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要 旨 

本研究は，市街地環境の 3 次元建物モデル自動生成を目的とした，MMS 計測点群からの高精度な建物点群抽出手法を提

案する．既存手法では，近接した建物の低層部間に存在する塀等が原因で，複数建物の点群が単一の建物点群として抽出さ

れる問題があった．本手法では，一定高さ間隔で分けたレイヤーで点群のクラスタリングを行い，1 つの建物の点のみから

なる上層部のクラスタを用いて地面上の建物の占有領域を求め，その領域に含まれる点群を 1つの建物点群として抽出する． 

1. はじめに
近年，自動車にレーザ計測器を搭載し，道路面やその周

辺物体の 3 次元形状を取得する MMS(Mobile Mapping 

System)により，市街地環境の高精度な 3次元点群を取得す

る技術が注目されている． これにより得られた点群から，

市街地の 3 次元モデルを作成し，都市計画や防災シミュレ

ーション等に利用する試みが行われている．MMSから得ら

れる膨大な量の点群をこれらへ応用するためには，点群か

らの自動モデル化技術が必須である． 

近年，峯後ら[1]は MMS 点群からの機械学習を用いた建

物点集合の抽出，および手続き的処理による LOD建物モデ

リング手法を提案した．峯後らの手法は建物点の高精度な

抽出，ならびに LODと規則性を考慮したコンパクトな建物

モデル自動生成を実現しているが，個々の建物点群抽出の

際に，近接した建物の低層部間に存在する塀や看板等の物

体が原因で，複数の建物点群が単一の建物点群として抽出

されるアンダーセグメンテーションの問題があった． 

そこで本研究では，近接する建物間に塀や看板等が存在

する場合にも，正確に個々の建物点群を抽出する手法を開

発することを目的とする．本手法では，一定の高さごとに

分けた各レイヤーで点群のクラスタリングを行い，1 つの

建物の点のみからなる上層部のクラスタを用いてその建物

の地面上の占有領域を求め，その領域に含まれる点群を 1

つの建物点群として抽出することで，高精度に個々の建物

点群を抽出する． 

2. 提案する個々の建物点群抽出手法
2.1 概要 

既存手法[1]は，MMS 点群から機械学習で建物点群を取

り出し，最近点までの距離が一定以内となる点集合をセグ

メントとするユークリディアンクラスタリングにより個々

の建物点集合を抽出している．しかし，ユークリディアン

クラスタリングの結果として，複数の建物点群が単一の建

物点群として抽出されるアンダーセグメンテーションの問

題が生じていた．この原因を調査した結果，近接した建物

の低層部間に存在する塀や看板等の物体が原因であること

を確認した． 

そこで本研究では，建物上層部の点群は建物ごとに独立

して存在している点に注目し，上層部の点群で生成したセ

グメントを利用して個々の建物点を高精度に抽出する方法

を提案する．図 1~3および以下に提案手法の概要を示す． 

(1) 市街地 MMS点群からの建物点群抽出（図 1） 
平面フィットに基づく地面点除去，ユークリディアンク

ラスタリング，および，セグメントの点数に対する閾値

処理により，入力点群から，単独の建物もしくは複数の

建物の点群からなるセグメント（以降建物セグメントと

呼ぶ）を抽出する． 

(2) 建物の各レイヤーの占有領域推定（図 2） 

高さ方向において一定間隔ごとに建物セグメントをレ

イヤー分けし，各レイヤーの点群に対するユークリディ

アンクラスタリングならびに OBB 生成により，各レイ

ヤーにおける建物の占有領域を推定する． 

(3) 個々の建物点群抽出（図 3） 

グラフを用いて重複率の高い各レイヤーの占有領域を

抽出することにより，個々の建物ごとの占有領域を求め

る．そして，個々の建物の占有領域に含まれる点群を，

個々の建物点群として出力する． 

図 1市街地 MMS点群からの建物点群抽出 

図 2 建物の各レイヤーの占有領域推定 

図 3 個々の建物点群抽出 

－53－

2017年度精密工学会北海道支部学術講演会講演論文集

onosato
タイプライターテキスト
B-12



2.2 市街地 MMS 点群からの建物点群抽出（図 1） 

まず入力の市街地MMS点群に対し地面点群を除去する．

本手法では，RANSAC による点群への平面フィッティング

により地面平面を見つけ，その平面に属する点群（RANSAC

のインライア）を除去する．RANSAC による平面フィッテ

ィングでは，点群からのランダムな 3 点選択，3 点を通過

する平面の定義，およびインライア（平面から一定距離内

の点）数のカウントを繰り返し，インライア数が最大の平

面を最適フィット平面として出力する．次に，ユークリデ

ィアンクラスタリングにより地面除去点群をセグメント集

合に分割する．ユークリディアンクラスタリングは，ラン

ダムな点をシード点として，その点から距離 r1内に存在す

る点を同一クラスタに属する処理を繰り返すことで，セグ

メントを抽出する手法である．建物を含むセグメントは樹

木や柱状物に比べて十分な数の点を含むと仮定し，最後に，

分割したセグメントのうち，属する点数が n 個以上のもの

を，建物セグメント{Si}として抽出する． 

 

