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� 基本的考え

� 自動運転

� ２次元仮想化空間とその応用

� ３次元仮想化空間とその応用

� ４次元仮想化空間と第４世代方法論
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家庭

業務

地域

交通システム

クラウドコンピュータ上の４次元仮想都市クラウドコンピュータ上の４次元仮想都市クラウドコンピュータ上の４次元仮想都市クラウドコンピュータ上の４次元仮想都市クラウドコンピュータ上の４次元仮想都市クラウドコンピュータ上の４次元仮想都市クラウドコンピュータ上の４次元仮想都市クラウドコンピュータ上の４次元仮想都市

クラウドコンピュータ上クラウドコンピュータ上クラウドコンピュータ上クラウドコンピュータ上のののの

仮想化仮想化仮想化仮想化都市都市都市都市表現表現表現表現

過去・現在・未来過去・現在・未来過去・現在・未来過去・現在・未来

ＩＴＳ：ＩＴＳ：ＩＴＳ：ＩＴＳ： 高度道路交通システム高度道路交通システム高度道路交通システム高度道路交通システム
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人人人人

路路路路車車車車

情報



自動運転と問題提起自動運転と問題提起自動運転と問題提起自動運転と問題提起

ＩＴＳと自動運転ＩＴＳと自動運転ＩＴＳと自動運転ＩＴＳと自動運転
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人人人人

路路路路車車車車

情報

問題点問題点問題点問題点

� 自動走行は結構

� しかし、人間は運転席にいる！

� 人間は、なにがおこったか知りたい

� 機械の故障？／停止線？／それとも、事故回避？

� 目的地をどうやって教えるのか？

� タコベルに行く？／タコベル内の駐車場の地図？／ドライ

ブスルーの前で止まる？／タコをうけとった

� 人間と車の役割分担のシームレスな切り替え

� その役割をＩＴＳが

人間主体システム人間主体システム人間主体システム人間主体システム

� ドライバーが、マスターであるドライバーが、マスターであるドライバーが、マスターであるドライバーが、マスターである

� 最後最後最後最後の責任は、ドライバーがもつの責任は、ドライバーがもつの責任は、ドライバーがもつの責任は、ドライバーがもつ

－－－ ９０％ AI （レディ（CMU))

� それが運転の醍醐味でもあるそれが運転の醍醐味でもあるそれが運転の醍醐味でもあるそれが運転の醍醐味でもある

� 人間人間人間人間の情報の情報の情報の情報収集・判断能力収集・判断能力収集・判断能力収集・判断能力の向上の向上の向上の向上

Safety,  Sustainability, Comfort



クラウド上の仮想化都市クラウド上の仮想化都市クラウド上の仮想化都市クラウド上の仮想化都市

実世界の仮想化実世界の仮想化実世界の仮想化実世界の仮想化

現在・過去・未来

クラウド仮想都市クラウド仮想都市クラウド仮想都市クラウド仮想都市

千里眼千里眼千里眼千里眼

透視透視透視透視

タイムマシンタイムマシンタイムマシンタイムマシン

透視機能透視機能透視機能透視機能

ビル影に車！！！

ＩＴＳＩＴＳＩＴＳＩＴＳの目的：人間の情報収集能力の向上の目的：人間の情報収集能力の向上の目的：人間の情報収集能力の向上の目的：人間の情報収集能力の向上

（千里眼（千里眼（千里眼（千里眼・透視・・透視・・透視・・透視・タイムマシン）タイムマシン）タイムマシン）タイムマシン）

千里眼機能千里眼機能千里眼機能千里眼機能

今の16号の

渋滞は？

柏駅近辺柏駅近辺柏駅近辺柏駅近辺走行中走行中走行中走行中

タイムマシン機能

1時時時時間後の６号CO2汚染は？

２２２２次元仮想化都市空間次元仮想化都市空間次元仮想化都市空間次元仮想化都市空間

カーナビカーナビカーナビカーナビ

� 地図（車）＋GPS（インフラ）＋運転者
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携帯携帯携帯携帯ナビナビナビナビ

