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鋼橋レーザ計測点群からの規格化部材の自動抽出(第 3 報) 
－規格寸法判定処理の高精度化－ 

北海道大学 ○橋川元彰，金井理，伊達宏昭 

要 旨 

本研究では，鋼橋の上部構造を対象とし，そのレーザ計測点群から規格部材を構成する平面やエッジを抽出し，データベ

ース(DB)に登録した JIS規格部材の規格寸法をエッジ間パラメータとマッチングすることによって規格部材を自動抽出する

手法の開発を目的とする．本報告では，繰り返し重み付き最小二乗法(IRLSM)による平面フィッティングの精度向上により

規格寸法判定処理の高精度化を図ったので報告する． 

1 はじめに 

近年，橋梁の点検情報を 3Dモデル上に付加し維持管理の高

度化を図るシステムが開発されているが[1]，その際，既存橋梁

の 3Dモデル化が解決すべき課題となっている．特に鋼橋の上

部構造は，H型や L字鋼などの規格部材の組合せで構成される

ため，レーザ計測点群から規格部材モデルを抽出し，3D モデ

ル化を図る技術が求められている．しかし現在の市販点群処理

ソフト[2]では，部材付近の点群選択や，点群に対する部材サイ

ズ選択等に手動処理を必要とし，モデリングに時間を要する． 

そこで本研究は，鋼橋上部構造のレーザ計測点群から，予め

登録された断面形状を持つ規格部材を完全自動で抽出する手

法を開発する．前前報[3]では，点群から抽出された局所平面領

域と登録部材断面との特徴寸法マッチングから，規格断面をも

ち長さ可変な L 字鋼を全自動抽出するアルゴリズムを提案し

た．また，前報[4]では L 字鋼の内側面/外側面の識別等による

部材サイズ推定精度の改善手法を提案した．しかし，部材端部

のフィレットによって局所平面領域への平面フィッティング

精度が低下し，部材サイズが誤推定される等の問題があった．

そこで本報では，繰り返し重み付き最小二乗法(IRLSM)を利用

し，平面フィッティングの精度向上を行うことで，部材サイズ

推定処理の高精度化を行ったので報告する． 

2 提案する規格部材抽出手法 

2.1  提案手法概要 

提案手法の流れを図 1 に示す．まず，JIS 規格の型鋼断面上

から特徴点と特徴寸法を抽出し，そのデータベース(DB)を作成

しておく(A1)．一方，入力計測点群の主成分分析を行い，各点

の近傍点の空間分布を調べることで境界点を抽出する．また領

域成長法を行い，入力点群内の平面領域を抽出する．さらに，

異なる平面領域で同一部材を構成する可能性のある領域同士

をグループ化する(A2)．次に図 2のように，領域間交線と境界

点から，DB に登録された断面形状と同様の特徴寸法値を算出

し，これを DB内の特徴寸法値と照合し，部材タイプとサイズ

の候補と位置・姿勢を推定する(A3)．さらに，部材タイプは異

なるが特徴寸法値が同一になってしまう部材を区別するため，

点群上に部材候補の 3Dモデルをフィッティングし最終的な判

定を行う(A4). 以下に A1~A3の詳細を述べる． 

2.2  形鋼断面 DB の作成(A1) 

前前報[3]と同様に，図 3に示すような特徴点𝑃, 𝑄1, 𝑄2との座

標値と，特徴寸法𝑙1 = |𝑃𝑄1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗|, 𝑙2 = |𝑃𝑄2

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗|を内側面/外側面とで

別々に DBに登録する．図 3(c)のように部材端部にはフィレッ

トがあるため，内側面の場合はフィレットを内側面の幅寸法に

含めた場合の特徴寸法上限値𝑙𝑖𝑚𝑎𝑥と，含めない場合の下限値

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛を定め，特徴寸法と共に許容範囲として DB に登録する．

外側面の場合も，製造誤差を考慮した許容範囲を同様に設ける． 

2.3  平面領域ペア・平面寸法抽出(A2) 

