
幾何学的類似性を利用した土木構造物点群
データの形状モデリング
幾何学的類似性を利用した土木構造物点群
データの形状モデリング

大阪大学 環境イノベーションデザインセンタ－
特任助教　　道川　隆士

平成 2 7 年 1 1 月

第2 0 1 4 - 1 3号

研究助成表紙.indd   13 2015/10/28   9:22:07



 1

一般財団法人日本建設情報総合センター研究助成事業報告書 

助成番号 第 2014-13 号 

幾何学的類似性を利用した 

土木構造物点群データの形状モデリング 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪大学 環境イノベーションデザインセンター 

道川 隆士 

 

  



 2

助成研究者紹介 

 

道川 隆士（みちかわ たかし） 

 

現職 

大阪大学 環境イノベーションデザインセンター 特任助教（博士（工学）） 

 

主な学術論文 

1） Vaibhav Kumar, Takashi Michikawa and Hiromasa Suzuki, “Improving 

medial surfaces for reverse engineering”, Computer-Aided Design and 

Applications, to appear.  

2） Takashi Michikawa, Tomohiro Fukuda and Nobuyoshi Yabuki, 

“Lofting-based shape simplification of building models using 

voxelization”, in Proceedings of International Conference on Civil and 

Building Engineering Informatics (ICCBEI 2015), No. 55, 6 pages, 2015.  

3） Takashi Michikawa, Masaki Moriguchi and Hiromasa Suzuki, 

“Feature-preserving outermost-surface polygonization from CT images”, 

Computer-Aided Design and Applications, Vol. 11, No. 2, pp.239-243, 

2014.  

4） Takashi Michikawa and Hiromasa Suzuki, “Polygonization of Volumetric 

Skeleton with Junctions”, Computer-Aided Design, Vol. 45, No. 4, 

pp.822-828, 2013. 

5） Takashi Michikawa and Hiromasa Suzuki, “Sparse Grid Distance 

Transforms”, Graphical Models, Vol. 72, Issue 4, pp.35-45, 2010. 

6） Takashi Michikawa and Hiromasa Suzuki, “Non-manifold Medial 

Surface Reconstruction from Volumetric Data”, Advances in Geometric 

Modeling and Processing, Lecture Notes in Computer Science, No. 6130, 

pp.124-136, 2010. 

7） Takashi Michikawa, Ken’ichiro Tsuji, Tomoyuki Fujimori and Hiromasa 

Suzuki, “Out-of-Core Distance Transforms”, in Proceedings of the 2007 

ACM symposium on Solid and Physical Modeling, pp.151-158, 2007. 

   



 3

共同研究者紹介 

 

矢吹 信喜（やぶき のぶよし） 

 

現職 

大阪大学工学研究科環境・エネルギー工学専攻 教授（Ph. D.） 

 

主な学術論文 

1） 矢吹信喜，蒔苗耕司，三浦憲二郎：「工業情報学の基礎」，理工図書，2011.4.

（著書） 

2） Xiangyu Wang, Nobuyoshi Yabuki, et al.（共著）: “Collaborative Design in 

Virtual Environments”, Springer, 2010.（著書） 

3） 土木学会（共著）：土木情報ハンドブック，建通新聞社，2005.（著書） 

4） 矢吹信喜，志谷倫章：PC 橋梁の 3 次元プロダクトモデルの開発と応用，土

木学会論文集，No.784/VI-66, pp.171-187, 2005.10. 

5） 矢吹信喜，東谷雄一朗，秋山実，河内康，宮亨：シールドトンネルのプロダ

クトモデルの開発に関する基礎的研究，土木情報利用技術論文集，Vol.16, 

pp.261-268, 2007.10. 

6） Nobuyoshi Yabuki: Representation of caves in a shield tunnel product 

model, ECPPM, 545-550, 2009. 

7） Nobuyoshi Yabuki et al.: A Proposed Bridge Information Model 

IFC-Bridge and Semantic Comparison of Synchronized Product Model 

Data, Proceedings of International CODE, pp.21-24, 2009.11. 

8） 城古雅典，有賀貴志，矢吹信喜：型枠の概念を用いたコンクリートモデルの

基礎的研究，土木学会論文集 F3（土木情報学），Vol.67, No.2, I_68-I_75, 

2011. 

9） 藤澤泰雄，矢吹信喜，五十嵐善一，吉野博之：鉄道高架橋を対象とした三次

元設計モデルの積算・施工への利用，土木学会論文集 F3（土木情報学），

Vol.67, No.2, I_8-I_17, 2011. 

   



 4

 

目次 

第 1 章 はじめに.............................................................................................. 6 

1.1 研究背景 ........................................................................................................ 6 

1.2 研究目的 ........................................................................................................ 8 

1.3 本報告書の構成 ............................................................................................. 9 

第 2 章 関連研究............................................................................................ 10 

2.1 レーザースキャナによる点群データ取得 .................................................... 10 

2.1.1 固定式レーザースキャナ ........................................................................... 10 

2.1.2 モバイルマッピングシステム ................................................................... 11 

2.2 幾何形状表現 ............................................................................................... 12 

2.2.1 点群データ ................................................................................................ 12 

2.2.2 ポリゴンデータ ......................................................................................... 13 

2.3 幾何処理 ...................................................................................................... 14 

2.3.1 点群データの法線推定 .............................................................................. 14 

2.3.2 幾何形状の類似性評価 .............................................................................. 15 

2.3.3 点群データからのポリゴン生成 ................................................................ 16 

2.4 IFC.............................................................................................................. 17 

第 3 章 幾何学的類似性を利用した点群データからのポリゴン生成 .............. 19 

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

3.2 幾何学的類似性評価を用いた点群データのセグメンテーション ................. 20 

3.2.1 平面抽出による検索候補の除去 ................................................................ 20 

3.2.2 Shape Context Descriptor を用いた局所特徴表現 .................................. 21 

3.2.3 Fast reject schema を用いた計算の効率化 .............................................. 23 

3.2.4 特徴点抽出による自動キー形状候補抽出 ................................................. 23 

3.3 代表点群データからのポリゴン生成 ........................................................... 24 

3.4 代表ポリゴンの点群データへの当てはめ .................................................... 25 

3.5 ポリゴンデータの CIM モデル化 ................................................................ 27 

第 4 章 実験結果............................................................................................ 29 

4.1 実験の概要 .................................................................................................. 29 

4.2 実験データ .................................................................................................. 29 



 5

4.3 計算結果 ...................................................................................................... 32 

4.4 考察 ............................................................................................................. 32 

4.4.1 品質 ........................................................................................................... 32 

4.4.2 セグメンテーションについての評価 ......................................................... 34 

4.4.3 計算速度 .................................................................................................... 35 

4.4.4 データサイズ ............................................................................................. 35 

4.5 制限事項 ...................................................................................................... 35 

第 5 章 まとめ ............................................................................................... 37 

5.1 結論 ............................................................................................................. 37 

5.2 今後の展望 .................................................................................................. 37 

参考文献 .......................................................................................................... 39 

 

 



 6

 

