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３次元点群エディタによる
形状測定技術に関する研究



• 集中豪雨の増加と被害規模の拡大

• 河川機能の維持管理の重要性の増加

– 平常時の巡視に加え，3次元計測技術の活用による河川変状の点検
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研究の背景

［アメダス］1時間降水量50mm以上の年間発生回数
（図引用：http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/heavyraintrend.html）

［毎日新聞9月20日］宮崎県延岡市北川町での北川氾濫の被害
（図引用：http://mainichi.jp/articles/20160920/ddg/001/040/006000c）

平常時河川巡視
（図引用：国土交通省 水管理・国土保全局：

河川維持管理に関する技術実習テキスト【実務者編』，2014.3

MMS

航空レーザ

UAV

地上設置型
レーザスキャナ3次元計測技術による

河川点検データの蓄積



• 関西大学の河川分野における取組実績
– 平成20年度～平成22年度

• 「河川事業のデータ流通環境の構築に関する検討」
（近畿地方整備局 新技術開発研究助成採択）

– 平成23年度
• 「レーザプロファイラデータの有効活用方法に関する調査検討業務」

（近畿地方整備局 随意契約）

– 平成24年度～平成26年度
• 「レーザプロファイラ等の既存資産を用いた3次元CADデータの生成・活用技術に

関する研究」
（国土交通省国土技術政策総合研究所 委託研究）

– 平成27年度
• 「点群計測データの３次元モデリングにおける精度確保技術に関する研究」
（国土交通省国土技術政策総合研究所 委託研究）
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研究の背景
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研究の背景

TS出来形管理の施工フェーズへの
3次元CADデータの適応

TS出来形管理の施工フェーズへの
3次元CADデータの適応

既存資料を用いた
3次元CADデータの補完

既存資料を用いた
3次元CADデータの補完

LPやMMSを用いた
3次元CADデータの生成

LPやMMSを用いた
3次元CADデータの生成

全数検査による
詳細な河川堤防の変状測定

全数検査による
詳細な河川堤防の変状測定

同一地点の継続的な計
測データの蓄積

UAV

12/14
12/16

12/18 点群データ
時系列変化を抽出

MMS

正確な３次元情報の計測と時系列比較正確な３次元情報の計測と時系列比較

国土交通省が提唱する「i-Construction」に係る「3次元データによる15の新基準」は
これらの研究内容がベースとなっている



• 点群データが河川の維持管理に有用であることを実証したが、現場作業者がこれらの
成果を享受するためのアプリケーションが不足
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研究の課題（1/2）

土木分野向けの主要なアプリケーションでは

製品名 ：AutoCAD Civil 3D 2015
点数 ：約412万点（218MB）
読込時間 ：約3分
視点移動の再描画にかかる待ち時間：約3～4秒

製品名 ：AutoCAD Civil 3D 2015
点数 ：約4,200万点（2.7GB）
読込時間 ：×
（システムがフリーズして読込不可）

河川LPデータやMMSデータは容量が膨大

（１億点以上）なため、複数ファイルに分割
するか間引きを行わなければ実用的な速
度で処理できない

汎用的な点群処理アプリケーション

河川の維持管理に必要な機能が
備わっていない

製品名 ：Cloud Compare
ファイル容量 ：1GB以上も読込可能（搭載メモリに
依存）
点数 ：1億点以上も読込可能（マシンス
ペックに依存）

※点群データのみ読み込み可能であり，図面や画像
等のデータは管理できない



• 土木建設分野における3次元点群データ活用の課題
1. 膨大な点群データを読み込み高速表示するための「処理能力」

2. 頻繁な仕様変更に対応可能な「拡張性」

3. 3次元形状の計測結果だけでなく、多様な点検成果を統合可能な「柔軟
性」

4. 機器による計測成果のみならず、市区町村の実務者の点検成果を容易
に活用可能な「利便性」
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研究の課題（2/2）



• ４つの課題を解決した３次元点群エディタの開発
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研究の目的

3次元点群エディタ（本研究内容）

処理能力の確保 拡張性の確保 柔軟性の確保 利便性の確保

計測点群の高速描画
技術の研究開発 プラグインによる機能拡張

目視に依る巡視成果や
2次元の計測成果との連携

業務段階や管理団体を
跨いだ情報連携を実現

平常時に蓄積したデータを３次元
点群エディタ上で連携し、維持管
理と災害時の対策に適用



本研究成果
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• 事前に必要な情報のみを独自のバイナリ形式にコンバート

