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要 旨 

本研究では，橋梁構造物の点検情報管理基盤となる CAD グレードの３次元モデル生成を目的に，橋梁を３次元計測した

点群から，部分構造表現をもつ３次元モデルを自動生成する技術を実現する．このため本報では，点群を直接入力可能な深

層学習用 CNNによる Part Segmentation と分類処理を用い，橋脚部の計測点群から部分構造を表すプリミティブを自動識

別する手法を開発した．また訓練用データを，CADモデルと計測シミュレーションにより拡張する手法も考案した． 

1. はじめに
近年，国内橋梁の老朽化に伴う定期検査の義務化[1]や，

ロボット点検作業の導入などの背景から，橋梁 3 次元モデ
ル上に点検情報を記録・活用する手法が検討されている[2]．
しかし，既存橋梁の殆どは現状 3 次元モデルを持たないた
め，現物計測から 3 次元モデルを可能な限り自動生成する
技術が求められている．その 3 次元モデル表現には，①デ
ータ軽量化のため CAD グレードのモデルであること，②
橋脚であれば梁部や柱部などの部分構造にモデルが分割
されていること[3]，③部分構造が規格形状であれば，その
規格形状のパラメトリックなモデル表現（部分構造プリミ
ティブ）をもつこと，の 3 つの性質が必要となる．
これまで，レーザ計測点群から橋梁 3 次元モデルを自動

生成する手法[4]が提案されているが，入力点群を予め部分
構造ごとに手動分割する必要がある．一方，深層学習を用
いて，3 次元点群を部分構造に分割する Part Segmentation
技術が近年研究されている[5]．この技術は，計測点群から
の部分構造に分割された橋梁３次元モデル生成に有効と
思われるが，大量の訓練用点群の生成手法が課題となる． 
そこで本研究では， 図 1 に示すように，深層学習を応用

し，既存橋梁の 3 次元計測点群から部分構造プリミティブ
表現をもつ橋梁 3次元モデルを自動生成する技術を開発す
る．本報では，点群を直接入力可能な深層学習用 CNN で
ある SPLATNet[5]により，橋脚部の計測点群の Part 
Segmentation とタイプ分類を用い，橋脚部の部分構造プ
リミティブを自動認識する手法を開発した．また大量の訓
練データ生成のため，CAD モデルと計測シミュレーショ
ンによるデータ拡張手法も開発したので報告する．

2. レーザ計測シミュレーションによるデータ拡張
2.1. 橋梁図面分析と部分構造プリミティブタイプ特定

Lee ら[6]の分類方法を参考に，(株)ドーコンより提供さ
れた道内橋梁 74 箇所の図面を分析し，各橋脚のコーピン
グ（梁部），コラム（柱部），フーチング３部分構造の部分
構造プリミティブ形状を特定し，そのタイプ分類を行った．
その結果，コーピング 8 タイプ，コラム 5 タイプ， フーチ
ング 5タイプのプリミティブタイプがあることが分かった． 

2.2. 橋梁部分構造プリミティブの 3次元モデル自動生成 
深層学習用の訓練データ拡張のため，2.1 で得られた橋

脚の部分構造プリミティブ毎に，そのモデルを 3 次元 CAD
のマクロ機能を使い，寸法パラメータを様々に変化させ自
動生成する．生成された 3次元モデルの一例を図 2に示す． 

2.3. データ拡張のためのレーザ計測シミュレーション 
上記 3 次元モデルに対し，Blensor[7]を用いて計測シミュ

レーションを行い，取得した疑似計測点群にダウンサンプ
リング，プリミティブのタイプラベル付加，寸法正規化を
施す．その処理の一例を図 3に示す．

(a)計測対象 (b)疑似計測点群 (c)ダウンサンプリング，

3 次元モデル タイプラベル付加点群

図 3 レーザ計測シミュレーション結果 

図 2 橋脚部分構造プリミティブの 3次元モデル生成例 

図 1 本研究の全体像および研究範囲，手法 

図 5 SPLATNet のネットワーク構造[5] 

図 4  SPLATNet のバイラテラル畳み込み層[5] 
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3. 深層学習による点群の Part-Segmentation と分類

3.1. SPLATNet[5]

SPLATNet[5]は，３次元点群を直接入力可能な深層学習
用 CNNであり，Part Segmentation において類似 CNNを上
回る mIoU を達成している．SPLATNet は図 4 に示すバイ
ラテラル畳み込み層(BCL)と Permutohedral格子で構成され
る．BCL は入力特徴と格子特徴を入力とし，フィルタリン
グされた信号を出力する．Permutohedral 格子は高次元ガウ
シアンフィルタに用いる格子であり，Voxel よりも計算が
高速な格子構造をもつ．SPLATNet のネットワーク構造を
図 5 に示すが，点群を直接入力とし，点ごとの予測ラベル
を出力する．

