
大規模環境の３次元計測と
認識・モデル化技術専門委員会

３次元環境の計測・認識・ モデル化の先端的技術に関する定例研究会や
講習会などを行っています．定期的に情報収集や議論の場の提供すること
で、3次元計測技術の発展と利活用に寄与することを目的としています．
q 主な活動 （201９年度の実績）

¡ 定例研究会（年4回：東大3, 北大1）
• 研究紹介20件，会議報告3件

¡ 点群処理技術講習会 （参加人数：80名）
¡ 精密工学会学術講演会（発表件数：19件）
¡ SPAR-J アカデミック展示

q 会員
大学・公的研究機関 69名
企業 63社

q Homepage
http://srm3d.jspe.or.jp

SPAR-J 2020
• 北海道大学

金井・伊達研究室
• 電気通信大学

増田研究室
• 日本大学

溝口研究室
• 日本工業大学

石川研究室
• 岩手県立大学

土井研究室

• 理化学研究所
イノベーション
推進センタ

• 立命館大学
田中覚研究室



レーザスキャナ，SfM-MVS等から得られる3次元計測データを有効に活用するための，
計測の高度化・支援から，認識・モデル化・応用までの幾何処理アルゴリズムと理論，
ソフトウェアならびにシステムの開発を行っています．

北海道大学 大学院情報科学研究院 システム情報科学部門

ディジタル幾何処理工学研究室
教授 金井 理 准教授 伊達 宏昭

迅速CAD
モデル生成

TLS最適
配置自動決定

SfM-MVSモデルの品質推定・
モデル改善・最適撮影位置推定

https://www.ist.hokudai.ac.jp/labo/dgp

認 識・モ デ ル 化・応 用計 測 デ ー タ 処 理計 測 の 高 度 化・支 援

様々な計測データの
高速位置合せ

屋内環境の自動モデル化と
付帯設備認識

点群からの
環境CFD解析

深層学習による
橋梁点群認識

計測点群のリアル
タイム重畳可視化

未計測部

レーザ入射角

点群からの
軽量ポリゴン生成

計測点品質推定と
点群処理応用



大規模点群データを用いた３次元形状処理手法を研究しています．
「大規模点群処理」「大規模設備のモデリング」「MMSデータ処理」「構造物の劣化診断」
「自律移動ロボットによる３D計測」「樹木の形質モデリング」等の手法を開発しました．

移動計測データからの物体抽出と認識

自律移動ロボットによる3D計測の自動化

大型構造物の保守支援

交換部材のボルト位置検出

大型構造物の劣化検出

磨耗・付着物の検出 亀裂検出

大規模点群による樹木の形質調査

ガードレールの抽出と3Dモデル 道路横断ケーブルの軌跡抽出点群と画像からの特徴量抽出

※日工大・石川研との共同研究

※森林総合研究所との共同研究

鉄塔の
傾き検出

設備の
部材認識

工業設備の点群
からの形状生成
と部材認識

配管系統の形状再構成

柱状物体抽出



CAD/CAE

CAD

(mizoguchi.tomohiro@nihon-u.ac.jp)

90%



基幹工学部機械工学科 制御システム研究室 石川貴一朗 准教授(k-ishika@nit.ac.jp)

自律移動システムの技術を核として、SLAM、点群処理などを研究しています。

バックパック型MMS他 特殊なプラットフォームの開発も行っています

SLAMを使ったマッピングシステムの開発

GNSS/IMU複合航法

開発手法(赤)

スキャンマッチングにより過去の点
検データに対して高精度位置合わせ

多種MMSの同時精度検証

LiDAR点群

GNSS/IMU複合航法、既存SLAMと比べ
高精度化を達成

既存MMSのGNSS不可視環境下での
位置精度向上

自律移動ロボットの開発
ハードウェアからソフトウェアまで

レーザ計測点群からの物体認識に関する研究

架線認識

電柱・壁面認識 縁石進入可否

カメラとLiDARによる歩行者追尾

開発用シミュレータ(Unity)
LiDAR点群からのリアルタイム物体認識

ロボットの要素技術開発

マッピング

インフラ維持管理(トンネル)

点群認識



復興加速化のための3D計測と3Dモデル化
岩手県立大学ソフトウェア情報学部土井研究室

• 写真撮影とレーザ計測による3D計測
• SfM技術による点群データ生成

• Pix4D Mapper(Pix4D Ltd.)
• ContexCapture(Bentley Systems)

• 点群データからの3Dモデル構築
• In-house Softwares(Iwate Pref. Univ.)
• Polygonal Meister(UEL Corp.)
• Geomagic Wrap/Freeform/DesignX

(3D Systems)

• 対象エリア
• 宮古市田老地区

• 宮古市鍬ケ崎地区(1)(2)
• 国立水沢天文台

• 木村榮記念館(3)
• 奥州宇宙遊学館

• 文化財公園「南昌荘」(4-6)
• 旧南部氏別邸庭園(7-10)
• 宮古市三王岩(11-14)

• 3Dプリンタによる詳細な3Dモデル造形
• uPrint, Z250, J750

• 活用例
• 住民説明会、展示会、インターネット配信

連絡先：土井章男 〒020-0693 岩手県滝沢市巣子152-52 岩手県立大学 E-mail: doia@iwate-pu.ac.jp

研究協力：
（株）TOKU PCM
（株）タックエンジニアリング

(1)                           (2) (3)                                                 (4)

(5)                                    (6) (7)                                 (8)          

(9) (10)                                                       (11)

(12)                                                       (13)                                               (14)

mailto:doia@iwate-pu.ac.jp


−地形・インフラをポリゴンで評価・解析する研究−

３Ｄプリント

i-Construction

地理院 5m/10mメッシュ
兵庫県 1mメッシュ
その他 公開データ

初期測量の代替

※融合的連携研究制度を通じて開発

■機能
・公開データの3次元化
・断面／等高線作成
・⼟量／空間体積計算
・差異⽴体抽出
・凹凸検査（カラーマップ表示）
・ヒートマップ作成
・投影⽴体作成（３Dプリンタ用途）

活用シーン

シミュレーション

腐食孔食検査

インプットデータ

【ドローン写真測量から３Dプリントした事例】

データ提供：
ESRIジャパン株式会社様

【土木工事現場での事例】

レーザ測量
ドローン測量

イノベーション推進センター
ボクセル情報処理システム研究チーム
連絡先 voxel@ml.riken.jp

２つのデータの差異を
・カラーマップ
・ヒートマップ

で表示

公開データ

測量データ

【検査結果表示】



©Computer Graphics Lab 1

ITSUMEIKAN UNIV.
Computer Graphics Lab 1

⽴命館⼤学情報理⼯学部
⽥中覚 研究室
研究協⼒︓(株)シュルード設計

３次元計測点群は、⼤規模データであるがゆえにデータの冗⻑性を含みます。
我々は、その冗⻑性を有効利⽤することで、計測ノイズを⾃動消失させています。
これにより、これまでに無い超⾼精細な透視可視化などが可能になります。

レーザ計測データへの適⽤ LiDARデータのノイズ消失

ノイズ消失後ノイズ消失前

ノイズの消失実験

※本スライドの画像は (株)シュルード設計と共同開発中の
可視化ソフトウェア Win_SPBR で作製しました

レーザ計測データへの適⽤ (内部透視)

超⾼精細な透視可視化

エッジ
の⾼精細
可視化

ノイズの消失ノイズ有り点群
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