第1章 はじめに 

1.1 研究背景 

 日本において，橋梁や堤防などの既設土木構造物の維持管理が重要な問題と

なっている 1)．この問題の背景には，高度成長期に建設された構造物が設計寿命

を迎えつつあることが挙げられる．寿命を迎えた構造物は，建て替えなど更新

する必要があるが，全てを同時期に行うことは現実的ではない．そのため，適

切な維持管理を通して，土木構造物の長寿命化をはかり，戦略的に更新を行う

ことが求められている．  

 土木構造物の維持管理は，台帳など紙媒体を用いることが一般的である．こ

れは，紙で保存された 2 次元の図面を手がかりにして，補修情報や，点検情報

を集約する方法である．しかし，本来 3 次元である構造物を 2 次元の図面から

把握することは，熟練の技術者でないと難しい．また，紙による管理は，デー

タの更新が煩雑であるだけでなく，紛失などの危険性がある．人口減少が社会

的な問題となっている日本において，維持管理に割り当てられる人員は減少す

ることが予想されることから，誰でも理解できる形式で維持管理できることが

望まれる． 

 このような構造物の維持管理の問題を解決するため，土木構造物の維持管理

の電子化に関する取り組みが進んでいる．電子化により，情報の散逸を防ぐこ

とができるだけでなく，経年変化の把握などが簡単になる．例えば，三上ら 2)

は，鋼道路橋の維持管理支援を行うために，Web ベースの 3 次元モデルライブ

ラリシステムを開発した．清水ら 3)は，寸法のない模式図を検査と工事で共通に

用いるために，3 次元モデルを活用した橋梁維持管理や点検や修理を管理するた

めの展開図を容易に作成できるシステムを開発した．田原 4） は，関係者間のコ

ミュニケーションの円滑化，工事監理業務の効率化，施工の品質・安全性向上

に繋げることを可能にするために，建設構造物の 3 次元モデルを工事施工段階

で活用し，施工状況を可視化させるシステムを開発した．これらに共通してい

る点は，対象となる構造物を 3 次元モデルとして表現している点である．3 次元

モデルは対象となる構造物を視覚的に把握できる利点を持つ． 

 このような利点を持つことに着目した，構造物の施工から維持管理までの全

てのライフライクルにおける全ての情報を 3 次元データに集約させる CIM 
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(Construction information modeling)5),6)が維持管理の電子化の国家的な取り組

みとして始まっている．CIM の基本的なアイデアは，BIM (Building 

Information Modeling) 7)からきている．BIM は，建物の施工から維持管理まで

の全ライフサイクルで情報を 3 次元プロダクトモデルに集約させることを目的

としており， CIM は BIM の土木構造物版であると言える．国土交通省は，幾

つかのプロジェクトにおいて，CIM を導入し，その検証が行われている．また，

橋梁 8)や港湾 9)など各種土木構造物を対象としたプロダクトモデルの定義が活

発に行われている． 

 既存の土木構造物に CIM に基づく維持管理手法を導入するにあたり，3 次元

モデルをどのように作成するかが問題となる．新規構造物については，CAD ソ

フトウェアで作成したものがそのまま利用できるため問題ない．しかし，既存

構造物には，そのような 3 次元モデルは存在しない．2 次元の図面から作成する

ということが考えられるが，非常に手間がかかるだけでなく，図面自体がない

場合は，利用できない． 

 この問題を解決するために，レーザースキャナで計測した 3 次元の点集合（点

群データ）の利用に注目が集まっている．レーザースキャナは，物体の表面ま

での奥行きの距離を計測できる機器であり，それを利用することで構造物など

の 3 次元情報を取得できる．一般的な CAD ソフトウェアでは，曲面やポリゴン

などの境界表現形式で形を表すため，曲面再構成アルゴリズムを適用すれば，

対象構造物をポリゴンデータとして取得できる． 

 しかし，計測した構造物の点群データから CIM データを生成するには，3 つ

の大きな問題が残されている．1 つ目の問題は，点群データに含まれる構造物な

どの必要な点群データと樹木などの不要な点群データが分離されていないこと

である．点群データは，写真などと同様に，各点がどのオブジェクトに属して

いるかというラベルは付いていない．そのため，それらを分離する処理が必要

となる．2 つ目の問題は，対象構造物の全ての表面と点群として取得することが

難しいという点である．レーザースキャナは基本的に物体の表面しか取得でき

ない．また，構造物の手前に電柱などの遮蔽物があった場合は，その部分が欠

損する．欠損が含まれたデータのポリゴン化は可能であるものの，周りの点群

情報から類推する必要があるため，場合によっては予期しないポリゴンが生成

される場合がある．3 つ目の問題は，点群データから構造物のポリゴンデータを

部品ごとに生成することが難しい点である．点群データからポリゴンを生成す
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る研究は，数多く行われてきているが，そのほとんどが，1 つのポリゴンデータ

から閉じた曲面を生成することを目的としている．プロダクトモデルは，部品

ごとに分離したポリゴンデータで構成されている．そのようなデータを生成す

るためには，ポリゴン化結果をさらに領域わけなどによって分離する必要があ

る．その際，ポリゴンの分離などの面倒な操作が発生し，膨大な手間を要する

ことが予想される． 

 

1.2 研究目的 

 本研究の目的は，レーザースキャナで計測した土木構造物の点群データから

複数のパーツで構成されたプロダクトモデルを効率的に作成することである．

前節で述べた通り，レーザースキャナは，現実世界の形状を 3 次元の点群とし

て取得できる一方，それをポリゴンデータなどの使える形にするには多くの手

間が必要となり，技術的課題が多い．本研究では，土木構造物のポリゴン化を

効率的に行う手法を開発し，維持管理業務に貢献することを目標とする． 

 本報告では，幾何学類似性に基づく点群データからのポリゴン生成手法を提

案する．本研究のアイデアは，土木構造物の多くが類似した構造の繰り返しに

よって構成されていることに着目し，それをポリゴン生成に利用した点にある．

提案手法は，大きく分けて 3 つのステップからなる．はじめに，レーザースキ

ャナで計測された点群データから検索キーとなる形状に類似したデータを検索

する．検索キーと点群の部分集合との類似性の評価は，各形状から幾何学的な

不変量を抽出し，それを比較することで行う．本研究では，検索キーと類似し

た点群集合を抽出し，領域わけを行う．検索キーの生成方法は，マニュアルで

作成する方法，別の計測データから作成する方法がある．次に，類似パーツの

代表パーツを点群からのポリゴン生成手法を用いて代表ポリゴンを生成する．

後に代表ポリゴンを元の点群データを参考に配置することで，複数のパーツ

で構成された土木構造物のポリゴンモデルが生成できる．生成されたポリゴン

は，ソフトウェアを通して IFC (Industrial Foundation Classes)モデルに変換

でき，プロダクトモデルとして商用 CAD システムで利用できる．  

 提案手法の利点は，幾何学的類似性を利用することで，前説で述べた問題点

を解決している点にある．構造物以外の不要な点の除去は，形状マッチングに

よる領域わけの段階で分離できる．また不完全なデータに対しても，マッチン

グさえできれば，対応する箇所にポリゴンを当てはめれば良い．また，パーツ
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の分解も実現する．このように幾何学的類似性を利用したモデリング手法は，