2.3 建物の各レイヤーの占有領域推定（図 2） 
まず，個々の建物セグメント Siに対し一定高さごとにレ

イヤー分けを行う．レイヤー分けは，Siに属する点のうち，

標高を表す z 座標値が最小の点を見つけ，その z 座標値か

ら一定間隔 tごとに，Siに属する点群を水平面で分割するこ

とにより行う．次に，各レイヤー内に存在する点でユーク

リディアンクラスタリング（近傍探索距離 r2）を行う．最

後に，各レイヤーlの各クラスタ l

jC に対し 2次元の OBB（有

向バウンディングボックス， l

jO )を生成する．OBB 生成で

は，まず，クラスタ l

jC に含まれる点群を水平面に投影する．

次に，その投影した点群に対し RANSAC による直線フィッ

ティングを適用し，支配的な直線（軸）を見つける．そし

て，その直線に沿った方向を１つの軸方向とし，投影した

クラスタの点を包含する最小の直方体を，クラスタ l

jC の占

有領域 l

jO として求める． 
 

2.4 個々の建物点群抽出（図 3） 

まず，各レイヤーのクラスタの接続関係を抽出する．本

手法では，図 3 に示すように，各レイヤー間のクラスタの

接続関係をグラフを用いて表す．グラフのノードは各クラ

スタであり，アークは隣接するレイヤーのクラスタのうち

占有領域に重なりがあるノード間に生成する．また上のレ

イヤーの隣接ノードが存在しないノードを建物シードノー

ドとする． 

次に，個々の建物の占有領域を推定する．まず建物シー

ドノードのクラスタを，個々の建物に属するクラスタの集

合である建物クラスタへ加える．次に建物シードノードの

占有領域と隣接する下のレイヤーのノードの占有領域との

重複率 p を計算する．p が閾値 τp以上であれば，その隣接

ノードのクラスタを建物クラスタ集合に追加し，一つ下の

ノードに移動し，p が条件を満たさなくなるまで処理を繰

り返す．個々の建物の占有領域は，個々の建物クラスタの

各クラスタの占有領域の和集合領域として求める． 

最後に，個々の建物占有領域から，その領域上に存在す

る全ての点を個々の建物点群として抽出する． 

 

3． 実験結果 

 2 節で述べた提案手法を，北海道大学周辺を計測した

MMS計測点群（約 300万点）に対して適用した．なお，ユ

ークリディアンクラスタリングにおける近傍探索距離は r1 

=0.2m，r2 =0.3m，レイヤーの厚みは t =3.0m，占有領域の重

複率に対する閾値 τp=0.95，建物セグメント抽出の点数の閾

値は n =30000とした． 

図 4 に既存手法[1]による建物点群抽出結果，図 5 に提案

手法による建物点群抽出結果を示す．図中の色は，抽出さ

れた個別の建物点群を表す．結果を比較すると，既存手法

では，図中の S2，S3に示すように，複数建物の点群が単一

の建物点群として抽出されている一方で，提案手法では，

近接する建物の点群も個々の建物点群として抽出できてい

ることがわかる．しかしながら，図 5中 Aに示すように低

層部において建物の点群であるにもかかわらず，建物点群

として抽出されていない問題を確認した．本手法は，上層

部のクラスタの占有領域を用いて建物点群を抽出するため，

低層部のみが大きな占有領域を持つ場合には，低層部の建

物点を正確に抽出できないためである．また，建物手前の

電柱や電線，樹木が点数に基づくセグメントの除去処理で，

除去されないことを確認した．これは，近接する樹木や電

柱，電線を含む一つのセグメントの点数が，建物と同等と

なったためである．平面領域に属する点の割合に基づくセ

グメントのフィルタリング処理等により，より正確に建物

セグメントを抽出する手法の開発を行う．  

 

4． おわりに 

建物上層部の点群のクラスタリングと建物占有領域推定

に基づく，市街地 MMS 点群からの個々の建物点群の抽出

手法を提案し，実験により従来法[1]に比べ高精度に個々の

建物点群を抽出できることを確認した．今後，低層部のよ

り正確な建物点群の抽出手法，ならびに，建物以外のセグ

メントのフィルタリング手法の開発を行う． 
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図 4 実行結果（既存手法[1]） 

 

図 5 実行結果（提案手法） 
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