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■移動計測システム (MMS) が広く普及しつつある
• 車両にレーザースキャナ，ＧＰＳ，カメラなど搭載

• 走行しながら道路周辺の３次元計測が可能

• 走行位置を精密に測位しつつ高い計測精度を維持

道路周辺を速く正確に３Ｄ測量可能

→ 各種応用への期待

研究背景研究背景
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移動計測システム（MMS）移動計測システム（MMS）

上面／下面
レーザースキャナ

GPSアンテナ

IMU
（慣性計測装置）

前方用／路面用
カメラ

研究背景研究背景
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色付き 
点群

計測点の 
絶対座標

研究背景研究背景

ＧＰＳ＋ＩＭＵ 
（絶対座標，姿勢）

カメラ画像

レーザースキャナ 
（相対座標）

MMS内のデータ処理
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ＭＭＳで得た色付き点群データ例

研究背景研究背景



6

MMS点群から面付き３Ｄシーンを高速生成

•データのどの場所でも
•リアルタイムに
•データ量に依存せずに

ソフトウェア「ＭｏＭｏＳ」の製品化

研究背景研究背景
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研究背景研究背景

断面形状の取得断面形状の取得

ＤＸＦ形式で

断面形状出力
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ターゲット

時刻

判定結果（赤：視距不良）

研究背景研究背景

視距の自動判定視距の自動判定
CSV形式
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研究背景研究背景

ハザードマップの作成ハザードマップの作成
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新技術の基となる研究成果・技術新技術の基となる研究成果・技術

１．点群をスキャン単位で圧縮・管理１．点群をスキャン単位で圧縮・管理

1. ３次元座標点をスキャン単位にまと 
めて再編成

2. 次元数削減と領域四分木で圧縮

0 1
2 3
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走行
開始

走行
終了

ＭＭＳ走行軌跡データ （GPS時刻情報付き座標列） を利用

視野境界の座標から時刻を得る

新技術の基となる研究成果・技術新技術の基となる研究成果・技術

視野

２．マウス操作に応じて可視スキャンのみを高速に抽出２．マウス操作に応じて可視スキャンのみを高速に抽出

ｔ１
ｔ2

ｔ3

ｔ4

可視

可視

可視の点群を特定

全
点
群
デ
ー
タ

ｔ2

ｔ3

ｔ4
ｔ１
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新技術の基となる研究成果・技術新技術の基となる研究成果・技術

ビデオカード
OpenGLOpenGL

Web
ブラウザ

・HTML5
・JavaScript
・WebGL

３．Flash, Java などのプラグインなしで
Webブラウザ上に３ＤＣＧを高速表示

３．Flash, Java などのプラグインなしで
Webブラウザ上に３ＤＣＧを高速表示
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従来技術とその問題点従来技術とその問題点

Windows用アプリ Mac用アプリ

Mac

Android用アプリ

AndroidWindows

点群データ 点群データ 点群データ

• ＯＳごとのソフトウェアが必要
• ローカルに大容量の点群データを持つ必要あり
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新技術の特徴新技術の特徴

データ

自由な場所
自由なメディア

Network
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新技術の特徴新技術の特徴

Web  MoMoS Web  MoMoS

Mac

Web  MoMoS

AndroidWindows

Webブラウザ Webブラウザ Webブラウザ

点群データ

単一のデータ
単一のソフトウェア

Network
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新技術の特徴新技術の特徴

Web
ブラウザ

サーバ

Network

スキャン単位に圧縮されたデータを配信
サービスの種類に応じて

圧縮率⇔精度

を選択できる
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新技術の特徴新技術の特徴

• 従来，ファイル単位で流通していたＭＭＳの 
点群データを，リアルタイムに配信可能とした。

• 従来，専用のソフトウェアで閲覧する必要が 
あった点群データを，一般的なＷｅｂブラウザ 
から閲覧可能とした。

• 本技術により，クライアント側で巨大なデータ 
を保持する必要がなくなり，小規模な情報端末 
からも広域の点群データを利用できる。
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適用事例適用事例

Chromeブラウザ上でのリアルタイム表示
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想定される用途想定される用途

• データセンターで道路周辺の３次元点群 
データを集中管理し，常に最新の状況に 
更新しつつ共有できる。

• 既存の地図情報サービスよりもさらに詳細な 
３次元情報を全国的に整備して提供し，公益 
に資する。

• カーナビゲーション，ＩＴＳなどへの応用も 
考えられる。
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想定される業界想定される業界

• 業務において地理情報を扱う業種

• 道路の維持管理に関わる業種

• ハザードマップ作成，避難経路確認などの 
防災に関わる公益サービス
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実用化に向けた課題実用化に向けた課題

• ローカルな規模での検証にとどまる。 
広域ネットワークで，多数のクライアントが 
接続した場合の性能については未検証。

• ＭＭＳの点群データの標準化が未解決。 
全国の点群データをシームレスに配信する 
ための標準化が必要。

• クライアントからサーバ側のデータを編集する 
機能の追加。
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企業への期待企業への期待

• 大規模データの配信実績を持つ企業との 
共同研究を希望。

• ＭＭＳによる計測データを社内・社外で一元 
的に共有したい場合に本技術が有効。

• Webブラウザ上で，高精度な地理情報配信 
サービスを行いたい企業に有効。
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本技術に関する知的財産権本技術に関する知的財産権

発明の名称： ３次元形状データ処理方法，
３次元形状データ処理装置

出願番号： 特願2011-216588号

出願人： 学校法人加計学園，株式会社ウエスコ

発明者： 島田英之，井口光宏，新井 知，吉川 慶
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お問い合わせ先お問い合わせ先

岡山理科大学 学外連携推進室
産学連携コーディネーター 安井茂男

TEL ０８６－２５６－９７３１
FAX ０８６－２５６－９７３２
e-mail s-yasui@office.ous.ac.jp
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