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要 旨 

本研究は，市街地環境の分析や 3D モデリングのための，市街地 MMS 計測点群からの類似形状抽出手法の開発を目的と

する．本報では，その前処理としての，市街地 MMS 計測点群に対する特徴形状部 (高曲率部) のセグメンテーション手法

を提案する．本手法では，複数の近傍点群に対する主成分分析を用いた近似曲率推定に基づくマルチスケール特徴を用い

て特徴形状部の点群を抽出し，抽出特徴点に対するユークリディアンクラスタリングによりセグメンテーションを行う．

1  はじめに 
近年，中・長距離レーザ計測器を用いた大規模環境計測

技術は，土木測量，建築，考古学，プラントなど様々な分野

で利用されている．MMS(Mobile Mapping System)は，車載

型のレーザ計測器により道路やその周辺の物体の 3 次元計

測が可能であり，計測点群はモデリングや物体認識などに

利用されている．また，市街地環境からの類似物体や類似

形状の抽出は，類似形状を持つ物体の効率的 3D モデリン

グや，市街地環境の分析，規則配置されている物体の配置

計画への応用などに有用である．そこで，本研究では，市街

地 MMS 計測点群から類似形状を抽出する手法の開発を目

的とする．本報では，類似形状抽出の前処理としての，市街

地 MMS 計測点群に対する特徴形状部（高い曲率を有する

部分）の点群の抽出法と，そのセグメンテーション手法を

提案する．

2  研究概要 
本研究は，従来の類似物体認識[1]とは異なり，例えば，

建物の壁面上に複数配置されている窓，壁面に取り付けら

れた看板，柱状物に付属する信号機など物体上の部分特徴

形状単位での抽出も可能とすることを目指す．そのため，

本研究では，特徴形状からなる物体単位もしくは物体内の

局所的な特徴形状単位の点群セグメントを抽出し，セグメ

ント間の類似形状検索を用いて目的を達成する．

本研究で提案するアルゴリズムの概要を図 1 に示す．ま

ず，処理効率化ならびに特徴点抽出の高精度化のためのダ

ウンサンプリング，地面点群除去，電線点群除去を行う．次

に，マルチスケール特徴[2]を利用して特徴点抽出を行い，

抽出した特徴点に対するユークリディアンクラスタリング

によりセグメンテーションを行う．既存の平面や円筒面等

の特定クラスの曲面領域に点群をセグメント化する手法[3]
や物体ごとにセグメント化する手法[4]とは異なり，本手法

は特徴形状部単位での点群のセグメント化を行う．

本研究で対象とする市街地 MMS 計測点群は，点密度差

や分布の偏り，ノイズが大きいといった性質がある．本研

究で特徴点抽出に用いるマルチスケール特徴は，点密度差

や分布の違い，ノイズに頑健であるため，安定して類似形

状から類似した特徴点を抽出可能である．

3  前処理 
 極端な点密度差による特徴点抽出の精度低下を避けるた

めに，まず，入力点群に対して一様ダウンサンプリングを

行う．また，本研究では，特徴的（高曲率）な形状のみから

なる物体単位もしくは物体内の特徴形状単位でのセグメン

トの生成を行うため，アンダーセグメンテーションの回避

ならびに処理効率化を目的として，市街地環境において物

体間を接続しており，本研究のセグメンテーションの対象

外となる地面，電線の点群の除去を行う．

ダウンサンプリング 空間をボクセル分割し，各ボクセル

内でランダムに 1 点のみを残すボクセルサンプリングを適

用する．本研究では，1 辺 50mm のボクセルを用いた． 
地面点群除去 点群内の最大の平面領域が地面平面である

と仮定して，RANSAC による平面フィッティングを用いて

点群から最大の平面領域ならびにそのフィット平面を推定

し，その平面から一定の距離𝜏𝜏𝑑𝑑以内の点を除去することで，

地面周辺点群の除去を行う．本研究では，𝜏𝜏𝑑𝑑 = 0.3mとした． 
電線点群除去 市街地環境に存在する電線の点群は，局所

点群の分布が一次元的かつ水平に近く，さらに地面から 4m
以上の高さに位置するという性質を持つ．そこで本研究で

は，これらの性質を満たす点を次の処理で除去する．

まず，入力点群の各点に対して，近傍点群に対する主成

分分析(PCA)を用いた点分類（線状点，面状点，立体状点へ

の各点の分類）[5]を実施する．また，半径𝑟𝑟𝑎𝑎内に存在する点

のうち，線状に分類された点の割合𝑃𝑃の計算を行う（図 2）．
そして，次の条件をすべて満たす点を電線上の点として除

去する．

１．点分類結果が線状であり，さらに𝑃𝑃が閾値𝜏𝜏𝑃𝑃以上である． 
２．PCA で求めた第一主成分軸と地面の法線ベクトルがな

す角度が閾値𝜏𝜏𝜃𝜃以上である． 
３．点の高さ値（z 座標）がℎ[m]以上である． 

図１  提案する市街地 MMS 計測点群からの類似形状

抽出手法の概要

図２  近傍線状点の割合評価に基づくエッジ部と

ワイヤー部の区別
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本手法において𝑃𝑃を用いた理由は，PCA における点分類

