパルス波高値の変化

を記録し、集光サイズの評価を行った。この計

測にはオシロスコープ（TEKTRONIX 製

TDS2024）を用いた。2 点目の計測は、パル

スレーザ照射からターゲット反射光のセンサ到着までのレーザパルスの往復時間

（TOF 計測）である。これは開発した受光光学系を用いた評価試験システムの三次元

図 6.1.3 Start 信号取得用 PD 
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計測性能検証において行った計測であり、計測装置としてユニバーサルカウンタ

(Keysight 53230A)を用いた。TOF 計測には Start 信号と Stop 信号がトリガとして

必要となる。Start 信号は図 6.1.3 に示すよう、送光光学系出口近傍に配したフォト

ディテクタ（PD）で照射されるレーザ光の漏れ光を検知し、カウンタに供給した。

Stop 信号には、計測対象領域からのレーザ反射光受光時に一次元ラインセンサモジュ

ールのセルから出力される信号を供給した。 

制御系 6.1.5 

本評価システムでは、レーザ発振器に対して、発振周波数、同期制御の為のマスタ

信号をファンクションジェネレータ（Agilent 33250A）から供給した。レーザ発振

器の外部信号インターフェース仕様に基づき、信号は TTL であり、電圧値 5V、繰り

返し 25kHz、パルス幅 10μs とした。その他の項目として、レーザの発振出力、スキ

ャニングミラーの動作制御は PC 上の各専用ソフトにより行った。 

 

評価試験システムとしての組合わせ 6.1.6 

上記の 6.1.1 項～6.1.5 項の各機能区分を構成する機器を図 6.1.1 に示したとお

り、評価試験システムとして集約した。受光光学系、センサモジュール、送光光学系

はブレッドボード上に配置し、これを、室内での試験時には架台上に配置し、屋外試

験においては、三脚に配置して可搬な構成とした。また、計測機器、制御機器は机上

に配置し、三脚側の機器とはケーブルにて接続し、制御信号、計測信号を送受した。 

 

受光光学系の光学性能評価試験方法 6.2 

開発した受光光学系の垂直方向の画

角拡大機能、ならびに結像・集光性能、

分解能の評価を実施した。これらの評

価においては、室内において評価試験

システムの前方 10.5m にターゲット

となるスクリーン（図 6.2.1）を配置

し、そこに点状のレーザビームを照射

した。試験の概要図を図 6.2.2 に示す。

照射点からの反射・散乱光を受光光学

系で受光した際のセンサ信号を元に、

各評価を実施した。レーザの点照射に

おいては、センサの感度波長帯に合わ
図 6.2.1 計測ターゲットのスクリーン 
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せて 1500nm で連続波発振するレーザを用いて、コリメータによりスクリーン上で

4mm 径の光点とした。これはセンサ 1 セルの水平視野の 50%相当のサイズである。

レーザの照射点は図 6.2.1 中に赤丸で示した、スクリーン上で上端、中央、下端の上

下３箇所毎に、左端、中央、右端の左右３箇所の計 9 点とした。 

 

垂直方向の画角拡大 6.2.1 

垂直方向の画角拡大機能については、スクリーン上端、中央、下端のレーザ照射点

からの信号取得状況を元に評価を行った。主受光レンズのズーム調整により、水平方

向の視野サイズをスクリーンサイズに合わせて、180mm（1°）に設定した。このと

き、主受光レンズが本来有する垂直方向の視野サイズは 150mm となる。スクリーン

上下端のレーザ照射点位置はこれを念頭に設定した。この範囲からのレーザ反射信号

を一次元ラインセンサが受光、計測できることの確認により、受光光学系による垂直

方向の 6 倍の画角拡大を確認した。比較基準は、従来システムの光学系構成（1 次元

ラインセンサアレイを主受光レンズの結像面に配置）の垂直視野であり、スクリーン

上で 22.5mm（画角 0.12°）である。 

集光性能 6.2.2 

集光性能の評価においては、各レーザ照射点で照射位置は固定の状態とし、受光光

学系側にて、一次元ラインセンサモジュールのみを水平方向（左右）、及び垂直方向（上

下）に微小量移動させた際のセンサ出力波高値の変化から、受光強度のプロファイル

（空間分布）を取得した。ここで、各方向の微動ピッチは、水平方向 0.25mm、垂直

方向 1mm とした。取得したプロファイルの拡がりから集光サイズを評価したが、こ

図 6.2.2 光学系性能評価試験の概要図 
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こではピーク強度に対して 50%となる位置の拡がり幅（半値全幅；FWHM）を集光