土木構造物との相性が良い．本報では，提案したシステムをプログラムとして

実装し，レーザースキャナで計測した点群データに対して適用した結果につい

ても報告する． 

 

1.3 本報告書の構成 

本報告は，全 5 章から構成されている．第 2 章では，本研究の背景となる，幾

何形状表現およびレーザースキャナによる 3 次元計測技術について述べるとと

もに，関連する技術について概要を述べる．第 3 章では，本研究で提案する幾

何学的類似性に基づく点群データからのポリゴン生成手法について述べる．第 4

章では，提案手法をレーザースキャナで計測した点群データに対して適用した

結果を示すとともに，提案手法の評価を行う． 後に第 5 章にて，本報告をま

とめるとともに，今後の課題および展望について述べる． 
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第2章 関連研究 

2.1 レーザースキャナによる点群データ取得 

2.1.1 固定式レーザースキャナ 

 レーザースキャナは，計測対象にレーザーを照射することで，対象物体の表

面上の点までの距離を広範囲に計測する機器である．計測された距離情報を 3

次元座標に変換するためには，カメラの画角などのパラメータから計算された

変換行列を適用することで計算する．レーザースキャナは，図-1 に示す通り，

三脚などで固定された状態で計測を行う．そのため，計測できるのは 1 方向か

らのみとなる．対象全体を計測するためには，複数地点から計測し，位置合わ

せ手法を用いて，点群を同一の座標系に配置する必要がある．  

 

 

図-1固定式レーザースキャナ 

 

 レーザースキャナの計測方式は，計測対象の大きさなどによって大きく分け

て 2 種類に分類される 10)．1 つは，タイムオブフライト(Time-of-Flight, ToF)

方式である．これはレーザーを照射し，スキャナに帰ってくるまでの時間から，

対象までの距離を計算する手法である．もう 1 つの方法は，照射したレーザー

と反射して帰ってきたレーザー光の位相差から計算する方法である．タイムオ

ブフライト法方式のスキャナは，長距離にある対象を計測できる特徴を持つ一

方，位相差方式によるスキャナは数十ｍの範囲を高速に計測できる．この他，

両者の特徴をあわせもったものもあり，構造物を対象とした計測では，目的お

よび用途に応じて適切なスキャナが用いられている．  
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2.1.2 モバイルマッピングシステム 

 モバイルマッピングシステムは，自動車にレーザースキャナなどを搭載し，

走行しながら周囲の三次元情報を取得するシステムである．図-2 にモバイルマ

ッピングシステムを搭載した自動車を示す．MMS は，自動車の屋上に，カメラ，

レーザー計測機器，GPS (Global positioning system)，  IMU (Inertia 

measuring unit)などを搭載し，周辺環境を計測する．車内のコンピュータで，

これらの情報を統合して，位置情報を考慮した 終的な点群データを生成する． 

MMS の特徴に，自動車の走行速度で計測できる点がある．これは，計測時に交

通規制が不要であることを意味し，広い範囲を効率的に計測できる． MMS で

計測した点には，カメラで撮影した対象物の色情報，GPS や IMU によって平

面直角座標系の座標値などが含まれる． 

 MMS の計測誤差は，計測環境や, GPS の受信状況に依存するが，概ね 10cm

程度である．間野らの報告 11)によると，TS（Total Station）と固定式レーザー

スキャナで計測した対応した座標値と MMS で計測した点群データの位置合わ

せによって精度を計測したところ，1~10cm の誤差があったことが報告されてい

る．誤差は，加速，ブレーキなど速度が変化した場合，GPS が不安定な箇所に

おいて上昇しており，固定式のレーザースキャナと比較して多少精度が悪いこ

とが報告されている．ただし，固定式レーザースキャナと比較して，広い範囲

を計測できるという特徴を持っているため，鉄道の高架など長距離にわたって

存在する構造物の計測には適していると言える． 

 

 

  

図-2 モバイルマッピングシステム 
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2.2 幾何形状表現 

2.2.1 点群データ 

 点群データ(Point cloud)は，物体の表面を点(point)のみで表現した幾何形状

表現である．各点は，3 次元空間上の座標値を持つ．場合によっては，点群を曲

面とした場合の法線ベクトルや色情報などの属性を持つこともある(図-3)． 

 

 

図-3点群データ 

 

 点群データは，明確なデータ構造を持たず，配列などによって計算機上に格

納されることが多い．しかし，スムージングなど点群データに対する処理を行

う際には，幾何学的に近い点を探索する必要があり，単純な配列構造では，探

索時間が点数 n に比例する．そのため，kD 木(kD-tree) 12) や，八分木などの空

間データ構造が提案されている． 

 kD 木は，点群 P が与えられた時，軸に垂直な面空間を軸に垂直な面(例: YZ

平面)で入力点群を二分することを再帰的に繰り返すことで，点群を階層的な構

造に格納する木構造である．近傍点の探索では，分割面によって，点群が存在

する範囲を定義できることから，明らかに離れている点を初期の段階で除去で
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きる．その結果，探索対象の大幅な枝刈りが実現する．偏りが少ない木構造を

持った Kd 木の探索時間は，平均で logn 程度であり，探索速度は比較的高速で

ある． 

 

2.2.2 ポリゴンデータ 

 ポリゴンデータは，物体の表面を三角形などの多角形（ポリゴン）の集合で

表現する形状表現である．ポリゴンデータは，基本的にポリゴン f と f を構成す

る頂点 vi からなる．単純にポリゴンの集合で形を表現したものをポリゴンスー

プと呼ぶ．ポリゴンスープは，扱いが簡単であるが位相構造を明示的に持って

いない．そのため，表示目的で利用されることが一般的である．一方，ポリゴ

ンが互いに接続し，閉じた状態（全ての稜線が 2 枚のポリゴンに挟まれた状態，

二多様体と呼ぶ）をソリッドモデルと呼ぶ．図-4 にポリゴンスープとソリッド

モデルをそれぞれ示す．ポリゴンモデルがソリッドモデルであれば，体積や重

心などが計算できるだけでなく，ポリゴンモデルの簡略化や集合演算によるポ

リゴンモデルの合成などの幾何処理を頑健に実行できる．また，表面をパラメ

トリック曲面や解析曲面で表現したモデルが存在するが，基本的な構造は，ポ

リゴンデータと同様である．曲面の幾何情報を面の属性として持たせることで，

複雑な形状を表現できる．  

 

  
ポリゴンスープ ソリッドモデル 

図-4 ポリゴンデータ 

 ポリゴンデータのデータ構造は，点群と比較して複雑である．これは，ポリ

ゴンデータの編集操作が点群と比較して複雑であるだけでなく，編集の前後で
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ポリゴンデータの構造が破壊されないようにするためである．例えば，ポリゴ