2.3.1  領域境界点・平面領域抽出 

前前報[3]と同様に，領域境界点と平面領域点群を抽出する． 

2.3.2  平面領域の最適フィット平面推定 

平面領域が得られた後，その領域点群に対して繰り返し重み

付き最小二乗法により平面をフィットする．まず領域点群

{𝒙𝑘}𝑘=1
𝐾 に対し，最小二乗フィット平面(法線ベクトル𝒏𝟎と原点

からの距離𝑑0)を初期値として，平面と𝒙𝑘の誤差𝑒𝑘から式(1)に

示す Tukey の重み関数で重み𝑤 𝑒𝑘 を定める．なお，調整パラ

メータ𝑐は点群より推定する(本報では2mm)． 

(1) 

次に重み付き重心𝒎と，重み付き分散共分散行列𝑀を式(2)，(3)

より求める． 

(2) 

図 1 提案手法概要 

図 2 領域特徴寸法と DB特徴寸法の対応関係 

(a)L字鋼外側面 (b) L字鋼内側面 (c)特徴寸法の範囲 

図 3  L字鋼の場合の DBに登録する特徴点と寸法 
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 (3) 

𝑀の最小固有値に対応する固有ベクトルを新たなフィット平

面の法線𝒏，また𝑑 = −𝒏𝑻𝒎を新たな原点からの距離とし，平

面を更新する処理を反復して行う．これにより，図 4のように

フィレット部の影響を受けにくい平面フィッティングが行え，

図 3 の特徴点𝑃の位置を通常の最小二乗法よりも正確に求める

ことができる．  

2.3.3  平面領域グループ化 

平面領域内の全点に対し，その R 近傍点群 (本報では

R=25mm)を取り出し，他の平面領域に属する点が含まれていた

場合，2つの平面領域のフィット平面の法線間角度を求め，許

容角度範囲(本報では 90° ± 10°)内であれば，その領域ペアは同

一部材上にあるとみなし，同一グループに含める．  

2.3.4  平面グループ上での特徴寸法値推定 

同一グループに属する平面領域ペア全てに対し，図 2に示す

特徴寸法𝑙1̃，𝑙2̃を求める．まずペア平面間交線上に両平面領域

点を投影し，交線上で投影点が存在する区間を領域ペアに対す

る交線線分として得る．次に，片方の平面領域境界点に対する

主成分分析で得られる第一主方向ベクトルと交線方向ベクト

ルがほぼ平行となる境界点のみについて，リストに境界点と交

線間の距離を保存する．このとき，抽出対象部材の JIS規格に

存在する最大寸法より大きい，または最小寸法より小さい距離

は外れ値としてリストから除外する．さらに，寸法値が上位も

しくは下位 5%に該当する寸法は信頼性が低いものとしてリス

トから削除する．リストに残った距離の平均を𝑙1̃とする．この

処理を，他方の平面領域にも同様に適用し，𝑙2̃を得る． 

2.4  DB 照合(A3) 

2.4.1  部材構成平面の識別 

各平面領域に対し，その領域が部材の内側面/外側面のいず

れであるかを，予め与えたスキャナ設置位置に基づき識別する．

領域内の点𝑘に対し，その計測スキャナ位置から𝑘への入射ベク

トル𝒂𝑘と，点𝑘の法線𝒏𝑘の間の角度が90°以下ならば，法線𝒏𝑘の

向きを反転し領域外向きに揃える．次に平面領域ペア 𝑖, 𝑗 に対

し，平面領域点𝑖内の法線平均𝒏�̅�と，𝑖，𝑗内のある境界点から平

面間交線へ垂直に向かうベクトル𝒑𝑖，𝒑𝑗を考え，(𝒑𝑖 + 𝒑𝑗) ∙

𝒏�̅� < 0ならば，平面領域𝑖は部材の内側面であると識別する． 

2.4.2  DB 上での照合 

𝑙1̃，𝑙2̃をそれぞれ DB 内の特徴寸法の許容範囲と比較し，

𝑙𝑖𝑚𝑖𝑛 − σ ≤ 𝑙�̃� ≤ 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑥 + σを満たせば，その部材規格タイプに応