サイズとした。なお、センサの微小移動については、電動の微動ステージ（IAI 製、

TT-C3-I-2020-10B）に 1 次元ラインセンサモジュールを保持して実施した。 

集光サイズ評価に併せて、水平方向の二点間の分解能評価も実施した。本評価では、

画面中央において水平方向に 3mm 間隔で設定した 5 点に対して、レーザ照射点の集

光プロファイルを取得した。各照射点のうちの 2 点について、分解能に対するレイリ

ー基準に基づいて、集光プロファイルのピーク間隔が集光サイズ（FWHM）と同等と

なる照射点の位置関係を 2 点が分解できている状態と定義し [93]、そのときのレーザ

照射点間隔から分解能を評価した。 

 

三次元計測性能評価試験方法 6.3 

屋内試験 6.3.1 

開発した受光光学系を組み込んだ評価試験システムを用いて、三次元計測性能の評

価のため、まず、屋内・近距離の条件下にて距離計測、物体の三次元プロファイル取

得試験を実施した。計測対象物は一辺 50mm 幅の角棒とし、背景となる壁面から

400mm 前方の位置に水平保持して配置した（図 6.3.1）。壁面と評価試験システムの

距離は 10.5m とした。これらの位置関係を図 6.3.2 に示す。主受光レンズの水平視野

サイズは、受光光学系の性能評価試験時と同等の 180mm に設定した。試験において

は、水平方向に拡げたシートレーザ

を垂直方向に走査しながら、一次元

ラインセンサモジュールの各セルの

電圧出力信号をユニバーサルカウン

タに供給して TOF を計測し、この

データを距離換算して垂直方向のプ

ロファイルを取得した。ここで、ユ

ニバーサルカウンタではレーザの 1

パルス照射毎に TOF を計測するため、

レーザの垂直走査時の複数のパルス照射

分の TOF データ群が垂直方向の形状プロファイルを構成することになる。また、ユ

ニバーサルカウンタでは 1ch 分の計測を行うため、センサチャンネルを切り替えなが

ら計測を行い、32ch 分のプロファイルを得た。32ch 分の垂直プロファイルを統合し

て二次元面に対する距離プロファイル情報とし、計測対象領域の三次元情報を構成し

た。 

 

図 6.3.1 屋内試験計測対象物 
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屋外試験 6.3.2 

屋内試験よりも長距離条件で、さらに太陽光影響の下での、受光光学系の垂直方向

視野拡大、ならびに三次元計測性能評価として、屋外試験を実施した。計測ターゲッ

トは 150mm 角の白布とし、評価システムから 25m、40m、50m 位置に配置した（図 

6.3.3）。また、各距離において、計測ターゲットから 300mm 後方に背景として黒暗

幕を配置した（図 6.3.4）。画角設定に関して、この試験では、主受光レンズの焦点距

離はズームの TELE 端である f=775mm に設定した。この場合、下式の関係より水平

画角はθ=0.49°となる。 

	 2
センササイズ 2⁄

	 (6.1) 	

 

図 6.3.2 屋内試験配置図 

図 6.3.3 屋外試験配置図 
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また、従来システムの光学系構成となる、1 次元ラインセンサを主受光レンズの結像

面に配置した際の垂直視野は 0.06°となり、これを比較対象として、垂直画角の拡大

を評価した。三次元プロファイルの計測手法は屋内試験と同様である。 

屋外試験においては、太陽光が周囲物によって反射、散乱された迷光がノイズ光と

なり得る。特に本研究の評価試験システムにおいては、主受光レンズから一次元ライ

ンセンサモジュールの間は光路が解放されており、周辺ノイズ光の入射影響を受けや

すい構成となっている。実装置においてこの部分はカバーリングされ、迷光入射は排

除されると考えられるため、試験時にはこの部分をフードで覆う処置を施した。 

 

 

  

図 6.3.4 屋外試験計測対象物、背景 
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 受光光学系の光学性能評価結果 第7章
 

垂直方向の画角拡大 7.1 

スクリーン上端、中央、下端に配置したレーザ照射点からの反射信号が計測できる

ことを確認することで、その位置まで受光光学系の視野が拡大していることを評価し

た。試験において、150mm 離れたスクリーンの上下にレーザ照射点を設定した際に、

各位置から図 7.1.1 に示す反射信号を得た。垂直方向に関して中央部からの信号が大

きく、さらに水平方向では、右端、左端の信号が低い分布傾向を示しているが、垂直

方向の各位置から計測可能な反射信号が得られている。これより、150mm の範囲に

受光光学系の視野が広がったことを確認できた。視野の拡大効果として、6.2.1 項に

記載した比較基準の視野サイズとの比較から、6.6 倍が得られ、目標値の 6 倍を確保

できた。 

 