では，形状のシャープエッジ部付近の点も線状と分類され

るため，これらの点を除去しないようにするためである．

なお，本研究では，ℎ = 3.0m，PCA の近傍半径𝑟𝑟𝑎𝑎 = 0.2m，

𝜏𝜏𝑃𝑃 = 0.9, 𝜏𝜏𝜃𝜃 = 45𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑とした． 
4  マルチスケール特徴[2]に基づく特徴点抽出 
 点群の近似曲率推定には，PCA に基づく手法がよく用い

られる．点群の各点 i における近似曲率𝜎𝜎𝑖𝑖𝑟𝑟は，点 i から半径

r 内に存在する近傍点集合に対する PCA で得られる固有値

（𝜆𝜆𝑖𝑖,0𝑟𝑟 ≥ 𝜆𝜆𝑖𝑖,1𝑟𝑟 ≥ 𝜆𝜆𝑖𝑖,2𝑟𝑟 ）を用いて𝜎𝜎𝑖𝑖𝑟𝑟 = 𝜆𝜆𝑖𝑖,2𝑟𝑟 (𝜆𝜆𝑖𝑖,0𝑟𝑟 + 𝜆𝜆𝑖𝑖,1𝑟𝑟 + 𝜆𝜆𝑖𝑖,2𝑟𝑟 )⁄ で計

算できる．しかしながら，妥当な曲率の推定には，処理対象

のスケールや点分布に応じた適切なパラメータの調整が必

要である．そのため，本研究では，スケールの差に頑健なマ

ルチスケール特徴 (MS 特徴)[2]を用いて信頼度の高い特徴

点を抽出する． 
マルチスケール特徴抽出の概要を図 3 に示す．MS 特徴

量𝜔𝜔𝑖𝑖は，近傍半径集合𝑅𝑅 = �𝑟𝑟𝑗𝑗�𝑗𝑗 = 1, … ,𝑛𝑛, 𝑟𝑟𝑗𝑗 < 𝑟𝑟𝑗𝑗+1�の各半径

を用いた近傍点群に対して PCA を行い，求めた複数の近似

曲率𝜎𝜎𝑖𝑖
𝑟𝑟𝑖𝑖に対して式(1)により得られる． 
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 (1) 

ここで𝜏𝜏𝜎𝜎は近似曲率に対する閾値であり，MS 特徴は，得ら

れた近似曲率値が閾値𝜏𝜏𝜎𝜎以上である割合を表している． 
 MS 特徴量𝜔𝜔𝑖𝑖の計算を全点で行い，閾値𝜏𝜏以上の特徴量を

持つ点を，複数のスケールにおいて近似曲率値が高い特徴

形状部であると判定し，その点を特徴点として抽出する．

本 研 究 で は ， 𝑅𝑅 = {0.2m, 0.25m, 0.3m, 0.35m, 0.4m}, 𝜏𝜏𝜎𝜎 =
0.05, 𝜏𝜏 = 0.25とする．  
5  特徴点群のセグメンテーション 

 抽出した特徴形状部の点群に対し，ユークリディアンク

ラスタリングを用いたセグメンテーションを行う．ユーク

リディアンクラスタリングでは，任意の点𝑒𝑒から一定の距離

𝑟𝑟𝑏𝑏以内に存在する点を同じ集合に属すると仮定してクラス

タリングを行う．本研究では，距離𝑟𝑟𝑏𝑏 = 0.15mに設定した． 
6  実験結果 
 提案法を，北海道大学周辺の市街地環境の約 260m の直

線部の MMS 計測点群に適用した．点群の点数は約 2800 万

点であり，3 節で述べた前処理により約 800 万点に削減さ

れた．点群には，窓や街路樹，砂箱等の同一形状を持つ物体

が複数含まれている． 
 図 4,5 に，4,5 節で述べたセグメンテーション法の適用

結果を示す．結果より，密度差や分布の異なる MMS 点群

から，曲率が高いと推測される特徴形状部の点が特徴点と

して抽出でき，さらに特徴点のユークリディアンクラスタ

リングにより，特徴的な物体ごと（図 4 樹木）ならびに特

徴形状部（図 4 砂箱，図 5 窓）のセグメントが生成され

た．しかし，他の近接した物体も含まれるセグメントが生

成されることも確認した（図 4 砂箱）．また，同一形状の

特徴形状部に対して，視覚的に類似したセグメントを抽出

できることを確認した（図 4 砂箱，図 5 窓）．なお，3 節

で述べた前処理により，電線や地面の点群の大半が除去で

き，それらによるアンダーセグメンテーションは見られな

かった． 
7  まとめ 
 マルチスケール特徴に基づく特徴点抽出とユークリディ

アンクラスタリングに基づく市街地 MMS 点群からの特徴

形状のセグメンテーション法を提案し，実験によりその有

用性を確認した．類似形状からの類似セグメント抽出のよ

り詳細な分析，ならびに抽出したセグメントを利用した類

似形状抽出が今後の課題である． 
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図 3  マルチスケール特徴抽出の流れ 

 
図 4  市街地 MMS 点群のセグメンテーション結果 

    
図 5  建物点群のセグメンテーション結果 

(左：入力点群，右：セグメンテーション結果) 
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