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要 旨 

本研究では，地上型レーザスキャナ計測点群内から部分的な円筒配管系統を先に認識し，円筒群が空間で一致する幾何制

約を利用して，重複が少ない場合でも，点群間のラフおよび精密レジストレーションを行う手法を提案する．しかし既報で

は，配管以外の点群を手動で除去する必要があった．そこで本報では，実計測点群データにおいて，レジストレーションに

用いる部分的円筒配管上の点群や円筒定義パラメータを効率的に抽出するため，壁や床面等といった円筒配管系統上以外の

点群の自動除去技術を開発したので報告する． 

1. はじめに
近年，大規模プラントの as-builtモデル化のため，レーザ

スキャナを活用する機会が増えている．レーザスキャンに

基づくプラント配管系統の as-built 3 次元モデル構築には，

円筒配管が大部分を占める計測対象を，複数スキャン位置

から測った計測点群データのレジストレーションが必要で

ある．しかし，点群間の重複度が少ない場合，図 1(a)に示す

ICP[1]による従来手法では，レーザ入射角が大きく，偶然誤

差が潜在的に大きくなる重複部を用いて点群間の位置合わ

せを行うことが多い．さらに，その位置合わせ済み点群に

対し円筒面をフィッティングするため，レジストレーショ

ン誤差がフィッティングに伝搬し，モデリング精度が低下

する可能性がある． 

そこで本研究では，既報[2]において，計測点群内から配

管円筒オブジェクトを先に認識し，図 1(b)のように，円筒

面が空間で一致する幾何制約を用いて，計測点群間の精密

レジストレーションと配管の円筒モデリングを同時に行う

手法を提案し，有効性を確認してきた．しかし，配管系統表

面以外の点群を手動で除去する必要があった． 

本報では，様々な物体の測定点を含む実計測点群の中か

ら，配管系統上の点群のみを選択的に自動抽出し，提案し

た精密レジストレーションを効率的に実施する手法を開発

したので報告する． 

2. 提案レジストレーション手法の概要と問題点
2.1. 提案レジストレーション手法概要 

まず，スキャンごとの計測点群に対して，MSAC による

円筒パラメータ{𝒙𝑘
𝐶𝑦𝑙

}のラフ抽出を行う．抽出した円筒軸を

用いて，RANSAC アルゴリズムに基づき，円筒軸同士を一

致させる計測点群間のラフレジストレーションを行い，各

スキャナのラフな位置・姿勢パラメータ{𝒙𝑗
𝑅𝑒𝑔

}を求める．そ

の後，基準座標系において，各円筒軸と近い傾きの座標軸

で場合分けし，スキャナ𝑗から計測された円筒𝑘上の計測点𝑖

を円筒軸に垂直な平面上へ投影し，投影平面上の座標系か

らみた計測点と，円筒面との距離誤差𝑓𝑗𝑘(𝑖)を評価する．さ

らに全計測点群𝑃 = {𝑖}に対する𝑓𝑗𝑘(𝑖)の誤差二乗和が最小

となるよう，各スキャナの位置・姿勢パラメータ，および全

円筒パラメータを変数として，式(1)に示す繰り返し重み付

き最小二乗法(IRLSM)より最適化を行う．最適化には，

Levenberg-Marquardt法を用いる． 

minimize
{𝒙𝑗

𝑅𝑒𝑔
},{𝒙𝑘

𝐶𝑦𝑙
}
∑𝑖∈𝑃𝑤(𝑒𝑖)𝑓𝑗𝑘

2 (𝑖; 𝒙𝑗
𝑅𝑒𝑔

, 𝒙𝑘
𝐶𝑦𝑙

) (1) 

ただし，𝑤(𝑒𝑖)は，重み関数，𝑒𝑖 = 𝑓𝑗𝑘(𝑖)は，計測点𝑖にお

ける円筒面との距離誤差である． 

2.2. 円筒ラフ抽出における問題点 

スキャンごとの実計測点群データに対して，MSAC によ

る円筒ラフ抽出処理を適用する場合，床や壁など円筒面以

外の表面を含む点群全体からサンプル点を選択し，円筒形

状を推定すると，計算コストが膨大となってしまう．そこ

で既報[2]では，入力点群内に含まれる配管系統上以外の床

面や壁，ダクトなどの計測点群を手動除去していたが，こ

れらの作業は，配管が複雑な環境内に設置されていると膨

大な労力と時間が必要となる． 

計測点群 セルによる空間分類 外れ値点群の除去

計測点群 床面上計測点群の除去鉛直方向ヒストグラム

z

点数

図 1 レジストレーションの手法比較 

図 3 Octreeを用いた計測点群の除去 

図 2 床面計測点群の除去 
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3. 円筒配管系統上点群の選択的自動抽出手法 

前述の問題解決のため，計測点群の大部分を占める床面

や点密度が小さい部分点群，スポット割れ等の外れ値の除

去ならびに Efficient RANSAC[3]による，点群内からの効率

的な円筒配管系統の選択的自動抽出を行った． 

3.1. 配管系統以外の点群除去 

まず図 2 に示すように，計測点群の鉛直方向の点分布ヒ

ストグラムを作成する．ヒストグラムの最頻値を抽出し，

計測点群の中で，床面上の点群が支配的であるという仮定

の下で，最頻値の周辺点集合と，最頻値より鉛直下方向に

存在する計測点群を床面として，除去する．次に，既報[2]