3.2. 擬似計測点群を用いた認識実験 
予備実験として，2 節で生成した橋梁モデルから生成し

た擬似計測点群を対象に，部分構造プリミティブへの分割
を行うコーピング/コラムの 2 クラス Part Segmentation と，
得られた部分構造点群のプリミティブタイプの分類を行
った．分類では，各点に夫々付加されたタイプの多数決で
予測タイプを決定した． 
橋脚の実計測点群には，鉛直軸回りの回転が存在するこ

とを考慮し，無回転点群での実験に加え，訓練データを 0°，
45°，90°回転した点でも作成し，15°から 90°まで 15°刻みで
回転した擬似計測点群での同様の認識実験も行った． 
その結果，2 クラス Part Segmentation では，mIoU が無回

転点群では 99.5%，回転点群では 98.9%となり，十分な性能
であることが分かった．認識結果の１例を図 6 に示す． 
 一方，プリミティブタイプ分類の精度は，mIoU が無回転
点群では，コラム：97.4%，コーピング：99.2%，回転点群
では，コラム：84.1%，コーピング 96.8%となった．無回転
点群での正分類結果を図 7 に示す．点の中に他タイプの混
入は殆ど見られず，分類が正しく行われている．一方，極
めて少ないものの，誤分類となったコラムの点群例を図 8
に示す．この例では，点群内に誤タイプ点が多数存在して
いる．この原因は，正分類と誤分類タイプ同志の形状類似
や，点群のダウンサンプリングによる影響と思われる． 

3.3. 実計測点群を用いた認識実験 
次に，図 9 に示す雁来大橋（レーザ計測）と図 10 に示す鵡
川大橋（写真計測）の橋脚の実計測点群について，3.2 と同
様の認識実験を行った．訓練データは 3.2 と同様のものを
用い，ユーザが手作業で，各点に正解ラベルを設定した． 

2 クラス Part Segmentation の実験結果は，Segmentation 性
能について，IoU は雁来大橋，鵡川大橋共に 97.1%となり， 
十分識別できている結果となった．結果を図 11 に示す． 
一方，プリミティブタイプ分類では，点単位での IoU が

雁来大橋コラムで 96.8%，コーピングで 100%，鵡川大橋コ
ラムで 100%と，いずれも高い性能でタイプが正分類され
たが，鵡川大橋コーピングでは 0%となり誤分類が生じた．
点ごとのクラス分類結果を，図 12 に示す．この誤分類で
は，コーピングタイプ O を，側面投影形状が類似するタイ
プ A に誤認識していた．両クラスは概略形状が類似するも
のの，擬似計測点群では両者が正しく識別されていたため，
疑似計測点群と実計測点群の配置規則性・分解能・計測誤
差などの条件の差が原因ではないかと推察される．

4. まとめ
本報では，点群を直接入力可能な CNNである SPLATNet

を用い，橋脚部の計測点群から Part Segmentation と分類処
理を用い，橋脚の部分構造を表すプリミティブの自動識別
を試みた．また大量の訓練データを，CADモデルと計測シ
ミュレーションによりデータ拡張する手法を開発した．２
橋脚の実計測で Part Segmentation と分類を行い，橋脚部分
構造へのセグメンテーションでは優れた性能が確認され
た．一方，部分構造タイプの分類では，概略形状が類似す
る場合に，一部誤分類が起きる傾向がみられ，改善の余地
があることが分かった．
今後の課題としては，部分構造タイプの分類に適する

CNN 構造の再検討，またプリミティブ毎の CADモデル自
動生成のための寸法パラメータフィット処理を予定して
いる． 
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図 9 雁来大橋 
ダウンサンプリング済点群 

図 10 鵡川大橋 
ダウンサンプリング済点群 

予測 正解 予測 正解 予測 正解 
●:コーピング ●:コラム

図 6 計測シミュレーション点群 
2 クラス Part Segmentation 結果 

●：タイプ D

●：タイプ F

図 8 計測シミュレーション点群の誤分類例（コラム） 

正解：タイプ D， 予測：タイプ F 

正解 予測 正解 予測 
図 7 計測シミュレーション点群正分類例 
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図 12 実計測点群分類結果 

鵡川大橋
予測 正解 

●：コーピング ●：コラム
図 11 実計測点群 2 クラス Part Segmentation 結果 

雁来大橋
予測 正解 
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