ンのデータ構造を，ポリゴンを構成する頂点のリストとした場合，頂点数の違

いによって，データサイズが変わってしまう場合がある．半稜線データ構造は，

向き付きの稜線(半稜線, half edge)に注目し，頂点(vertex)，ポリゴン(loop)，向

きなしの稜線(edge)を，半稜線へのポインタとして表現する(図-5)13)．これによ

り，全ての位相要素がそれぞれ固定サイズになり，計算機上での実装およびメ

モリ管理が簡単となる． 

 

 
図-5半稜線データ構造 

 

 半稜線データ構造を利用することで，ポリゴンデータの位相要素へのアクセ

スおよび編集が簡単となる．例えば，ある頂点に接続しているポリゴンを列挙

することを考えた場合，ポリゴンを中心としたデータ表現の場合は，全てのポ

リゴンについて，対象となる頂点が含まれるかをチェックする必要がある．一

方，半稜線データ構造では，頂点に格納されている半稜線を取得できれば，半

稜線の対になっている半稜線を辿っていけば，頂点に接続する半稜線を列挙す

ることができるだけでなく，その半稜線に対応ついているポリゴンを取得する

ことができる．その探索は定数時間で終了する．また，ポリゴンの編集も，オ

イラーの多面体定理に違反しないよう位相操作関数を定義（オイラー操作）す

ることで，2 多様体であることを保証したポリゴン処理が実現する． 

 

2.3 幾何処理 

2.3.1 点群データの法線推定 

 点群データは，一般的に明確な法線情報を持っていないため，表示や内外の

loop

prev_half next_half

vertex

mate_half

edge
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判定を行うためには，法線が必要となる．点群データを構成する点の法線推定

は，その点周辺を平面に近似したときの法線が利用できる．この法線を計算す

るために，Hoppe ら 14)は，点群データの分散共分散行列を利用している．対象

となる点 p0における法線 n0を計算するとき，p0近傍の n 点 piを集めて，分散

共分散行列 M を式(1)の通り計算する（図-6（a））． 

  

. (1) 

  

M の固有値 は，点群の分散に相当するため， n0は 小の に対応する固有ベ

クトルであると考えることができる．ただし，ここで得られる法線は向きなし

であるため，全体として一貫性を持たせるように法線の向きを決定する必要が

ある．例えば，Hoppe らは，点群のグラフを作成し，バウンディングボックス 

の も外側にある点の法線の向きを固定し，それを，グラフを通して，他の点

に伝播させることで一貫性をもった向きつけを実現している．図-6(c)に図-6(b)

に示した法線なし点群の法線を計算し，陰影表示させた結果を示す． 

 

 

 
  

(a)点の法線推定 (b)法線無し点群 (c)法線付き点群 

図-6 点群の法線推定 

2.3.2 幾何形状の類似性評価 

 形状の類似性を評価する基本的な方法は，幾何形状から何らかの不変量を抽

出し，それを比較することである．ポリゴンや点群は，点の座標値を直列に並

p
0

p
i
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べてベクトルとみなしたとしても，点数が異なると次元数が異なり比較できな

くなる．そこで，点群を構成する点間の関係からヒストグラムを作成し，それ

を比較することで，類似性の評価を行う．例えば，Osada らは幾何形状上任意

の 2 点の距離のヒストグラムを不変量として利用した 15)．ヒストグラムの次元

を固定しておけば，同次元のベクトルとして比較可能となる．また Ohbuchi ら

は，2 点間の距離に加えて点の法線の内積を考慮することで，機械部品のように

平面で構成された形状を区別できるよう拡張した 16)．また，Johnson らは，形

状を構成する点について法線を軸とした円柱を定義し，周辺の形状を円柱座標

系でパラメータ化させた画像(spin image)で局所的な特徴を表現している 17)．

これらの他にも様々な方法が提案されており，サーベイ 18), 19)に詳しい．また，

近年では，3 次元形状をレンダリングして，2 次元画像の類似性評価問題として

考える研究も行われている．3 次元形状の類似性評価と異なり，2 次元画像に関

する研究は数多く行われている(例えばSIFT20)).それらの技術と機械学習を組み

合わせることで，検索精度を高めた事例 21)も報告されている． 

 

2.3.3 点群データからのポリゴン生成 

点群データからポリゴンを生成する問題は，Surface reconstruction（曲面再

構成問題）14)と呼ばれ，計算幾何学，コンピュータグラフィックス分野を中心

に研究が行われてきた問題である． 

 点群から曲面を生成する も簡単な手法は，点群を被覆するようなポリゴン

を生成する方法である．凸包 22)は，入力点群を被覆する 小の凸多角形として

定義された構造である．土木構造物は，比較的凸な構造を持ったものが多いた

め，一部では有効である一方，凹形状には適用できない．凸包を一般化したα

シェイプ 23)は，球の半径αをパラメータとして与え，任意の 3 点を選択し，球

面上にその 3 点が乗るように配置した時に，球内に他の点が存在しない時に，

その 3 点でポリゴンを生成する．これにより，凹特徴を持った形状であっても

ポリゴンが生成できるようになった．しかし，点群に粗密やノイズがある場合

所望の結果を得ることができない．これは，本研究で利用する点群データが，

条件の悪い屋外環境で計測されていることを考えると，大きな問題である．  

 曲面を構成する点群が既知の場合，曲面のパラメータを推定して曲面を構築

する方法も存在する． 小自乗法は，入力点群との誤差の自乗和が 小となる

ような曲面のパラメータを計算する．また，RANSAC 法 24)は，平面や円柱面な
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どの曲面を抽出するのによく利用されている．平面抽出を例にとると，任意の 3

点を選択し，3 点を通る平面をはじめに定義する．他の点群について，この平面

との誤差を評価し，ユーザ指定の閾値に収まる点の数を平面に対するスコアと

して保存する．これをユーザが指定する回数繰り返し，点数が も高いものが

求める平面となる．RANSAC 法は，ノイズを含む点群であっても頑健に平面や

円柱面の曲面抽出できる一方，所望の平面を獲得するために膨大な試行回数が

必要となる場合があり，大規模な点群では計算コストが問題となる． 

 コンピュータグラフィックス分野では，入力点群付近が０となるような符号

付スカラ場を定義することで曲面を再構築する手法が研究されている．具体的

な手法についてはサーベイ 25)に詳しい．例えば，Hoppe らの手法 14)では，3 次

元の点群について，各点における法線ベクトルを推定し，そこから内側がマイ

ナス，外側がプラスとなるようなスカラ場を構築する．このスカラ場に対して，

0 等値面を抽出することで，点群を通るようなポリゴンを生成する．スカラ場か

らのポリゴンは，Marching Cubes 法 26)などの等値面生成手法を利用すること

で計算できる．このほかにも Radial Basis Function などを使って点群間をなめ

らかに接続するような等値面をもった陰関数曲面を計算する方法 27),28)などが提

案されている． 

 