• 点群データの描画アルゴリズムには、空間八分木構造（Octree）によるLoD（Level-of-Detail）を採用
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高速描画アルゴリズムの検討

点群エディタ

点群データ

点群データ

点群データ

点群データ

コンバーター

オリジナルデータ

点群エディタ

提案方針従来方針

過剰な密度の点群データの
間引き処理や点の法線計算
等を事前に実行

形式 変換時間 読込時間

従来方針 - 約22.5秒

提案方針 約45.0秒 約1.2秒

視点位置に応じて可視化対
象のレベルを変更させ、描

画する点を制限

データ構造

※河川LPデータ（13,517,097点）の処理結果



• 目的
– 維持管理業務の支援に必要な機能を調査し、3次元点群エディタが具備すべき基本的な機能を明らかに

すること

• 方法
– 文献検索サービス「CiNii」を用いて学術論文を調査

– Web検索エンジン「Google」を用いて国や民間企業の取組を調査

• 結果
– 全87件の文献を精査し、次の知見が得られた

• 幾何形状の差分、形状断面、水中形状、土木構造物の劣化状況の可視化ニーズが高い

• 「水位」と「河川の異常・変状等の位置情報」の可視化のニーズが高い

• 平常時は、形状測定機能、横断図生成機能、空中写真測量機能、土木構造物の劣化判定機能、河川カルテや図面
等の関連付け機能を必要とする場面が多い

• 災害時は、主に被災状況を正確に把握することを目的として、形状測定機能、横断図生成機能、差分検出機能、ノイ
ズ除去機能を必要とする場面が多い

• 平常時と災害時を統合すると、形状測定機能、横断図生成機能、土木構造物の劣化判定機能、水位雨量計測機能、
河川カルテや図面等の関連付け機能のニーズが高い

10

点群エディタが具備すべき機能の調査



種別 機能要件

データ管理

約1億点規模の膨大な点群データを管理できること

幾何情報（XYZ）に加え、属性情報（反射強度等）を保持できること

複数の点群データを一元管理できること

任意の点に対して、画像や図面等の情報を関連付けできること

ファイルIO
幾何情報（XYZ）と属性情報（輝度、反射強度）を保持したCSVデータを読込可能なオリジナルフォーマットに変換できること

オリジナルフォーマットの点群データを読込できること

ビュー
点群データの規模に応じた 適な尺度で描画できること

視点の移動、回転、拡大縮小ができること

基本機能

プラグインにより機能を拡張できること

選択した点の情報及び関連する情報を取得、閲覧できること（ピッキング機能）

選択した二点間の距離を算出できること（形状測定機能）

点群データを間引き高速に描画できること（LoD機能）

拡張機能

点群データから範囲または断面指定により横断図を生成できること（横断図生成機能）

複数の点群データ間の差分を検出し、程度を色分けして表示できること（差分検出機能）

点群データに対して、図面や台帳等のファイルを関連付けて統合的に管理できること（ファイル関連付け機能）

点群デ タに対して 河川構造物の地物推定を行えること（地物推定機能）
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点群エディタの機能要件定義



• 点群データから範囲または断面指定により横断図を生成（横断図生成機能）

– 指定した任意の二点からなる横断測線に基づき横断図を生成

– 横断図は横断測線から一定範囲の距離の点を平面投影する手法（バッファ法）を
用いて生成

• 田中成典，今井龍一，中村健二，窪田諭，梅原喜政：LPデータと過年度の河川定期横
断測量成果を用いた横断図生成手法に関する研究，土木学会論文集F3（土木情報学），
土木学会，Vol.70，No.2，pp.I_283-I_292，2014．
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点群エディタの設計（1/4）

横断側線を構成する
二点を指定

横断図を生成し
エディタ上に描画



• 複数の点群データ間の差分を検出し、程度を色分けして表示（差分検出機
能）

– 3次元点群エディタ上に展開した複数の点群データを選択し、一方を基準として、
もう一方のデータ間の差分を検出
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点群エディタの設計（2/4）

