
レーザ計測に基づく屋内空間 CFD 解析用格子の自動生成(第 3 報)

―小型 LiDAR を活用した未計測空間補完システムの開発―

北海道大学 〇石川哲朗，金井理，伊達宏昭 

要 旨 

本研究は，既存屋内空間の気流解析や空調改修設計支援のため，空間をレーザスキャナで計測した点群のみから，ソリッドモデルを作ることな

く，CFD解析用の不等間隔直交格子を点群から直接自動生成する手法の開発を目的としている．既報では，地上レーザスキャナ計測時にオクルージ

ョンにより発生する未計測空間の空間占有状態を，時間のかかる対話処理により人間が推定し指定していたため，解析空間の表現精度が低下して

しまう課題があった．そこで本報では，この未計測空間をタブレット搭載の小型 LiDARにより手持ち計測した点群で補完し，CFD解析空間表現の表

現精度を向上できる未計測空間補完システムを開発した． 

1. はじめに
近年，数値流体力学(CFD)を用いた屋内外環境での熱や空気の流れの解析

が建築・環境分野に普及している．CFD 解析には，解析対象空間の 3D 形状

モデルから解析用格子を生成する処理が必要となる[1]．一方，既存建物の空

調改修や感染症防止のため，現況屋内空間の熱・気流に対する CFD 解析（以

下 as-built CFD 解析）の需要も増加しており，空間の現況形状を反映した as-

built CFD 解析用格子の生成も必要である．しかし空間計測に基づいた 3D 形

状モデルの生成，形状モデルからの CFD 解析用格子生成には，現状多くの

手動処理が必要である．また計測効率化に地上型レーザスキャナ(以下 TLS)

を導入しても，計測点群から漏れ抜けの無い現況形状の 3D 形状モデルを全

自動かつ安定に生成することは現状困難である[2].