2.4 IFC 

IFC（Industry foundation classes）は，ビルなどを構成する要素を記述する

ためのデータモデルである 7)．IFC は，建物の幾何情報だけでなく，空間の関係，

壁などの材料といった属性も含んでいる．IFC は， BIM に基づくプロジェクト

で利用され，施主，建築家，構造技術者，設備業者，施工業者等の各プレーヤ

ーがプロジェクト・モデルを共有するために利用されている．これにより，ラ

イフサイクルを通じた建設に関わる業務の効率化が期待できる． 

建築物を対象としている IFC を土木構造物に適用するためには，独自の拡張

が必要となる．これは，土木構造物が持つ機能は多様であるためである．実際

に，IFC の概念を土木構造物へ応用する取り組みも幾つか行われている．例え

ば，矢吹らは，橋梁を対象としたプロダクトモデルである IFC-BRIDGE を提案

した 8)．また，Chen らは，港湾設備を記述するための IFC-HARBOR を提案し

た 9)．このような取り組みによって，土木構造物のプロダクトデータ化を取り巻

く環境は整備されつつある．一方で，プロダクトモデルに格納する幾何情報，



 18

特に計測データから作成される既存構造物の形状取得には解決すべき問題が残

っている． 
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第3章 幾何学的類似性を利用した点群データからのポリゴン生成 

3.1 概要 

 提案手法は，レーザースキャナで計測した点群データを入力として，パーツ

毎に分解されたポリゴンを出力する．図-7に手法の概要を示す． 

 提案手法は，大きく分けて 3 つのステップに分けられる．はじめに，検索キ

ーに類似する部分を点群データから抽出する．本ステップにより，点群データ

は，検索キーと類似する箇所とそれ以外に分類される．第 2 のステップでは，

点群データからポリゴンを生成する．この時，全てのポリゴンを生成すること

 

図-7 提案手法の概要 
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は非効率であるので，代表となる点群データに対してポリゴンを生成する．も

しキー形状がポリゴンとして与えられている場合は，それをそのまま利用する．

第 3 のステップでは，生成したポリゴンを類似する点群に配置する．類似形状

の探索において大まかな位置はわかっているため，位置合わせ問題 29)を解くこ

とでポリゴンの位置および姿勢を決定する． 

 以上のステップによって，複数のパーツで構成されたポリゴンを取得できる

ため，これを IFC データに変換することで建築系 CAD システムに読み込むこ

とができる．以下，各節にて各ステップの詳細について述べる． 

 

3.2 幾何学的類似性評価を用いた点群データのセグメンテーション 

3.2.1 平面抽出による検索候補の除去 

 土木構造物の点群データは，対象となる構造物の他に様々な箇所の点群デー

タを含む．例えば，道路から計測したデータには，道路部を表す点群が平面状

に分布している．効率的なモデリングを行うためには，それらの点群をあらか

じめ分離できていることが望ましい．  

 任意の点群から平面部を抽出するアプローチとして，RANSAC法 24)やHough

変換 30)を用いることが一般的である．これらの手法は，ランダムに数点選択し，

平面のパラメータを計算し，その平面上に乗る点数をカウントしたり，パラメ

ータ空間に投票したりすることで，スコアの高いパラメータを推定する．これ

らの手法は，ノイズや欠損の多い点群データであっても平面を頑健に抽出でき

る特徴を持つ一方，RANSAC では膨大な試行回数が必要になったり，Hough

変換では投票空間の離散化の解像度により必要となるメモリ空間が膨大になっ

たりするなど問題が多い． 

 本研究では，領域拡張法 31)により明らかに平面である箇所をあらかじめ抽出

する．領域拡張法は，与えられた初期値（シード）によって定義された曲面の

境界を拡張することで，点群のセグメンテーションを行う(図-8)．そのため，膨

大な試行錯誤やメモリ空間を用意する必要がない．はじめに，ランダムにシー

ドを配置する．この時，シード周辺を平面とした場合の法線を計算する．次に

シード周辺の頂点について，その平面との誤差を評価する．この誤差が小さい

頂点から順番に領域にマージする．この処理を全ての頂点がいずれかのシード

に所属するまで拡張を続ける． 
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 領域拡張法で問題となるのが初期シードの配置である．初期シードが少なす

ぎると平面近似の精度が悪くなる．一方，シードを多く配置すると，過分割が

発生する．また，セグメンテーション結果が初期シード位置に依存する．これ

らの問題を解決するために，隣接するクラスタのうち，同一平面に乗るクラス

タを統合したり，計算結果から，シード位置を重心位置に移動させるなど再計

算したりすることで，初期値に依存しないクラスタリングを行う． 

 

3.2.2 Shape Context Descriptor を用いた局所特徴表現 

 入力点群データは，パーツに分離されていないため，類似検索技術を用いてパ

ーツに分割する．点群に限らず，幾何形状を複数のパーツに分離する問題はセ

グメンテーションという問題として知られている．しかし，多くの方法は，幾

何学的に不連続な境界で分離するということが多く，意味を持ったパーツごと

に分離することは難しい． 

 提案手法では，幾何学的な類似性によるマッチング技術を利用したセグメン

テーションを行う．形状マッチングは，主に形状検索で使われてきた技術であ

るが，本研究では，これを形状のセグメンテーションに利用する．形状マッチ

ングでは，形状をデスクリプタ(Descriptor)と呼ばれる不変量に変換し，デスク

リプタ間で比較を行う．本研究では，Mori らの提案した Shape Context 

Descriptor32)を利用する．入力形状から，点 pi を中心とした半径 r の球で定義

される局所領域を定義し，形状内 2 点 pi, pjについて，その距離 d と 2 点の向き

と法線 の内積θからなるベクトル(dij, )を計算し特徴量を計算する (図-9，

式 2)．  

  

, 

,  
(2) 

   
図-8 領域拡張法による平面抽出 
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 Shape Context Descriptor は，このベクトルを 2 次元のヒストグラム Hijに投

票し， 後に ∑ 	 1となるように正規化させる．図-10に形状と対応するデ

スクリプタを示す． 

 Shape Context Descriptor の比較は，2 つのヒストグラムの各要素をかけた

ものの総和を計算する(式(3))．  

  

, ∑ . (3) 

, が同一だった場合は, , 1となることから，s が大きければ類似

 

図-9 Shape context descriptor 

 

   

   

ブロック 平面 円柱 

図-10 3 次元形状(上)と対応するデスクリプタ(下) 

njpj

rpi

dij
θij
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していると判断する． 

 本研究では，このマッチング技術を点群データの部分集合に対して適用する．

つまり，ある点を中心に半径 r の球を定義し，その中に含まれる点群を部分集

合として定義する．そして，この部分集合に対して Shape Context Descriptor

を計算し，評価を行う．そして，類似していると判定された領域を抽出する． 

 

3.2.3 Fast reject schema を用いた計算の効率化 

 前節で述べた比較を全ての点において行うのは計算負荷が高いため，効率化

が必要となる．Attene らは，比較対象領域を拡張する過程で明らかに異なる候

補を選択対象から除外する Fast reject schema33)を提案しており，本研究では，

それを用いて効率化を図る． 

 Fast reject schema は，部分領域の定義および，比較の 2 段階からなる．は

じめに小さな領域を定義する．領域の定義方法は，対象点を中心とする半径な

どが利用できる．次に，その部分領域に対して Shape context descriptor を用

いた比較を行う．この時点で類似していないと判定された点については比較対

象から除外する．残った点について，領域を拡張して再度比較を行う．この処

理を領域が大きくなるまで繰り返すことで類似パーツを抽出できる．図-11 に

Fast reject schema を用いた部分形状比較の結果を示す．図中の赤い球は，類

似していると判定されている領域を示す．半径を大きくするに伴い，検索対象

が減少していることが確認できる． 

 