集光性能 7.2 

集光サイズ 7.2.1 

試験評価システムによる、水平方向についての集光サイズ評価結果を図 7.2.1 に示

す。6.2 節記載の手順にてセンサを基準位置から水平方向にピッチ 0.25mm で移動

させた際のセンサ信号電圧値をプロットして集光分布を得た。図中には視野中央、右

上、左下にレーザ照射した場合の水平方向の集光分布として、実測値、ならびにガウ

シアンフィット曲線を示した。続いて、図 7.2.2 に示す様、各視野位置のガウシアン

曲線を規格化して比較を行い、分布プロファイルの半値全幅（=FWHM）より、集光

サイズとして 0.31mm を得た。 

図 7.1.1 視野中央、上下端からの信号 
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第 5 章に示した Zemax OpticStudio による解析では、中央部の集光サイズは

0.11mm であり、双方の結果には約 3 倍の開きがある。これについては、5.5.3 項に

示した様に、実装置における光源の拡がりサイズが影響を与えていると考えられる。

評価試験のセッティングでは、光源となるスクリーン上のレーザ照射点がφ4mm で

図 7.2.2 水平方向集光サイズ評価結果 

図 7.2.1 視野内各位置の水平方向集光サイズ比較 
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あった。また、受光光学系は 200mm の視野幅を光学系の 終段において 8mm 幅の

センサで計測しており、像倍率は双方の比から 0.04 倍（縮小）となる。これより、レ

ーザ照射点の像サイズはφ0.16mm と推算される。解析結果による集光サイズに光源

像サイズを合わせた、実光学系の集光サイズ推測値は 0.27mm となり、上記実測値と

比較評価すると、実光学系は約 15％の差異にて解析で得た集光性能を再現できていた

と考えられる。 

しかし、今回得られた集光サイズは目標値として設定した、センサのピッチと等価

の 0.25mm を超える値となり、隣接セル間での計測情報の混信が発生する結果となっ

た。この影響は三次元形状計測性能評価試験における形状プロファイル取得結果にも

表れており、これについては、8.1 節において分析、評価を行った。 

水平方向分解能 7.2.2 

続いて、スクリーン上の中央において、左右に微少量移動させた個々のレーザ照射

点に対する集光強度分布プロファイルの重なり状態から受光光学系の水平方向分解能

を評価した。結果を図 7.2.3 に示す。分解能の定義には複数あるが、ここではレイリ

基準と称される定義により、2 点のレーザ照射点の集光分布プロファイルのピーク間

隔がプロファイルの半値全幅と同量だけ離間した場合のレーザ照射点間の角度を分解

能とした。同図は評価試験システムの受光光学系端から距離 10.5m 前方のスクリーン

上に照射点を 9.5mm 離した場合であり、この条件において集光分布のピークの間隔

（図中 D1）が半値全幅（図中 D2）と同等となった。これより、本研究で構築した評

価試験システムの受光光学系の分解能 0.90mrad であることを確認した。これは 50m

前方で 45mm、100m 前方で 90mm の分解能となり、数 100mm サイズの地形変化や

障害物の検知等を可能とする性能であると考えられる。 

図 7.2.3 分解能評価結果 
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また、図 7.2.3 中には 2 点のレーザ照射点の集光分布プロファイルの合算値も併せ

て表示した。9.5mm 離れた 2 点の光源を結像した際はこのようなプロファイルが得ら

れる。2 点間の鞍部とピークの強度差異は 13%であり、この差異を判別できるセンサ

の強度分解能が必要となる。 

 

垂直方向集光位置安定性 7.2.3 

垂直方向についての集光分布プロファイルは図 7.2.4 のようになり、集光サイズ（半

値全幅）は 1.5mm となり、やや拡がりのある結果となった。垂直方向のレーザ照射

位置移動（=垂直方向走査）に対するセンサ上の集光位置の安定性評価として、視野

の左、中、右において各々上部、中央、下部の計 9 箇所にレーザ照射した際のセンサ

位置での集光分布プロファイルを重畳したものを図 7.2.5 に示す。これから、各レー

ザ照射点とも集光強度のプロファイルの垂直方向ピーク位置はセンサセルの垂直方向

中心となる水平座標 0mm 近傍にあることがわかった。これら 9 点のピーク位置のば

らつき評価の結果、垂直方向のセンサ集光ずれは 1σ（標準偏差）=0.11mm と安定し

ていることがわかった。5.5.3 項に記した解析結果で得たばらつきに対しては、30%

ほどの差異があるが、目標値とした 0.25mm 以内の値が得られた。これにより、光学

系の垂直方向に必要な機能である、レーザ照射位置の垂直走査に対するセンサ上の集

光位置安定が得られていることを確認できた。 

 図 7.2.4 垂直方向の集光分布 
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以上の、スクリーン上のレーザ照射点からの反射光を受光した際の集光強度分布の