この解決のため，本研究では屋内空間のレーザ計測点群から空間占有状態

を推定し，解析対象の 3D 形状モデルを作ること無しに，点群から直接 CFD

解析用直交格子を自動生成する手法を開発している[3,4]．しかし既報[3,4]で

は，TLS 計測時に必ず発生する未計測空間の空間占有状態をユーザが推定し

対話指定していたため，解析空間の表現精度が低下する課題があった． 

本報では，この未計測空間を簡便な追加計測で補完し，as-built CFD 解析

空間表現の精度向上を図る未計測空間補完システムの開発を目的とする．追

加計測には，携帯性に優れたタブレット搭載型小型 LiDAR 用い，手持ち計

測で得られた LiDAR 計測点群を TLS 計測点群に統合して未計測空間を補完

し，解析空間の表現精度を向上させ，as-built CFD 解析を行う手法を開発し

たので報告する． 

2. As-built CFD 解析用格子生成に求められる機能と実現方法

レーザ計測点群から as-built CFD 解析用格子を生成する際の要求として，

(1) 物体と空間とを正しく区別し格子化，(2)オクルージョンで発生する TLS

の未計測空間内の形状推定，が必要となる．また，非等間隔直交格子生成に

対する要求条件として，(3)隣接格子幅比は指定公比𝑟以下，かつ𝑟は通常 2 以

下，格子幅アスペクト比は𝑙以下，かつ𝑙は通常 10 以下，(4)解析に不要な物

体表面詳細部の単純化が可能，(5)境界条件を付加すべき格子(ルーバー等)部

分の特定があげられる． 

前報[3,4]までに(1)をボクセルによる空間分割，(3)等比数列を用いた格子

生成，(4)をボクセル内モルフォロジー変換によって実現した．本報では(2)を

タブレット搭載型小型 LiDAR による追加計測での補完で実現する．

3. As-built CFD 解析のための直交格子の生成処理概要[3,4]

処理概要を図 1に示す．レーザスキャナにより取得した解析対象空間のス

キャン点群を入力とし以下の①－⑥の処理を行う．

① ボクセルを用いて解析対象空間を分割し,各セルに対し TLS 計測点と

の Ray Casting を行い空間の占有状態を分類する．分類では，全ボクセ

ルを Unknown セルで初期化し，計測点の存在するセルを Occupied, ス

キャナ位置から計測点までのセルを Free セルとする(図 2)．

② モルフォロジー変換をボクセルに適用し，解析に不要な詳細部形状を

削除・単純化する．

③ オクルージョン部を対象に，タブレット搭載型小型 LiDAR による追

加計測を行い点群と統合し補完する．詳細は 4，5 で後述する．

④ ボクセルごとに物体境界面を推定する．RANSAC を用いて計測点に

フィットする平面を推定し，その平面に計測点を投影した凸包の面積が

閾値以上の場合，計測点を囲む Axis-Aligned-Bounding-Box の 8 頂点を

物体境界の格子点とする．

⑤隣接する物体境界点間に格子点を生成する．物体境界から離れるほど公

比ｒの等比数列的に格子幅を大きくする．また必要に応じ，直交３軸相

互の格子アスペクト比が一定以下となるよう格子点を追加する．

なお詳細については，前報[3,4]を参照されたい． 

4. 小型 LiDAR を用いたオクルージョン部の空間占有状態の補完
レーザスキャナの計測では，遮蔽により計測点が取得できない空間が必ず

発生する．そこで本研究では，図 3 のようにタブレット搭載の小型 LiDAR

により手持ち計測を行い補完する．処理手順は以下の通りである． 

① TLS計測で残されたUnknownセルをシステム上に表示しでユーザが確認， 

② Unknow セル周辺物体の点群を，小型 LiDAR による手持ち計測で取得，

③ 小型 LiDAR 計測点群と TLS 計測点群とを ICP により位置合わせ，

④ 小型 LiDAR 計測点を含む Unknow セルの空間占有状態を Occupied へ変更

する．この操作後，尚も Unknow のセルは以後 Free セルとして取り扱う．

5. 未計測空間補完システムを利用した As-built CFD 解析結果

5.1 使用した小型 LiDAR

今回の実験では iPad Pro[5]に内蔵された小型 LiDAR および 3d scanner 

App[6]を使用した．この LiDAR はダイレクト Time-of-Flight 方式を利用した

測距を行い，屋内外で最大 5 メートル先の対象物を測定可能である．また，

図 1： 手法の概要 

図 2： 空間占有状態の推定 

図 3： 小型 LiDAR を用いたオクルージョン部の 

空間占有状態の補完方法 
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3d scanner App は，SLAM(Simultaneous Localization and Mapping)を用い，スキ