Street View （（（（Google)

� 地図（インフラ）＋GPS(インフラ）＋歩行者

仮想化仮想化仮想化仮想化都市都市都市都市的に考えると的に考えると的に考えると的に考えると

実世界の実世界の実世界の実世界の仮想化仮想化仮想化仮想化

（地図会社、（地図会社、（地図会社、（地図会社、Google Car））））
クラウド仮想クラウド仮想クラウド仮想クラウド仮想都市都市都市都市

（２次元地図＋実写写真）（２次元地図＋実写写真）（２次元地図＋実写写真）（２次元地図＋実写写真）

GPSに基づいてに基づいてに基づいてに基づいて

読み出し読み出し読み出し読み出し

少し変わった作り方と使い方少し変わった作り方と使い方少し変わった作り方と使い方少し変わった作り方と使い方

カーナビが携帯ナビになるとカーナビが携帯ナビになるとカーナビが携帯ナビになるとカーナビが携帯ナビになると、、、、、、、、、、、、
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全方位画像取得全方位画像取得全方位画像取得全方位画像取得

Video camera



GPSと連動と連動と連動と連動
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結果結果結果結果

イタリアポンペイ遺跡仮想散策イタリアポンペイ遺跡仮想散策イタリアポンペイ遺跡仮想散策イタリアポンペイ遺跡仮想散策

震災の記憶震災の記憶震災の記憶震災の記憶
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計測用車両計測用車両計測用車両計測用車両

全方位カメラ

高精度GPS



第第第第1次調査次調査次調査次調査

4/18 (月) 亘理町、山元町

4/19 (火)
亘理町～岩沼市～名取市～仙台市若林区・宮城野

区（仙台港）～七ヶ浜町～塩竈市（塩釜港）

4/20 (水)
石巻市西部～東松島市（奥松島・宮戸島）～松島町

～利府町～塩竈市（塩釜港）～七ヶ浜町～仙台市宮

城野区（仙台港）

4/21 (木)
石巻市街（日和山公園、日和大橋）～石巻市北上地

区

4/22 (金)
石巻市河北地区～雄勝地区～女川町～石巻市牡

鹿地区（牡鹿半島）

4/23 (土) 南三陸町志津川地区【詳細】

第第第第1次調査（続き）次調査（続き）次調査（続き）次調査（続き）

4/26 (火) 南三陸町～気仙沼市

4/27 (水)
気仙沼市～陸前高田市～大船渡市～釜石市～大

槌町～山田町～宮古市

4/28 (木)
八戸市～階上町～洋野町種市地区～久慈市～野

田村

4/29 (金)
野田村～普代村～田野畑村～宮古市田老地区～

宮古市～山田町【詳細】

4/30 (土) 釜石市～大槌町【詳細】、陸前高田市【詳細】

走行経路走行経路走行経路走行経路

（青森県～岩手県）（青森県～岩手県）（青森県～岩手県）（青森県～岩手県）

八戸

階上

洋野

久慈

野田

普代

田野畑

宮古

田老

盛岡

＝全方位映像＝全方位映像

走行経路走行経路走行経路走行経路

（岩手県～宮城県）（岩手県～宮城県）（岩手県～宮城県）（岩手県～宮城県）

宮古

山田

大槌

釜石

大船渡

陸前高田

気仙沼

東大

海洋研

平泉

盛岡



東北道

拠点 （東北大）

亘理

石巻・女川

南三陸

走行経路走行経路走行経路走行経路

（宮城県）（宮城県）（宮城県）（宮城県）

松島

仙台・塩竈

山元

三次元形状計測

2011/4/18
山元町山元町山元町山元町
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2011/4/20
仙台市宮城野区蒲生仙台市宮城野区蒲生仙台市宮城野区蒲生仙台市宮城野区蒲生
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2011/4/22
石巻市魚町石巻市魚町石巻市魚町石巻市魚町2丁目丁目丁目丁目
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2011/4/30
大槌町赤浜：大槌町赤浜：大槌町赤浜：大槌町赤浜：民宿に乗った遊覧船民宿に乗った遊覧船民宿に乗った遊覧船民宿に乗った遊覧船
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2011/4/30
陸前高田市高田町陸前高田市高田町陸前高田市高田町陸前高田市高田町
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コメントコメントコメントコメント

