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本研究では，多視点の地上撮影のデジカメ

画像から生成する高密度点群をデジカメ点

群，さらに変状の計測結果を3D変状と定義す

る．デジカメ点群は，多視点から撮影した画

像を用いて，Structure from Motion（SfM）

および多視点ステレオ（Multi-view Stereo: 

MVS）により得る．SfM/MVS処理の関連研究は

JACICの既往研究でも数件取り組まれており，

適用可能な対象が多いと報告されている．し

かしながら，既往ソフトウェアや処理環境の

制約により，取得できる対象が構造物の一部

でしかないことが課題である．また，デジカ

メ点群への位置情報の付与によるGIS・BIMソ

フトウェア上での管理や，変状特定の自動化，

変状の変化・変化量検出，点群への意味づけ

の完全自動化には十分に至っていない．そこ

で，本研究では，3D計測の実施事例が乏しい

小規模道路橋を対象とし，構造物全体のデジ

カメ点群の取得（図1）とその利活用方法の検

討を目的とする． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1．デジカメ点群取得例 

 

本報告書は，「第1章 はじめに」と「第7

章 まとめ」を含む全7章で構成する．「第2

章 デジカメ画像を用いた従来型SfM/MVS処

理」では，レーザー計測と比較した画像計測

の優位性，および，構造物計測における

SfM/MVS処理の意義について述べる．また，橋

梁を対象としたSfM/MVS処理では，橋梁全体の

抜けもれない撮影が求められることを説明す

るとともに，小規模橋梁の場合でも大量の撮

影画像が必要であるために，計測コストと処

理コストに課題があることを述べる． 

「第3章 SfM/MVS処理の効率化」では，構

造物計測におけるSfM/MVS処理の効率化を目

的とし，画像群のブロック化にもとづく画像

組合せ候補の絞り込みに着目して，広域・低

分解能画像群と局所・高分解能画像群を入力

データとしたSfM/MVS処理の効率化について

述べる． 

 「第4章 全天球カメラ利用による撮影時間

短縮」では，構造物計測におけるSfM/MVSのた

めの撮影時間コスト改善を目的とし，複数位

置で撮影した全天球画像から，多視点の中心

投影画像を生成し，それらの画像群から点群

を生成する手法について述べる． 

 「第5章 TOFカメラを用いた実時間メッシ

ュモデル作成」では，コンクリート桁橋およ

び鋼桁橋の小規模橋梁点検におけるデジカメ

点群の生成における課題を抜本的に解決する

方法の検討として，面的に測距できるTime-o

f-Flight（TOF）カメラの活用，および，ヘッ

ドマウント型TOFカメラによるメッシュモデ

ルの実時間生成に関する検証実験について述

べる． 

 「第6章 構造物情報管理のためのアブスト

ラクションおよびモデリング」では，構造物

計測における衛星測位の課題に着眼し，衛星

測位に依存しない，変状の位置情報の管理手

法として，属性情報の位置情報を点群上で直

接取得し，点群上で属性情報を管理するアプ

ローチを述べる．さらに，点群から3Dモデル

へ変換する際の中間処理をアブストラクショ

ン処理として提案し，ネットワーク情報を持

つセグメントモデルの活用例を述べる． 
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   Point cloud data acquisition is essential for the preparation of three-dimensional (3D) models for building 
information modeling (BIM). Generally, for large-scale infrastructure monitoring, we apply terrestrial laser 
scanning and an image-based 3D measurement such as structure from motion (SfM) and multi-view stereo 
(MVS) using an unmanned aerial vehicle for point cloud data generation. However, in small-infrastructure 
monitoring, there are numerous technical issues, such as the cost of survey instruments, data acquisition 
efficiency, processing time, and stability in point cloud generation. We focus on a methodology of SfM/MVS 
using a handheld camera. After an introduction, we summarized technical issues in SfM/MVS using a 
handheld camera in Chapter 2. Next, we propose two methodologies for improving SfM/MVS processing. We 
describe a block-based SfM/MVS using a handheld camera as the first methodology in Chapter 3. We describe 
SfM/MVS processing using a panorama camera as the second methodology in Chapter 4. Then, we compare 
point cloud generation using a head-mounted time-of-flight camera with SfM/MVS using a handheld camera 
in Chapter 5. Next, we propose an intermediate model, named an abstraction model, for point cloud processing 
and attribute data management in Chapter 6. Finally, we evaluate our methodologies through experiments 
using small-scale bridges, and thus confirm that our proposed methodologies could improve SfM/MVS 
processing for small-infrastructure monitoring. 
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