二時期のLPデータ 差分の程度を可視化



• 点群データに図面や台帳等のファイルを関連付けて統合的に管理（ファイル関連付け機能）

– 複数の点を含む領域に対して外部ファイルを関連付けることが望ましい

• 領域を示すXMLデータを読み込み、点群データとファイルを関連付け

• 領域は、ポリラインにより底面形状を定義し、標高方向に押し出すことで形状を定義
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点群エディタの設計（3/4）

点群データ
（.las/.csv）

点群メタデータ
（.xml）

点群データの情報
・計測日
・計測機器
・計測方法
・解析ソフトウェア
など

外部ファイル

領域データに
関連するデータ

・設計図面
・現場写真
など

領域データファイル（.xml）

1:1
領域データに関する情報

スケッチ形状

スケッチ配置と
操作履歴

領域メタデータに関する情報
・領域データの作成日
・領域データの地物名
・領域データの地物種別
・点群メタデータへの参照
・外部ファイルへの参照
など

領域データの位相情報
・対象の領域データを示す情報（ID）

・位相状態を示す情報（接面：領域を
接する）
など

参照

参照

社会基盤情報標準化委員会：道路分野における点群データの属性管理仕様の検討小委員会
（代表：大阪経済大学中村健二教授）の成果資料より抜粋

システムイメージ



• 点群データから河川構造物の地物推定（地物推定機能）

– 河川の点群データの形状を解析し、天端、法面、小段、水面を推定

• 梅原 喜政, 田中 成典, 中村 健二, 塚田 義典：LPデータを用いた河川空間の地物推定技術に関する
研究，土木学会論文集F3（土木情報学），土木学会，Vol.73，No.2，pp.I_433-I_442，2017．
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点群エディタの設計（4/4）

水平な線分

水平でない線分

測線の端点

小値の点
オフセット値

水面

小値の点j

天端 天端

法面
小段

(A)

(B)

(C)

Y

X

地物の推定結果
（天端を赤色、法面を緑色、小段を橙色、水面を青色）

Z

X
Y

測線

測線に垂直な平面

垂線

横断側線に基づき生成した横断面に周囲の点を投影し、隣
接する点を接続したポリラインの形状特徴（水平、垂直、角
度等）より地物を推定



今後の展開
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（例）情報化施工での点群エディタの活用シーン （例）河川管理での点群エディタの活用シーン

活用 活用
点群エディタ

コアコンポーネント

汎用機能
（データI/O・高速描画・編集・計測等）

施工管理プラグイン
差分検出機能

土量算出機能

時系列管理機能

出来高帳票出力機能

河川管理プラグイン

ブレイクライン検出機能

縦横断図生成機能

3次元CADデータ生成機能

出来高帳票出力機能

組
込

組
込

研究開発

• 点群データの属性管理仕様（JACIC）

• TSによる出来形管理に用いる施工管理データ交換標準(案)
• 3次元設計データ交換標準(案)
• 地形を対象とした3次元製図基準（JACIC）
• 点群データの属性管理仕様（JACIC）

仕様・基準

施工管理プラグインを
組み込んだ点群エディタ

河川管理プラグインを
組み込んだ点群エディタ

■目的
• 施工品質の向上等
■実現可能なこと
• 工程管理
• 出来形管理
• 出来高管理
• 管理帳票の生成
• 設計データとの比較

■目的

• 維持管理業務の支援及
び効率化等

■実現可能なこと
• 3次元CADデータの生成

• 異常洗掘や欠損箇所の検
出

基本機能は無償で公開し、プラグイン開発用ツールキットも用意

点群データの実務利用を促進し、
i-Constructionを加速化



エディットモードブラウザモード

切替可

• ローカルに点群データがなくても閲覧できる
• 表示中のエリアが地図と連動して確認できる

• 点群データ全体を閲覧できる（点は間引か
れている）

• 任意区間を指定し、該当の点群データでエ
ディットモードに移行できる

• 点群データを詳細に確認できる（点は間引
かれていない生データ）

• プラグインにより機能を拡張できる

• 編集した点群データをビューモードに反映で
きる（再変換処理が必要）

• ビューモードと連携せず、従来通り点群デー
タファイルを読み込むこともできる

※開発中のため公開時に仕様変更となる場合があります

河川分野に限定しないあらゆる場面で活用可能な点群エディタの実現
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関西大学のこれまでの研究成果をプラグイン化

研究成果の着実な社会実装！