� 震災の折の現場確認

� 復興の記録

� 申少し視点を変えられないか
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もうもうもうもう少しユーザとのインターラクショ少しユーザとのインターラクショ少しユーザとのインターラクショ少しユーザとのインターラクショ

ン（経路の自由度）ン（経路の自由度）ン（経路の自由度）ン（経路の自由度）
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input

ビデオベース法の問題点ビデオベース法の問題点ビデオベース法の問題点ビデオベース法の問題点

display

視点の変更：視点の変更：視点の変更：視点の変更： イメージベース法イメージベース法イメージベース法イメージベース法

� 画像の継ぎはぎによる新しい画像列の生成画像の継ぎはぎによる新しい画像列の生成画像の継ぎはぎによる新しい画像列の生成画像の継ぎはぎによる新しい画像列の生成

入力入力入力入力 生成生成生成生成

切り張り切り張り切り張り切り張り

画像取得経路（直線）

全方位画像

全方位画像取得

P

C

合成画像

C

B

A

B

A

光線空間光線空間光線空間光線空間



� 直線情報取得直線情報取得直線情報取得直線情報取得→チドリ足再生チドリ足再生チドリ足再生チドリ足再生

切り貼りによる背景切り貼りによる背景切り貼りによる背景切り貼りによる背景

何につかえそうか？何につかえそうか？何につかえそうか？何につかえそうか？

� 簡単にデータがとれる

� ドライビングシミュレータの背景

� WEBベースのドライビング予習

警察庁・警視庁との共同研究警察庁・警視庁との共同研究警察庁・警視庁との共同研究警察庁・警視庁との共同研究

ーーーー 信号機の効果評価信号機の効果評価信号機の効果評価信号機の効果評価

41

背景：実写（池上通り）背景：実写（池上通り）背景：実写（池上通り）背景：実写（池上通り） 道路、車輛：ＣＧ道路、車輛：ＣＧ道路、車輛：ＣＧ道路、車輛：ＣＧ



仮想化仮想化仮想化仮想化都市都市都市都市的に考えると的に考えると的に考えると的に考えると

実世界の実世界の実世界の実世界の仮想化仮想化仮想化仮想化

（地図会社、（地図会社、（地図会社、（地図会社、Google Car））））
クラウド仮想クラウド仮想クラウド仮想クラウド仮想都市都市都市都市

（２次元地図＋実写写真）（２次元地図＋実写写真）（２次元地図＋実写写真）（２次元地図＋実写写真）

GPSに基づいてに基づいてに基づいてに基づいて

読み出し読み出し読み出し読み出し

３次元仮想化都市空間３次元仮想化都市空間３次元仮想化都市空間３次元仮想化都市空間

3333次元仮想化都市の構築次元仮想化都市の構築次元仮想化都市の構築次元仮想化都市の構築

都市空間の仮想化都市空間の仮想化都市空間の仮想化都市空間の仮想化

３次元化３次元化３次元化３次元化

3次元静的都市空間次元静的都市空間次元静的都市空間次元静的都市空間

（３Ｄマップ）（３Ｄマップ）（３Ｄマップ）（３Ｄマップ）



現状の現状の現状の現状の3次元静的都市の問題点次元静的都市の問題点次元静的都市の問題点次元静的都市の問題点

� 直方体ばかり？

� 色をどうやって自動で得るか?