水平方向サイズ、水平方向分解能、垂直方向の集光位置安定性の評価結果から、本研

究で構築を目指した受光光学系の機能を、実装置である評価試験システムでも得られ

ることを実証できた。これにより、受光側のスキャナミラー、ならびに専用設計の高

アスペクト比を有するセンサを使用しないで広視野の三次元計測を可能とする、一次

元スキャン型の三次元レーザスキャナ向けの受光光学系が成立することを確認した。

本光学系の三次元計測への適用性について、次章に試行結果の評価を記載した。 

  

図 7.2.5 垂直方向集光分布の重畳表示 
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 三次元計測性能評価試験の結果と議論 第8章
 

開発した受光光学系を用いた評価試験システムの三次元計測性能を評価する為の試

験を実施した。また、試験を通して得られたシステムの課題に対して、要因と対応策

を検討した。 

 

屋内試験結果 8.1 

パルスレーザの照射、受光時にシステムのセンサから出力される TOF 計測向けの

スタートパルスとストップパルスをオシロスコープで計測した結果の一例を図 8.1.1

に示す。 

この図のストップパルスは一次元ラインセンサの 1 セル（本グラフは第 16 セルの例）

における、レーザ照射 1 パルスに対する計測例である。6.1 節に記載の通り、スター

トパルスは照射レーザパルスの漏れ光をフォトディテクタで受光して取得した。この

スタート、ストップパルスをユニバーサルカウンタに入力して照射レーザパルスの往

復時間である TOF 計測を実施した。計測ターゲットの三次元計測においては、ガル

バノミラーによりレーザ照射ラインを垂直走査している間の照射レーザパルス毎に

TOF 計測を行うことで、1 セル分の垂直プロファイルを取得した。さらに、垂直プロ

ファイルを 1 次元ラインセンサの各セルで取得し、これらを統合することで三次元情

報が得られる。 

屋内試験において、水平向きに配置した棒ターゲットの垂直方向の TOF プロファ

イルの取得データ（ch27；視野内水平位置 左端から 150mm）が図 8.1.2 であり、

本図では横軸はデータ番号（照射レーザパルス番号）、縦軸が TOF 値である。グラフ

中、TOF 値が極度に増加し信号が乱れた部分（横軸値#19000 近傍）は受光光学系の

図 8.1.1 スタート、ストップ波形 
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垂直視野範囲よりも照射レーザの位置が外側になった状態であり、これにより、垂直

視野範囲を把握可能である。また、TOF 値が 73.5ns 程度となりプロファイルが窪ん

でいるデータ#5500~12000、ならびに#22200~33000 がターゲットの棒の領域であり、

背景の壁面に対してターゲットエリアが浮き出て計測できていることがわかる。 

 

このグラフの横軸、縦軸値を各々垂直視野サイズ、距離値に換算して図 8.1.3 を得

た。縦軸の距離への換算は TOF と光速 c（=3.0×108[m/s]）を元に式 8.1 にて行った。

なお本換算結果は、評価試験システムの一次元ラインセンサモジュール、伝送ケーブ

ル、ユニバーサルカウンタからなる計測系における信号伝達、処理による内部ディレ

イの影響を除去したものである。 

	
1
2

TOF	 (8.1) 	

 図 8.1.3 計測対象物（棒）部分の垂直プロファイル 

図 8.1.2 垂直プロファイル取得結果 
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壁面部分の垂直プロファイル（ch5；視野内水平位置 23mm）のグラフを図 8.1.4