の知見より，スキャナから計測距離が長い計測点は偶然誤

差が増大するので，一般的なスキャナの計測精度を反映し，

計測距離が 30m以上の計測点を除去する．さらに，図 3に

示すように，床面等の計測点を除去した点群に対し，Octree

を用いて，セルの最小辺長さが 20mm となるように空間分

割を行い，各セル内の点数が閾値以下となる点集合を低密

度点群として除去する．これらの処理をフリーの点群処理

ソフトウェアである CloudCompare[4]にプラグインとして，

追加実装した． 

3.2. Efficient RANSAC[3]を用いた円筒配管の選択的抽出 

Efficient RANSAC を用いて，計測点群内から，円筒パラ

メータのラフ抽出および円筒上の計測点群の抽出を行う．

Efficient RANSAC は，サンプル点の点間距離が近いほど，

同一形状に属する確率が高くなる性質を用いて，Octree を

用いた点群の存在空間を分割し，同一セル内からサンプル

点を選択することで，形状候補の推定を行う．これにより，

従来の RANSAC に比べ，効率的なモデル抽出を可能とする．

また，部分点群集合に対して，様々形状タイプのモデルを

当てはめ，最良な形状タイプのモデルを抽出するため，円

筒と平面形状を同時に抽出することが可能である．ここで，

平面形状上として抽出された点群は除去する． 

Efficient RANSAC は，円筒を効率的に抽出できる一方で，

本手法の精密レジストレーションに用いるには不適切な計

測点数が少ない円筒や，配管の半径値が工業規格にはない

円筒，また，平面を誤認識した円筒なども抽出されてしま

う．そこで，以下に示す条件すべてに該当する円筒のみを

選択的に抽出した． 

 円筒上の計測点数𝑁が，閾値𝜏𝑁以上 

 円筒の高さℎ[m]が，閾値𝜏ℎ以上 

 円筒半径𝑟[m]が，上下限値𝜏𝑟𝑚𝑖𝑛
< 𝑟 < 𝜏𝑟𝑚𝑎𝑥

以内 

 円筒上の計測点群を円筒に垂直な平面に投影し，円上

の投影点存在範囲の中心角𝛼[deg]が，閾値𝜏𝛼以上 

 各計測点のフィッティング円筒面から半径方向の残

差の絶対値の平均𝜇[m]が，閾値𝜏𝜇以下 

本報では，予備実験より，𝜏𝑁 = 2500，𝜏ℎ = 0.5，𝜏𝑟𝑚𝑖𝑛
=

0.03，𝜏𝑟𝑚𝑎𝑥
= 1.0，𝜏𝛼 = 60，𝜏𝜇 = 3.0 × 10−3とした．これら

の処理を CloudCompare[4] のプラグインの Efficient 

RANSAC に追加し，実装した． 

4. 有効性検証実験 

図 4 に示す冷暖房空調設備の地上型レーザスキャナ実計

測点群データを用いて，有効性検証実験を行った．使用ス

キャナは Leica HDS7000，スキャン数は 2スキャンである．

1 スキャン分の配管系統以外の点群除去結果を図 5 に，各

スキャンの円筒抽出結果を図 6，各処理前後の点数を表 1に

示す．処理時間は，配管系統以外の点群除去に約 1.2 秒，

Efficient RANSAC の円筒抽出に約 44秒であった．次に，抽

出された円筒群を用いて，ラフおよび精密レジストレーシ

ョンを行った．結果を図 7 に示す．処理時間は，ラフレジ

ストレーションに約 40秒，精密レジストレーションに約 34

秒であった．配管系統以外の点群を手動で削除し，円筒ラ

フ抽出から精密レジストレーションまでを行い，求めた円

筒半径値とスキャナの位置・姿勢パラメータを基準値とし

た場合と本手法より求められた値との誤差を表 2 に示す．

評価対象として円筒 10本を選択した．この結果より，提案

手法は，手動除去時と同等のレジストレーションとモデリ

ングの精度を実現できることを確認した． 

5. おわりに 

本研究では，効率的な円筒抽出のための配管系統上の選

択的自動抽出手法を提案し，既報の高精度レジストレーシ

ョンの前処理として，有効であることを確認した．今後，各

処理時間の短縮を行なう． 
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スキャナ原点の距離誤差 0.95 mm

スキャナの鉛直軸周りの角度誤差 5.0 deg

円筒半径誤差絶対値の平均値 0.94 mm

スキャン1 スキャン2

入力点群（図4） 10,581,409 10,613,575

配管系統以外の点群除去後（図5） 7,151,038 7,521,776

円筒抽出後（図6） 981,572 821,052

ラフレジスト
レーション後

精密レジスト
レーション後

図 4 実計測点群データ 

（1スキャン分） 

図 5 配管系統以外の点群除

去結果（1スキャン分） 

図 7 レジストレーション結果 図 6 円筒抽出結果 

表 1 各処理における点数 

表 2 スキャナ外部パラメータと円筒半径誤差比較 

－84－




