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要旨 

本研究では点群の３次元表示における，膨大なデータ量による速度低下や点の隙間による品質低下といった問題を解決可

能な，固定式レーザスキャナによる計測点群からの表示用ポリゴン生成手法を提案する．前報ではポリゴン生成効率化の為

の点群分割手法を提案した．一方で領域過分割によるポリゴン数の増加や微小ポリゴンの生成といった問題が生じた．本報

ではこれらの問題を解決する，領域サイズを考慮した過分割領域の統合手法を提案する． 

1. はじめに 
固定式レーザスキャナ（TLS）による中・長距離レーザ計測技

術は，プラント，測量，土木，建築，文化財等の幅広い分野にお

いて，図面生成，モデル化，維持管理，デジタルアーカイブ等に

利用されている．計測データ（点群）の確認や計測した環境の理

解の為に，計測点群の3 次元表示が頻繁に行われるが，複数回計

測による点群データ量増大による表示速度の低下や，視点が物体

に近接した際の点の隙間による視認性の低下といった問題があ

る．表示データ量低減の為の八分木等の階層的な点群表現 1)や，

点間の隙間を埋める為の表示上の色補完 2)等が点群表示の問題

解決に用いられるが，本研究では，面情報を持つ3 次元モデルが

計測データ利用の様々な場面で有用であることを踏まえ，点群と

テクスチャ付ポリゴンの混合からなる，複数 TLS 点群からの 3
次元表示用モデル生成手法の確立を目指す．既報 3)では，屋内環

境に多く見られる壁面，床面等の平面領域，および鋼材，配管等

の掃引体領域を，透明部を含むテクスチャを貼付けた簡略ポリゴ

ンで表現する手法，および大規模点群を効率的に扱う為の点群分

割手法を提案した．一方で，点群分割による領域の過分割により，

生成されるポリゴン数の増加や微小なポリゴンの生成といった

問題が生じた．本報では，点群分割によって過分割された領域を，

領域サイズを考慮して統合する手法を提案する． 

2. 既提案法の問題点と提案する過分割領域統合手法 
2.1既提案法概要と問題点 
既提案法 3)では，点群中の平面および掃引体の領域を，矩形ポ

リゴンと三角形ストリップで表現する．任意の境界形状を持つ領

域に対してこれらの簡略ポリゴンを使用可能とする為，図 1 に

示すように領域(境界)形状は透明部を含むテクスチャ画像を用

いて表現する．また，大規模点群からの効率的なテクスチャ付ポ

リゴン生成および 3 次元表示モデルの効率的な管理・表示の為，

入力点群を一様にボクセル分割し，各ボクセルで領域抽出とポリ

ゴン生成を行う． 
図 2 に本研究でこれまでに提案してきた複数 TLS 点群からの

ポリゴン生成手法の流れを示す．既提案法では，初めに平面領域

の形状を考慮したボクセルによる複数 TLS 点群の分割を行う

（図2(A1)）．次に，分割点群毎に，構造化点群 4)上で抽出された

初期領域集合から，RANSAC を用いて閾値以上の面積を持つ曲

面領域（平面，円筒面，円錐面上の領域）集合およびその他の領

域集合を抽出する．その後，異なるスキャン点群中の，同一の平

面上の領域および同一の掃引体上の領域を統合する（図2(A2)）．
その後，平面領域および掃引体領域を近似する矩形ポリゴンおよ

び三角形ストリップを生成し，領域中の点の色情報を用いてテク

スチャ画像を生成する（図 2(A3，A4)）．最後に，平面および掃

引体のテクスチャ付ポリゴン，およびその他領域の混合を 3 次

元表示用モデルとして出力する． 
既提案手法を TLS 点群に適用した結果を図 3 に示す．図 3(b)

より，床面や壁面等の主要平面領域に沿った軸を持つボクセルで

図 1 テクスチャ付ポリゴンによる平面・掃引体領域表現 

図 2 提案手法概要 

図 3 既提案法の結果と問題点 
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点群が分割されている事が分かる．図3(c)より，床面，扉，タン