3.2.4 特徴点抽出による自動キー形状候補抽出 

 形状マッチングでは，検索時のキーとなる形状が必要となるが，土木構造物

の点群データの場合，検索キー形状を事前に準備できない場合が多い．そこで，

自動的にキー形状を検索することで入力店群データの中からキー形状を抽出す

る方法について述べる． 

 基本的なアイデアは，点群データの特徴的な点を抽出することである．特徴

的な点とは，形状の角など点群データ全体であまり見られない点を指す(図-12)．

本研究では，領域拡張法の結果を用いて角となる点を見つける．領域拡張法の

結果各点には，所属するクラスタの ID が割り振られる．この時，各点を中心と

した球を定義し，その中に含まれる ID の数を数える．もし 3 以上の場合は，そ

の付近に角があると推定できる．この時，周辺の複数の点がこの条件に合致し，
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クラスタを形成するため，それぞれのクラスタについて平均をもとめ，それに

も近い点を代表点として検索キーとして利用する． 

 

3.3 代表点群データからのポリゴン生成 

 前節のマッチングにより，点群データはパーツ毎にセグメンテーションでき

る．しかし，それらを全てポリゴン化するには，2 つの問題がある．1 つは，ポ

リゴン生成の手間がかかることである．もう 1 つの問題は，同一の形であって

もことなるポリゴンが生成される場合がある点である．一般的に CAD データは，

同じパーツであれば同じ形状で表現されることが自然である．そこで，類似と

判断されたパーツについては代表的な 1 つの点群のみポリゴン化を適用する．

点群のポリゴン化は，Poisson surface reconstruction34)を用いた．図-13にセグ

メンテーションした点群からポリゴン化を行った結果を示す． 

図-11 Fast reject schema を利用した検索の効率化 

 

   

(a) 点タイプの分類 (b) コーナー検出 (c) 代表点抽出 

図-12 コーナー検出による検索キー抽出  

  

plane : 3

plane : 1
plane : 2

Point（ plane : 3）
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図-13 点群からのポリゴン生成 

 

3.4 代表ポリゴンの点群データへの当てはめ 

 3.2 節で述べた検索で類似していると判定された点群と検索キー間の変換を

計算する．これは，位置合わせ問題を解くことで得られる．位置合わせ問題と

は，一部重複した複数の点群データを同一の座標系に配置する問題で，Iterative 

Closest Point(ICP)アルゴリズム 29)が有名である．本研究では，ICP アルゴリズ

ムを代表ポリゴンの配置に利用する． 

 ICP アルゴリズムは，与えられた 2 種類の点群，ポリゴンデータについて，

各頂点間の対応関係の構築した後，対応点間の距離を 小化させるような剛体

変換 M(R,t)を見つける方法を提供する．点群 P, Q が与えられた時，ICP アルゴ

リズムは，式(4)を 小化する(R,t)を計算する(図-14)． 

  

‖ -R ‖ →min, (4) 

  

ただし， および は，P, Q の対応する点を表す．式(4)を満たす M を見つけて

P を剛体変換した後は，同じ処理を繰り返すことで 終的な結果を得る．この

アルゴリズムの解は局所 小解であるものの，適切な初期解を与えることがで

きれば， 適解になることが知られている．本研究では，マッチングにより，

お互いが近似しているということがわかっているだけでなく，初期解も点群の

重心を計算することで推定可能であるため， ICP を代表ポリゴンの配置に利用

できる．  



 26

 
図-14 Iterative Closest Point アルゴリズム 

 

 ICP を用いた配置手法を利用することで，様々な入力のキー形状を配置する

ことができる(図-15)．例えば，代表ポリゴンの面数を削減してポリゴンの配置

や，CAD ソフトウェアで設計した形状や他の計測手法で得られたパーツの点群

データ，例えば Structure from Motion35) の利用が考えられる．ICP を利用す

ることで，2 形状間の変換行列が得られるため，それを適用することでパーツを

入力点群データに配置できる． 

 

 

図-15 ICP を利用した複数入力点群を利用した形状モデリング 
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 この方法は，広範囲な点群データのポリゴン化に応用できる．MMS は，広範

な範囲の点群を計測できる一方，計測された点群の精度は，固定式レーザーと

比較して悪くなる．一方，固定式レーザースキャナは，精度が高い一方，計測

範囲は狭い．全体の位置関係を MMS で計測して，パーツについては，固定式

レーザーなどで計測することでお互いの短所を補った形状モデリングが可能と

なる． 

 

3.5 ポリゴンデータの CIM モデル化 

前節の手法によって，複数のポリゴンからなるアセンブリモデルが生成できる．

このデータを IFC ファイルに変換することで CIM モデルが生成できる．現時点

では，明確な仕様が定まっていないため，ifcBuildingProxyElement によって

表現した．図-16に Autodesk Revit で表示した結果を示す． 

 IFC ファイルに変換することによって，維持管理情報をデータに付加すると

ともに，データベースに格納して閲覧することが可能となる．図-17 に CIM デ

ータを用いた維持管理システムを示す． 

 

図-16 Autodesk Revit によるデータ表示 
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図-17 CIM データを用いた維持管理システムのプロトタイプ 
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第4章 実験結果 

4.1 実験の概要 

 本章では，第 3 章で提案したポリゴン化手法を，レーザースキャナで計測し

た点群データに適用するとともに，提案手法を評価する． 

 プログラムは，C++のプログラムとして Windows 上に実装した．実装は，点

群処理ライブラリの 1 つである Point Cloud Library (http://pointclouds.org/)

を用いた．また，点群データのポリゴン化については，Kazhdan らの Poisson 

Surface Reconstruction の実装(http://www.cs.jhu.edu/~misha/Code/PoissonR

econ/)を利用した． 

 

4.2 実験データ 

 本研究では，2 つの計測データに対して実験を行った．  

 1 つは，兵庫県西宮市の鳴尾川河口の堤防である．対象点群は，兵庫県西宮市

の鳴尾川付近の堤防（全長約 100m，高さ約 3m）を，Time-of-flight 方式のレ

ーザースキャナを搭載した MMS によって計測された．計測点数は 1,107,956

点で点の間隔は約 3~6cm である．堤防の写真および取得した堤防の点群データ

を図-18および図-19にそれぞれ示す．堤防のデータは，防波堤となる壁と壁を

補強するリブのようなパーツからなる．壁は，高さ 3m 程度で，川に沿って約

100m 程度にわたって存在している．パーツは，壁に沿って等間隔に配置されて

いる．計測データには，壁の平面部に一部五角形の欠損が確認できる．これは，

壁の手前にある看板に遮られた結果である． 

 もう 1 つのデータは，大阪府茨木市，吹田市，箕面市にある大阪モノレール

彩都線の高架橋（図-20）を，府道 1 号線上をそうこうした MMS によって計測

したデータ(図-21)である．点数は，36,330,307 点である．データは，モノレー

ルとそれを支える橋脚からなる．橋脚は，計測位置よりも高い場所にあるため，

上面部分が完全に計測されていない．また配線などの細かい点がノイズ状に分

布している． 

 どちらの例題も周辺の点群は必要なかったため，問題を簡単化するために，

周辺の点群を矩形で選択し，手動で削除したデータを実験では利用した．削除

した後の点群数はそれぞれ 141,270 点（鳴尾川河口），97,654 点（大阪モノレ

ール）である． 
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図-18 鳴尾川河口の写真 

 