に示す。図 8.1.3 で得られていた棒ターゲットのプロファイルはこの位置では見られ

ず、明確な違いがある。 

一次元ラインセンサの各セルで得たグラフを統合することで、三次元マップとなり、

図 8.1.5、図 8.1.6 の結果を得た。水平に配置した棒ターゲットの形状は図中におい

て緑色で表示された背景に対して、明るい水色の長方形のエリアとして表示され、タ

図 8.1.5 取得した三次元プロファイル（斜方向視） 

図 8.1.4 壁面部分の垂直プロファイル 



87 
 

ーゲット形状を検知可能であることがわかる。これにより、開発した受光光学系を用

いた三次元計測システムにおいて、垂直方向に拡大された視野による計測が可能であ

り、さらに物体の三次元形状情報を取得できる性能を有することがわかった。 

図 8.1.7 は図 8.1.6 中の指定位置の水平、垂直方向断面（指定位置；水平断面@垂

直 80mm、垂直断面@水平 140mm）についてのプロファイルを示す。水平方向のプロ

ファイルにおける棒端部 12mm 領域のエッジのなまりは受光光学系の集光性能によ

ると考えられる。7.2.1 項に示した受光光学系の集光性能評価において、センサ面位

置における集光サイズは 0.31mm であり、センサピッチの 0.25mm よりも大きい。こ

のため、あるセルの信号は隣接するセルの計測値にも影響を与えることとなる。棒の

水平方向端部において、エッジ部から±1 セル（5.6mm/セル）の領域では、反射レー

ザパルスの信号に棒のエリアと背景エリアの情報が混在していたと考えられる。一方

で、垂直プロファイルでは棒の上下エッジ部において、幅 12mm、13mm のスロープ

領域を経て棒の面から背景面の距離値に測距結果が変化している。このシャープさが

崩れたエッジ部の計測結果は、照射したライン状のレーザビームが計測対象エリアで

10mm の厚さを持つためである。水平方向のエッジ部と同様、棒のエッジ部から垂直

方向 10mm の領域では、反射レーザパルスの信号に棒のエリアと背景エリアの情報が

混在して、計測値に影響を与えていると考えられる。 

  

図 8.1.6 取得した三次元プロファイル（上面視） 
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屋外試験結果 8.2 

屋外環境下で屋内試験よりも長距離における三次元計測性能を評価するため、屋外

試験を実施した。計測対象のターゲットは図 6.3.4 のとおり 150mm□の白布とし、

背景となる黒色暗幕の前に配置した。ターゲットの設置距離は評価試験システムから

25、40、50m とした。計測における、スタート、ストップパルスの取得様式、垂直プ

ロファイルのデータ取得、軸換算については屋内試験に記載したものと同様である。 

各距離において、一次元ラインセンサの各チャンネルで取得した距離プロファイル

を統合して、図 8.2.1～図 8.2.3 に示す平板ターゲットの三次元マップを得た。各距

離で視野端部に極端な凸部、凹部が見られるが、これは距離データが取得できなかっ

た領域である。視野中央部においては、ターゲットの領域を示す四角形の突出が得ら

れている。また、各距離の上面から見た三次元計測結果を表 8.2.1 に示す。測距出来

図 8.1.7 水平、垂直方向の断面プロファイル 
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なかった視野領域は濃い青色で示した。このデータ欠損の要因は視野周縁に対する光

学系の透過効率の低下にあると考えられ、8.3 節で論じた。これらの三次元計測の結

果から、屋内試験結果と同様に、開発した受光光学系は意図したとおりに動作し、こ

れを用いた三次元計測システムはターゲット物体の形状、輪郭を検知できることがわ

かった。 

また、図 8.2.4 に示すよう、ターゲット距離の設定値と計測結果の比例関係が得ら

れた。理想的な R2 値（決定係数、R:相関係数）で特性が得られ、評価試験システム

が求められる測距性能を有していることがわかった。 

 

 

  

図 8.2.1 平板ターゲットの三次元プロファイル(25m) 
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図 8.2.2 平板ターゲットの三次元プロファイル(40m) 

図 8.2.3 平板ターゲットの三次元プロファイル(50m) 
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表 8.2.1 平板ターゲットの三次元プロファイル（上面視） 

図 8.2.4  ターゲット距離設定値と測距結果の関係 
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試験結果の評価、課題と対策案 8.3 

開発した光学系による視野拡大効果 8.3.1 

第 5 章、第 7 章、8.1 節、および 8.2 節に記載の通り、開発した受光光学系によ

り、水平方向の空間分解が得られるとともに従来の受光系構成に比べて垂直方向の視

野は 6.6 倍拡大された。この結果により、本研究の狙いとした、受光側のスキャニン

グミラー、ならびに専用設計が必要な高アスペクト比のセルを持つセンサを使用しな

いでも広視野範囲の三次元計測を可能とするレーザスキャナ装置を、今回開発した簡

素な構成の受光光学系と市販入手可能なセンサにより構築できることがわかった。 

 