じたラベル付けを行う．この許容範囲の緩和値σは，その距離

での計測点間距離に応じて設定する(本報では5mm)．また，該

当する規格寸法値が複数存在する場合は，そのすべてを規格タ

イプ候補としてラベル付けする．抽出する部材の長手方向長さ

は 2.3.4で求めた交線線分の長さを用いる． 

3  レーザ計測点群からの L 字鋼抽出結果 

図 5のように，鵡川大橋の橋桁部を，河川敷から地上型レー

ザスキャナ(FARO Focus 3D)により計測した 3スキャン分の位

置合わせ点群の一部 (横構部，点数 381,957，部材上での平均

点間距離 4~9mm) を用意し，予め点群内に含まれる２種類の規

格サイズの L字鋼を手動で特定し正解部材データとした．この

２種類の L 字鋼断面を，2.2 節の DB に登録し，提案アルゴリ

ズムによりこの計測点群から部材の自動抽出を行った．なお，

通常の最小二乗法を適用した場合と，提案する繰り返し重み付

き最小二乗法を適用した場合の抽出結果を図 6に比較した．な

お，複数の規格サイズにマッチした平面領域ペアは，対応する

濃度で描画した．処理時間はそれぞれ 22s，24s程度であった． 

自動抽出された部材中，推定された規格サイズが正解部材と

同一（複数サイズ抽出時は，いずれかが正解と同一）であり，

かつその長さが正解部材長の6割以上のものを抽出成功部材と

した際の適合率と再現率を表 1にまとめた．繰り返し重み付き

最小二乗法の適用により，部材抽出数が 1増加している．提案

手法により，L字鋼がほぼもれなく抽出できたことが確認でき

る．ただし，図 6のように複数規格サイズにタグ付けされた部

材サイズを正確に特定することは困難であるため，今後，図 1

の A4 である部材 CAD モデル表面と計測点群との一致判定に

より，その精度を向上させる必要がある． 

4 おわりに 

レーザ計測点群内の規格部材の構成平面に対して繰り返し

重み付き最小二乗法を用いた平面フィッティングを行い，部材

の自動抽出が行える手法を提案した．実橋梁の計測点群に適用

し，適合率 92%，再現率 100%で抽出可能であると確認した． 

謝辞 

本研究の一部は，内閣府総合科学技術・イノベーション会議

の「SIP インフラ維持管理・更新・マネジメント技術」（管理法

人：NEDO）によって実施された．記して感謝する． 

参考文献 

[1] Yoshio Hada et al., “Development of a Bridge Inspection Support System using 

Two-Wheeled Multicopter and 3D Modeling Technology,” Journal of Disaster 

Research, 12(3), pp.593-606, (2017).  

[2] 例えば ClassNK-PEERLESSなど 

http://www.armonicos.co.jp/products/classnk-peerless/． 

[3] 橋川 他：「鋼橋レーザ計測点群からの規格部材の自動抽出」，2017年度
精密工学会春季大会学術講演会講演論文集, pp.581-582, (2017)． 

[4] 橋川 他：「鋼橋レーザ計測点群からの規格部材の自動抽出(第 2報)－抽
出精度の改善－」，2017年度精密工学会秋季大会学術講演会講演論文集，
ページ未定，(2017)． 

  

(a)最小二乗 (b)繰り返し重み付き最小二乗 
図 4 領域点群とそのフィット平面(L字鋼内側面の例) 

 

図 5 入力点群における L字鋼の配置箇所(正解部材データ) 

 

図 6 規格部材の抽出結果 

表 1 抽出処理の適合率と再現率 

条件 適合率 再現率 

最小二乗法  11/12(91%) 11/12(91%) 
繰り返し重み付き最小二乗法 12/13(92%) 12/12(100%) 
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