図-19 鳴尾川河口の MMS データ 
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m
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図-20 府道 1 号線と大阪モノレール 

 

図-21 府道 1 号線と大阪モノレールの MMS データ 
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4.3 計算結果 

図-22 に鳴尾川河口堤防の MMS データに対して提案手法を適用した結果を示

す．図-22 (a)に入力点群を示す．はじめに，平面部を図-22 (b)に示す通り抽出

し，残った点に対して部分マッチングを適用した．適用した結果図-22 (c)の赤と

黄色で示された 2 種類のパーツが抽出された．これらと平面を合わせて 5 種類

のパーツが抽出した(図-22 (d))．このうち，代表となる各点群に対してポリゴン

化を適用し(図-22 (e))，それを入力点群データに配置した．図-22 (f)に 終結果

を示す． 終的なポリゴン数は 238,947 であった． 

 図-23に大阪モノレールに提案手法を適用した結果を示す, 図-23 (a)に入力点

群データを示す．この例題では，橋脚部が繰り返し構造を持っていることから

橋脚部をマッチングにより抽出した．検索に利用したポリゴンがユーザが作成

したポリゴンを利用した．図-23 (b) に抽出結果，図-23 (c)に代表ポリゴン，図

-23 (d) に 終結果をそれぞれ示す． 終的なポリゴン数は 99,569 であった． 

 

4.4 考察 

4.4.1 品質 

 ポリゴン化結果の品質は，代表ポリゴンとしてどのデータを利用したかに依

存する．例えば，CAD で作成したデータなど，事前に準備したデータである場

合には，そのポリゴンの品質が 終的な品質になる．点群からのポリゴン化を

行った場合は，ポリゴン化に依存する．この時，点群の粗密が大きく結果に依

存する．MMS データに限らず，レーザースキャナは，見えない場所の点を取る

ことはできないため，欠損部分は周りの点群を補完することで計算することに

なる．例えば，図-19 (f)の壁面には，看板で遮蔽された部分に欠損が発生してい

るが，補完されている．一方，図-23(c)の代表ポリゴンは，天井部が欠けていた

ため，それがポリゴン化に影響している． 

 また，代表ポリゴンの配置では，図-23(d)に示す通り，傾く場合がある．これ

は，余分な点群がキーに残っている場合に発生するためであり，位置合わせで

利用している ICP アルゴリズムの性質によるものである．ただし，土木構造物

の多くが，垂直に立っているという仮定をおけば，2 次元の問題に落とすことで

き，回転に対する自由度を大減らすことが可能となるため，姿勢を安定できる

のではないかと考えられる．  
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(a)入力点群データ 

(b)平面抽出結果 

(c) マッチング結果 

(d) 分類結果 

 
 

(e) 代表ポリゴン 

(f) 終ポリゴン 

図-22 計算結果 (鳴尾川河口) 
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(a) 入力点群 

(b) マッチング結果 

 

(c) 代表ポリゴン 

(d) 終ポリゴン 

図-23 計算結果（大阪モノレール） 

 

4.4.2 セグメンテーションについての評価 

 類似性を用いたセグメンテーションは，シード点に結果が大きく依存するだ

けでなり，適切なシード点を設定するため何度も試行を繰り返すことになった

ため，類似度の基準値をかなり細かく設定する必要があった． 点群に含まれる

特徴をキーにした場合，部分領域の定義方法が問題となる．具体的には，対象

コンポーネントから外れた点群を含む場合がある．これは，コンポーネントの

アスペクト比が大きい場合に発生しやすい．以上より，類似性を用いたセグメ

ンテーションは正確かつ容易なシード点設定と基準値設定，高精度な法線推定，

検索元領域の決定を 低限の範囲で行うことが課題になる． 
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4.4.3 計算速度 

表-1 に計算結果を示す．実験は，一般的な PC(CPU: Intel Core i7-3770K 

(3.50GHz), RAM: 32GB) で行った． 

 

表-1 計算結果 (M: マッチング，P:ポリゴン化，A:配置) 

   計算時間[s] 

 入力点数 面数 M P A 合計 

図-22 141,270 238947 57.467 6.934 1.801 63.202 

図-23  97,654 99,569 37,790 1.084 20.817 59.691 

 

4.4.4 データサイズ 

 提案手法で作成したポリゴン数は基本的には直接ポリゴン化して手動で分割

した場合と同等であるが，幾何学的に類似しているという性質を利用すること

で，データサイズを減らせる可能性がある．つまり，代表ポリゴンについては，

インスタンスを 1 つだけ持たせるような形状表現を採用出来れば，全体のデー

タ量はパーツの数まで減らすことができる．実際に VRML などの形状フォーマ

ットではサポートしている．これは，大規模な構造物においてはデータ節約と

いう点において大きな利点になりうる． 

 

4.5 制限事項 

 提案手法は，主に 3 点の制限事項を持つ． 

 第 1点は，類似パーツがある程度離れていることを前提としている点である．

もし，類似形状が接近しすぎたり，融合していたりする場合は，現在の方法で

は，マッチングが失敗すると考えられる．どのようなポリゴン化が望ましいか

も含めて検討する必要がある． 

 第 2点は， パーツの意味的構造に沿ったセグメンテーションを行うためには，

検索キーを明示的に与える必要がある点である．点群内の特徴を用いてマッチ

ングを行うと，類似する形状は見つけられるものの，実用上十分な分割が行わ

れない可能性がある．例えば，分割の参考となるようなデータベースを作成し，

データベースに格納されている分割パターンからから機械学習などを用いて

適な分割を見つけるといった方法が考えられる． 

 第 3 点はメモリ使用量を考慮していないため，計算時間とリソースの観点か
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ら処理できる点群データのサイズに制限がある点である． 各パーツが点群全体

から見るとごく狭小な領域しか占有しないことから，MMS データを効率的に格

納できるようなデータ構造の開発が必要である．  
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第5章 まとめ 