計測誤差の特性 8.3.2 

計測ターゲットと背景暗幕の間隔の計測誤差はターゲット距離とともに図 8.3.1 の

ように変動した。設定した間隔 300mm からの誤差はターゲット距離 25m～50m に対

して、－100mm～+180mm に変化した。これは、ユニバーサルカウンタにおける TOF

計測時の”Time-walk"の影響によるものと考えられる。 

 今回の試験のカウンタ設定においては、センサ受光信号から TOF 計測の Stop 信号

を得る際に一定の電圧閾値を用いており、入力されるセンサ信号の電圧がこれを超え

た時点に TOF 計時を停止する。センサ信号はレーザ光源の出力波形と同等のガウシ

アン波形を有するため、同一距離であっても、途中光路の透過条件の変化等により信

号波高値が変動すると図 3.3.3 に示したような信号波形の変化となり、一定電圧で設

定された閾値を横断するタイミングにも変動が発生し、TOF 計測における誤差となる。

これが Time-walk と呼ばれ、距離測定誤差にもつながる。 

図 8.3.1 測距誤差の距離変動 
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距離によって信号波高値が変化する際においても、一定電圧閾値を用いる場合には

同様の影響が現れる。計測対象物からシステムの受光光学系に入射するレーザ反射光

のパワー（受光パワー）S は式 8.2（式 3.8 再掲）のように表わされる。この受光パワ

ーS がセンサ位置では光学像に拡がり、センサセルで受光されて信号となるため、信

号強度は入射光の像面積密度に比例する。この結果、センサ信号は距離の 2 乗分の 1

で変化し、さらに光路の透過率 exp(-2αL)の影響も受ける。これにより信号波高値が

距離変化し、Time-walk に繋がる。 

	
	 2

2 	 (8.2) 	

（S:受光パワー、P0:送光ピークパワー、A:レーザ照射面積［∝L2］、L:距離、B:計測対象物面積、

Rt:計測対象物反射率、C:主受光レンズ集光面積、TT:送光光学系透過率、TR:受光光学系透過率、

α:大気の透過係数） 

この距離変化による Time-walk によって、TOF タイミングも変化し、図 8.3.1 の

誤差変化が現れたと考えられる。同図からターゲット距離 25m と 50m の間では距離

計測値の間に約 280mm の差異が現れており、これは TOF 計測の Stop タイミングの

変化量としてはおよそ 1.9ns と換算される。距離 25m、ならびに 50m 計測時のター

ゲットからの反射信号波形の一例を図 8.3.2 に示す。同図中の Stop 信号の電圧値は

各々585mV、173mV で約 1/3.5 倍の関係であり、距離の比の 2 乗である 1／4 倍に近

い信号比を示している。これら 2 つの Stop 信号波形の立上りの時刻を 0ns として重

畳表示すると図 8.3.3 のようになり、閾値横断タイミングに 2.5ns の差が現れ、距離

計測値から逆算した TOF 計測の Stop タイミング差と 25%の差異があるが同レベルの

時間差が存在することを確認できた。（試験計測時の閾値電圧は 100mV であった。） 

 

図 8.3.2 距離 25m、50m のターゲットからの反射信号波形 
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面内の誤差分布 8.3.3 

ターゲットと背景間距離の計測誤差の視野垂直方向分布について、屋外試験の

150mm ターゲットエリアの計測結果を基に評価した。図 8.3.4 にターゲット板上の

中央、左、右領域に対する誤差の垂直分布を示した。計測ターゲットエリアの上端、

下端で誤差が増加する傾向にあることが覗える。加えて、8.2 節に記載したとおり

50m 条件下の計測結果では著しいデータ欠落が計測視野の上下端領域でみられた。こ

れらの状況は受光光学系において視野上下端領域に対する光の伝送効率が低く、

Time-walk の発生や、信号が検知下限以下となっていることが要因と推測される。 

図 8.3.3 ターゲット距離間の Stop タイミング誤差 

図 8.3.4 視野中央、左、右領域の測距誤差分布 
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図 8.3.5 は受光光学系の性能評価試験時にセンサセルが視野の上部、中央、下部か