クなどの主要物体上の領域（暖色の領域）が抽出されている事が

分かる．図3(d)に示すように，テクスチャ付ポリゴンは点群と比

較して計測環境の理解に有用な表示ができる事を確認した．一方

で，図3(e)に示すように，本来は1 つの物体上の領域である点集

合がボクセル境界によって，元の領域の大部分を含む平面領域と，

最終的に点群として残る微小なその他領域に過分割されている

事を確認した．この微小領域は隣接する平面領域の一部として共

にポリゴン化される事が望ましい．また，図 3(f)に示すように，

1 つの扉上の領域がボクセル境界によって複数平面領域に分割

されている事を確認した．物体毎のデータ管理や表示切替が可能

になるという点から，これらの領域は扉の１つの平面領域として

ポリゴン化される事が望ましい．そこで本報では，分割点群毎の

曲面領域抽出後に，隣接するボクセルに分割された領域を統合す

る処理を導入する（図2(A2)）． 
2.2 過分割領域の統合  
前節で述べた既提案法 3)の問題を解決する為，本報ではボクセ

ル境界によって過分割された，曲面領域（平面，円筒面，円錐面

上の領域）を，領域サイズを考慮して統合する手法を提案する．

ある基準となる曲面領域 i の統合対象は，領域 i とボクセル境界

を跨いで接続している，曲面情報が一致する曲面領域，ならびに

その他領域内の，領域 i の曲面上の点集合である．ただし，ボク

セルで分割された巨大な床面や壁面といった，通常の利用におい

て一度に全体を表示する必要のない領域は，その境界付近で過分

割された微小な領域のみを統合し，全体の統合は行わない．また，

図 4 の円筒面のように複数のボクセルに跨って過分割領域が存

在する場合には，面積の大きな領域を基準領域とし，統合対象の

うち面積の大きなものから順に統合を行う．この時，統合結果の

領域を 1 つの新たな領域とみなし，順次隣接する領域に対して

統合処理を適用していく． 
本手法では初めに，RANSAC によって抽出された曲面領域の

うち，ボクセル境界の点（ボクセル境界から一定距離以内の点）

を含む領域を統合候補領域として抽出する．次に，統合候補領域

i に対して，同じボクセル境界の点を含む隣接ボクセル内の接続

領域 j を見つけ，領域 i，j が次の条件 C1～C3 について， 
C1∧(C2∨C3)を満たす場合に統合する． 
(C1) jが曲面領域の場合， i, jの曲面パラメータの差が閾値未満，

j がその他領域の場合，j の点集合が i の曲面上に存在 
(C2) i, j の面積𝑆𝑆𝑖𝑖 ,𝑆𝑆𝑗𝑗の和が閾値𝜏𝜏𝑠𝑠以下 
(C3) i, j の面積比𝑟𝑟𝑠𝑠(𝑟𝑟𝑠𝑠 ≤ 1)が閾値𝜏𝜏𝑟𝑟以下 
ここで，構造化点群 4)上の隣接点間で作られる四角形の面積を点

の占有する面積とし，領域内の点の占有面積の和を領域の面積と

する．最後に，最小二乗法によって統合済み領域の曲面パラメー

タを再計算し，既提案法と同様に，曲面領域集合から平面領域集

合および掃引体領域集合を抽出する． 

3. 過分割領域の統合結果 
TLS を用いて熱源機械室を 3 ヵ所から計測した点群（図 5(a)）

に対し，本手法を適用した結果を図5(b)，(c)に示す．図5(b)より，

ボクセル境界によって過分割された曲面領域と微小なその他領

域が統合され，計器表面の点群が 1 つの領域となっている事が

分かる．また，図5(c)より，ボクセル境界によって過分割された

2 つの曲面領域が統合され，1 つの扉の領域となっている事が分

かる．また，過分割領域の統合によってポリゴン化される曲面領

域数が128 減少した事を確認した． 

4. おわりに 
既提案の，点群のボクセル分割に基づくテクスチャ付ポリゴン

生成手法において生じた過分割領域を，曲面と面積情報に基づい

て統合する手法を提案した．実験により，提案手法によって過分

割された 1 つの物体上の領域が統合され，ポリゴン数が減少す

る事を確認した．今後の課題は，その他領域のポリゴン化手法の

確立である． 
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図 4 複数のボクセルを跨いで接続する領域の統合 

図 5 入力点群と点群・ポリゴン混合表示 
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