5.1 結論 

 本報告では，レーザースキャナで計測した土木構造物の点群データからポリ

ゴンを生成する手法を提案した．提案手法は，構造物が持つパーツの幾何学的

な類似性に着目し，それを利用したポリゴン化生成手法を提案した．提案手法

は，3 次元形状マッチングにより類似形状（パーツ）を見つけ，セグメンテーシ

ョンを行う．パーツのポリゴン化は，個別に行うのではなく，代表点群に対し

て行い，生成されたポリゴンを各パーツがある場所へ配置する．代表ポリゴン

の配置は，3 次元形状マッチングで得られた点群データと代表点群間の位置合わ

せ問題を解くことによって行う．作成されたポリゴンデータは，パーツごとに

分解されているため，IFC ファイルに変換することによって，属性付与が可能

な CIM データとして市販のソフトウェアで利用できる． 

 さらに，マッチングの検索キーとなる形状は，CAD ソフトウェアや，別の計

測手段から作成したポリゴンデータの他に，入力点群データから自動的に見つ

ける方法を開発した．これにより，ユーザが事前にキー形状をなくともパーツ

に分解されたポリゴンを生成できるようになった． 

 本研究では，提案手法を，プログラムとして実装するとともに，モバイルマ

ッピングシステム(MMS)で計測した 2 種類の構造物の点群データに対して適用

し，その有用性を検証した．検証の結果，類似するパーツについて適切にポリ

ゴン化できたことを確認した． 

 以上の成果は，既設土木構造物の効率的なポリゴン化に貢献すると考えられ

る．特に，高架橋のような長大かつ，類似構造が繰り返し現れるような構造物

のポリゴン化でその効果が顕著に現れると考えられる． 

 

5.2 今後の展望 

 本研究によって構造物の点群データのポリゴン化の効率化が図られた一方，

様々な改良点が明らかとなっている．本研究に関連した技術的課題および展望

として，以下の 3 点が挙げられる． 

 第 1 点は，不完全点群のマッチングである．本研究で使用した例題では現れ

なかったが，計測困難な場所では，障害物に遮蔽されるなど，完全に点群を取

得できない場合がある．そのような場合に部分的な一致判定でポリゴンを配置
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できれば，構造物のモデリングが簡単になると考えられる．これを解決するた

めには，デスクリプタだけでなく類似度評価の改良が必要となる． 

 第 2 点は，参照形状生成による，欠損の自動検出である．本研究は，プロダ

クトモデルの生成を目的としたため，代表ポリゴンを配置しているのみである．

しかし，同一形状の点群を集めることで，形状のばらつきや参照形状が計算で

きる．参照形状が定義できれば，そこからの差分を取ることで，剥離箇所を検

出できる可能性がある． 

 第 3 点は,スイープ特徴をもった点群のモデリングである．本研究では，3 次

元形状の類似性を評価しているが，モノレールのレール部のように，ある断面

を基準に一定方向にスイープしてできた形状も多数存在する．提案手法では，

このような形状のポリゴン化は考慮していないため，自動的にスイープを検出

し，ポリゴン化するアルゴリズムを新規に開発する必要がある． 
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 SHAPE MODELING FOR POINT CLOUDS OF CIVIL 

STRUCTURE USING GEOMETRIC SIMILARITY 
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   We propose an efficient method for creating polygonal data from point cloud data 

of civil structure scanned by laser scanners. The main idea is to use geometric 

similarity between objects for polygonization. The method consists of three major 

steps. First, the input point cloud is decomposed into sets of similar parts using 

local shape matching method. Second, representative parts per each set are polygonized 

using common surface reconstruction algorithms. The final result is then created by 

arranging the representative polygons into their associated positions. The proposed 

method is evaluated by using point cloud data of a civil structure scanned by mobile 

mapping systems. The evaluation results confirmed the method can accurately create 

assembly models of the civil structures from point clouds. This method is particularly 

efficient for polygonizing point clouds of structures with repetitive identical 

members, such as pillars of bridges. 

 

KEYWORDS: CIM (civil information modeling), point cloud, surface reconstruction, 

geometric similarity, registration, mobile mapping system.    
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[研究目的] 

 既存土木構造物の多くが設計寿命を迎えつ

つある中，それらの効率的な維持管理が重要

な課題となっている．新規に建設する構造物

に対しては，プロダクトモデルを用いること

で効率的な管理が可能であるが，建設から長

期間経過している既存構造物には，このよう

なプロダクトモデルは存在しない．そのため，

レーザスキャナを利用して，現在の構造物を

点群データとして取得し，そこからプロダク

トモデルを生成することが有効であると考え

られる．しかし，点群データからのポリゴン

生成手法の多くは単一のポリゴンを生成する

ため，複数のパーツを生成するためには，後

処理で分解する必要があるなど面倒である．

 本研究では，幾何学的類似性に着目した土

木構造物の点群データを対象とした効率的な

ポリゴン生成手法を提案する． 

 

[研究手順] 

 提案手法は，点群データを入力として，パー

ツに分解されたポリゴンデータを出力する．

提案手法は，大きく分けて，幾何学的類似性

を用いた類似形状の抽出，代表パーツのポリ

ゴン化，代表ポリゴンの配置に分けられる．

最初のステップでは，点群データをパーツの

集合に分解する．この時，パーツを分離する

ために，形状マッチング技術を用いる．本ス

テップでは，検索キーとなる形状を用意し，

幾何学不変量を計算することで，点群データ

の比較を行う．検索キーには，事前に準備し

た形状のほかに，入力点群から自動的に見つ

ける手法を開発した．次のステップでは，分

離したパーツのうち一つを代表としてポリゴ

ン化する．最後のステップでは，代表ポリゴ

ンを類似されたと判定された箇所に配置す

る．大まかな配置は形状マッチングの結果を

用いて，微調整は位置合わせ問題を解くこと

で行う．本研究では，以上をコンピュータの

プログラムとして実装した． 

 次に，提案手法の有効性を検証するため，

実験で使用する点群を，Mobile mapping sys

tem(MMS)を用いて計測した．計測対象地は，

大阪府箕面市，茨木市，吹田市周辺の大阪モ

ノレール彩都線である．対象地には，類似し

た橋脚が規則的に配置されており，本研究の

有効性を検証するのに適した点群である．ま

た，研究室にて保有していた兵庫県西宮市の

鳴尾川河口付近の堤防の点群データを検証に

用いた． 

 

 [研究成果] 

 ２つの点群データについて，提案手法を適

用した結果，パーツに分かれたポリゴンデー

タを生成できたことを確認した．生成したポ

リゴンデータは，商用ソフトウェアを用いてI

FCファイルに変換でき，維持管理に必要な情

報を付与できるようになった．また，検索キ

ーについても，ユーザが用意したデータだけ

でなく，他の計測手段で得られたデータ，点

群内から自動的に探す方法など様々な手段が

利用できることを示した． 

 本研究の新規性は，形状の幾何学的な類似

性を土木構造物のポリゴン化に利用した点に

ある．このアプローチは，繰り返し構造を多

く持つ土木構造物に対して有効であることを

示した．また，このアプローチは，遮蔽物に

よって十分な密度の点群が取れないような箇

所でもポリゴン化ができる可能性を持つなど

拡張性が高い．  

 以上の成果は，既設土木構造物の効率的な

ポリゴン化に貢献すると考えられる．特に，

高架橋のような長大かつ，類似構造が繰り返

し現れるような構造物のポリゴン化でその効

果が顕著に現れると考えられる． 

 今後の課題として，スイープ特徴など，様々

類似性をポリゴン生成に利用できるよう手法

を拡張することを通してプログラムの実用化

を図りたいと考えている． 
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