らの反射レーザパルスを受けた際の出力信号強度を示している。同図より、計測視野

の周辺領域となる上部および下部では中央に比べて 45～60%の信号強度しか得られ

ていないことが確認できる。この低伝送効率に対して考えうる要因として、主受光レ

ンズ、ならびに追加光学系のリレーレンズ、シリンドリカルレンズにおける光線のケ

ラレが挙げられる [94] [95]。ここで、ケラレとは光学系を通過する光線束の周辺領域

が光学系内のレンズ枠や鏡筒に遮られて、結像面まで到達せず、得られる画像の周縁

部に影や明るさの低下が発生した状態を示す光学用語である。 

推定要因として挙げた各構成品の検証として、まず、主受光レンズにおける縦方向

の画像明るさ分布の評価結果を図 8.3.6 に示す。垂直方向の周辺部の画像明るさは中

央部の明るさに比べて 85～98％であることが確認でき、これより、主受光レンズは受

図 8.3.5 視野中央、左、右領域の反射信号強度 

図 8.3.6 主受光レンズの縦方向の明るさ分布 
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光光学系のケラレの主要因ではないと考えられる。また、追加光学系のうち、リレー

レンズについては図 5.5.2 の光線追跡図に示す通り、光線束はレンズ中央部に近い近

軸領域のみを通過している。よって、リレーレンズも低伝送効率への関与はほぼ無い

と考えてよい。 

一方で、シリンドリカルレンズでは、図 5.5.2 の垂直平面に対する光線追跡図にお

いて確認できるように、視野上下端からの入射光線がシリンドリカルレンズ周縁部を

通過し、センサに向かって出射している。これらの点から、三次元計測画像の上下部

における信号の劣化は主にシリンドリカルレンズで発生したものと考えられる。この

状況を、Zemax OpticStudio における幾何学的像解析を利用した光束形状のシミュレ

ーションにて確認した。このシミュレーションは、任意のパターンを撮影対象物とし

て設定し、どのような像が得られるかを評価するものであるが、設定したパターンか

らの入射光が光学系の各部分を通過する際の光束の断面形状を評価可能であるためこ

れを用いた。入射像を視角 0.48°の円パターンとした場合の、シリンドリカルレンズ

入射前、ならびに直後の光束形状のシミュレーション結果を図 8.3.7 に示す。パター

ンの配色はパワー密度（照度）を示しており、赤色が高密度である。数値は光学系に

1W 入射させた条件下の W/mm2 値である。シリンドリカルレンズ通過前の光束形状

は結像前である為シャープではないが、ケラレは見られない。一方、シリンドリカル

レンズ通過後には、レンズによる上下方向の圧縮の作用によりつぶれた楕円形のパタ

ーンとなることが予想されるが、図 8.3.7 の結果は楕円の上下部が直線状にカットさ

れた様な形状となっている。これらのシリンドリカルレンズ通過前後のパターン比較

から、このレンズにより計測エリアの上下領域に対するケラレが発生していることを

確認できた。シリンドリカルレンズ前後を含め、受光光学系の主受光レンズからセン

サ面に至る各部における光束形状を図 8.3.8 に並べた。 

 

 

図 8.3.7 シリンドリカルレンズ前後の光束形状 
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このケラレのある状況を改善するための対策として、視野上下端領域からの入射光

線がシリンドリカルレンズの中央部（光軸）寄りを通過するように光学系を改修する

必要がある。この対応策について、Zemax OpticStudio を用いたシミュレーションに

より設計検討し、効果を確認した。結果として、シリンドリカルレンズはリレーレン

ズに近づけた位置に配置した。これにより、垂直方向の視野周辺領域からの入射光線

のシリンドリカルレンズにおける通過位置をよりレンズ中央側（光軸寄り）に変位さ

せた。その後、各レンズ間隔、センサ面との焦点調整を行い、 適配置を導出した。

光線追跡図を図 8.3.9 に示す。垂直面の図において、視野上下端領域からの入射光線

がシリンドリカルレンズ部でより光軸近くを通過していることが確認できる。この光

学系配置におけるシリンドリカルレンズ通過前後の光束形状のシミュレーション結果

を図 8.3.10 に示す。前述した、初期の光学系配置でみられた光束上下部の直線状の

カット領域が無くなり、楕円形の光束がシリンドリカルレンズから出射されているこ

とを確認できる。この光学系配置で得られる集光スポットサイズは対策前よりも増加

しているが、中央で 0.24mm、四隅で 0.14mm であり、1 次元ラインセンサのピッチ

以内のサイズに収めることができた。図 8.3.11 に対策後のスポットダイアグラムを示

した。さらに、ケラレが排除されたことにより、受光光学系の伝送効率も改善され、

初期の光学系構成における 76％から、改善後には 92％まで効率が向上した。ケラレ

対策後の光学系の各部における光束形状を図 8.3.12 に示した。 

図 8.3.8 光学系内各位置の光束形状 



98 
 

 

 

 

 

 