ャンしながら対象物の計測点群が接続され，STL 形式で出力できる． 

ipad Pro は小型のため，オクルージョン部が多く現れる机の下などを容易

に計測可能であり，LiDAR 計測点は 0.1m 程度の分解能を持つボクセル単位

での空間占有状態を判定するに十分な計測精度を持っているため，未計測空

間の補完にこのデバイスを使用した．尚，この小型 LiDAR には最小計測距

離があり，物体からセンサまである程度の距離を確保する必要がある． 

5.2 TLS と LiDAR 計測点を統合した講義室 CFD 解析格子生成 

図 4に示す本大学講義室内での換気状態を調査するため，この講義室内の

as-builtCFD 解析を実施した．まず，図 4 左の講義室内を TLS（FARO＠

FOCUSs[7]）で計測し図 4右のような計測点群を取得した．点群は約 10 万点

/scan を図中 13 箇所から測定し位置合わせしたものである．次に３節で述べ

た処理①②を実行し，ボクセル分解能部を 0.1m とした際の，床から 60cm の

高さの空間占有状態を図 5に示す．図 5のように，まだ机と椅子の下部空間

に未計測に Unknown セルが多数残っており，空間/物体を正しく認識し解析

格子を作成するのには問題がある． 

そこで ipad Pro の小型 LiDAR により，未計測の机と椅子の下部空間のみ

を手持ち計測した．図 6 にその LiDAR 計測点群を示す．なお複数ある未計

測空間内の机と椅子の形状は全て同一であるため，１か所のみを計測しその

点群をコピーした．その後，4 節①②③に示された LiDAR 計測点群と TLS

計測点群の位置合わせを ICP で行い両点群を統合した．ICP のための両点群

の初期位置合わせは手動で行った．図 7に両点群の統合結果を示す．さらに，

4 節④の処理により，未計測部の空間占有状態を変更した結果を図 8に示す．

図 5 と比較して分かる通り，この空間では，未計測部として残されていた

Unknow 領域の大半が Free に変更され占有状態が確定したことが判る ． 

さらに，図 8のボクセルと統合点群から，CFD 解析用の非等間隔直交格子

を 3 節④⑤の処理で自動生成した．格子生成パラメータは最大格子幅=0.1m，

最小格子幅=0.025m，隣接格子幅比=2，最大アスペクト比=10 とした． 

格子各軸方向の格子点数は，幅方向 273 点,奥行方向 186 点,高さ方向 96 点

であり，格子の x,y,z 各軸方向の最大・最小格子幅は x 方向 0.1, 0.025m，y 方

向 0.1, 0.025m，z 方向 0.1, 0.025m であった． 

処理時間は，４節の追加計測を除く自動格子生成に 18min45sec，小型

LiDAR での追加手持ち計測に約 30min，点群と LiDAR 計測点群の位置合わ

せに約 5min/1 か所(手動位置合わせ含む)を要した． 

5.3 自動生成格子を用いた講義室内気流の CFD 解析 
この自動生成された非等間隔直交格子を用い，CFD 解析ソフト

(STREAM[8])による簡単な流速解析を行った．この講義室は窓が開かない部

屋であり，空調吹出し口付近の天井中ほどを換気のための空気流入口とし, 

2 か所の講義室出入口を流出口とした．流速の解析結果は，図 9のようにな

った．流速ピークは流入口の真下に現れたが，図中 e,d で示される部屋の右

側では a,b,c に比べ流速が極めて小さく，換気の効果がない状況が判った．

尚，解析時間は 3h56min(33sec 間の流れの現象をシミュレーション)であった． 

また追加計測をせず，図 5 の Unknow 部分を全て手動で Occupied と設定

したときの解析も行い，図 9 の a-e の 5 箇所での流速差を評価した結果を 

表 1に示す．追加計測無しの場合，机下の本来空間の部分を，物体と誤って

仮定すると流速が 7〜25％過少評価されてしまうことから，小型 LiDAR に

よる追加計測が，解析空間の表現精度向上に有効であることが分かった． 

6. まとめ

レーザ計測点群から，解析対象の陽な 3D 形状モデルを生成することなく，

直接 as-built CFD 解析用の非等間隔解析格子を自動生成する手法を提案し，

実計測点群により CFD 解析が可能なことを示した．また未計測空間をタブ

レット搭載の小型 LiDAR により手持ち計測した点群で補完し，CFD 解析空

間の表現精度を向上できることが判った．今後の課題としては，ICP での初

期点群位置合わせの自動化，類似 Unknown 部分を自動認識した自動複製に

よる作業の効率化が必要である．また境界条件を付加すべき格子(ルーバー

等)部分を点群から自動認識し特定する処理も必要である．
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図 4：講義室とその TLS計測点群 (数字は TLS 設置位置) 

図 5：詳細部形状の単純化後の 
空間占有状態 

（赤:Occupied セル，白：Unknown
セル，青：Free セル）

図 8：小型 LiDAR 計測点群統合後

の 
空間占有状態 

図 6：小型 LiDARによる机・椅子部の計測点群 

図 7： LiDAR 計測点群と TLS 計測点群の統合結果 

図 9：本手法で自動生成された非等間隔直交格子による CFD 解析結果 

表 1：各地点における流速の差 
③差[m/s] 差の比率[%]

①追加計測あり ②追加計測無し (①－②) (③×100/②)

a 3.24 3.02 0.22 7.28

b 2.16 1.88 0.28 14.89

c 1.88 1.66 0.22 13.25

d 0.19 0.15 0.04 26.67

e 0.05 0.04 0.01 25.00

平均誤差 0.15
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