図 8.3.10 ケラレ対策後のシリンドリカルレンズ前後光束形状 

図 8.3.9 ケラレ対策後の光線追跡図 
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図 8.3.12 ケラレ対策後の光学系内各位置の光束形状 

図 8.3.11 ケラレ対策後のスポットダイアグラム 
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 結論 第9章
 

本研究では三次元レーザスキャナシステムにおいて、システム構成を簡素化し、専

用設計のセンサを使用せずとも計測可能とする受光光学系の開発を行った。 

三次元レーザスキャナシステムは、開発例や適用例が急速に増加している三次元デ

ジタルマッピングや自動運転、ドライバーサポート等に対する強いニーズにより、近

年使用例、適用分野が拡大している。このシステムは計測対象物や対象領域にレーザ

光を照射し、位相差やパルスの飛行時間により距離情報を得て、この計測を二次元的

に行うことで三次元マップを取得するものである。本システムにおいては、以下に述

べる課題点があり、本研究でこれに対応するための受光光学系の開発を実施した。 

まず、三次元レーザスキャナにおいては、面領域に対する測距を行う必要があり、

測距位置を順次変更させながら、計測が行われる。このため、レーザ照射軸、センサ

視軸の偏向にスキャニングミラーが用いられるが、長距離の計測においては非常に高

精度な送受光 2 軸間のアライメントが要求される。これに対しては、1 セルあたりの

受光面の広いセンサアレイを用いて、広い受光視野内で送光側のレーザ照射のみスキ

ャンを行うことで、受光側ではスキャニングミラーを用いずに光軸アライメントを簡

易化する構成が対策案として挙げられ、実用事例もある。しかし、このシステム構成

においては、センササイズにより受光視野が規定されるため、広視野角を得るために

は、一般には入手が困難な高アスペクト比（縦横比）のセルで構成された専用設計の

センサが必要となり、容易には適用できない対応策となる。 

この課題に対して、本研究では一般に入手可能な低アスペクト比のセルサイズを持

つセンサを用いた場合でも、受光側のスキャニングミラーを排除して送受光軸アライ

メントへの要求を低減させ、さらに広視野を確保できる三次元レーザスキャナを構築

可能とする受光光学系の開発を行った。この光学系はラインスキャン型のレーザスキ

ャナシステム向けとして開発しており、計測対象エリアを水平方向に空間分解可能で

あり、垂直方向に対してはセンサの高さサイズに像を圧縮することで、従来システム

で行われる垂直方向のセンサ視野のスキャニング無しでも垂直方向視野全域からの入

射光線をラインセンサ上に集光可能とする機能を有している。この受光光学系は一般

に使われるカメラレンズである主受光レンズと、それに追加した簡素なレンズ系で構

成した。この光学系機能により、レーザ照射ラインがセンサ視野の上端から下端まで

スキャンされても、各スキャン位置からの反射光をセンサで計測可能となり、低アス

ペクト比のセルで構成されるラインセンサアレイを用い、かつ受光側のスキャニング

ミラーを排除しても、垂直方向視野全域の三次元計測を可能としている。 

本研究ではこの特殊機能をもった光学系を設計、構築し、これによる垂直方向の画

角拡大効果の確認、ならびに三次元計測への適用性の評価を目的とした。まず、光学

系の設計として、機能実現のために必要となる、像の転送、圧縮を行うための光学素
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子の仕様、配置を Zemax OpticStudio を用いた光学シミュレーションにより導出した。

その後、解析結果に基づいて受光光学系を組み、レーザ光源、計測機器等と組合せた

評価試験装置を構築した。本装置を用いた評価試験においては、受光光学系の集光性

能、分解能の評価、ならびに垂直方向のセンサ視野拡大効果を確認した。この結果、

垂直方向に目論見通り 6 倍のセンサ視野拡大が得られることを確認した。続いて、三

次元計測システムへの受光光学系の適用性評価として、屋内、屋外の 10m から 50m

までの距離条件下にて、ターゲットの三次元形状計測試験を行った。この結果、各距

離にて、ターゲットの形状プロファイルを取得でき、開発した受光光学系が三次元計

測システムへ適用できることを確認した。加えて、試験において得られた受光光学系

の課題について検討を加え、対応策を導出し、光学解析においてその効果を確認した。 

以上より、開発目的とした、受光側のスキャニングミラーを用いないでシステム構

成を簡素化し、さらに専用設計のセンサを不要として、容易に広視野角の三次元レー

ザスキャナシステムの実現を可能とする受光光学系を得て、本研究を完了することが

できた。 

以上 
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