測定プラットフォーム測定プラットフォーム測定プラットフォーム測定プラットフォーム

垂直方向垂直方向垂直方向垂直方向 →→→→ 形状形状形状形状

水平方向水平方向水平方向水平方向 →→→→ 速度速度速度速度

精緻化結果精緻化結果精緻化結果精緻化結果

色の精緻化

全方位時空間画像



3D city map

MatchingMatchingMatchingMatching

EPIEPIEPIEPI

ＥＰＩ特徴マッチングＥＰＩ特徴マッチングＥＰＩ特徴マッチングＥＰＩ特徴マッチング

EPIEPIEPIEPI

テクスチャ抽出テクスチャ抽出テクスチャ抽出テクスチャ抽出

52

パノラマ画像の切り出しパノラマ画像の切り出しパノラマ画像の切り出しパノラマ画像の切り出し

何何何何につかえるか？につかえるか？につかえるか？につかえるか？

� もちろん3次元地図

モデル化の必要性モデル化の必要性モデル化の必要性モデル化の必要性

� 文化財保存・解析のためのデータ

� インフラ保全のためのデータ

� 自動走行のためのデータ

� 建設計画のためのデータ



バイヨン寺院バイヨン寺院バイヨン寺院バイヨン寺院

アンコール遺跡群アンコール遺跡群アンコール遺跡群アンコール遺跡群

バイヨン寺院（アンコール遺跡）バイヨン寺院（アンコール遺跡）バイヨン寺院（アンコール遺跡）バイヨン寺院（アンコール遺跡）

中央棟崩壊の可能性

→ 現存の間に３現存の間に３現存の間に３現存の間に３Dデータ化データ化データ化データ化

なぜバイヨンか？なぜバイヨンか？なぜバイヨンか？なぜバイヨンか？

150m

150m 30m

しかし、しかし、しかし、しかし、

→ 規模！



形のモデリング３ステップ形のモデリング３ステップ形のモデリング３ステップ形のモデリング３ステップ

データ取得データ取得データ取得データ取得

貼りあわせ貼りあわせ貼りあわせ貼りあわせ

位置あわせ位置あわせ位置あわせ位置あわせ

その規模と複雑さがその規模と複雑さがその規模と複雑さがその規模と複雑さが

全てのステップで問題になる！全てのステップで問題になる！全てのステップで問題になる！全てのステップで問題になる！

その規模と複雑さがその規模と複雑さがその規模と複雑さがその規模と複雑さが

全てのステップで問題になる！全てのステップで問題になる！全てのステップで問題になる！全てのステップで問題になる！

開発項目開発項目開発項目開発項目

� 新しいセンサーの開発新しいセンサーの開発新しいセンサーの開発新しいセンサーの開発

� 大量データを扱える処理ソフトウエア大量データを扱える処理ソフトウエア大量データを扱える処理ソフトウエア大量データを扱える処理ソフトウエア

数多くの距離センサー数多くの距離センサー数多くの距離センサー数多くの距離センサー

Sensor                  range                   accuracy

� CYRAX 100m-3m 5 mm
� K2T       50m-1m 5 mm
� Pulstec1 10m-3m 1mm
� Pulstec2           3m-1m 1mm
� Pulstec3            1m-0.3m 1mm
� Vivid900         0.5m-0.2m 0.1mm

しかし、すべて地上据え置き型しかし、すべて地上据え置き型しかし、すべて地上据え置き型しかし、すべて地上据え置き型

地上据え置き型の問題点地上据え置き型の問題点地上据え置き型の問題点地上据え置き型の問題点



気球気球気球気球

１つの解決法１つの解決法１つの解決法１つの解決法

新しい距離センサ新しい距離センサ新しい距離センサ新しい距離センサ

新規問題新規問題新規問題新規問題

� 測定中のセンサーの移動測定中のセンサーの移動測定中のセンサーの移動測定中のセンサーの移動

距離センサ距離センサ距離センサ距離センサ

距離センサ距離センサ距離センサ距離センサ

カメラカメラカメラカメラ

気球気球気球気球

画像列画像列画像列画像列
歪んだ距離データ歪んだ距離データ歪んだ距離データ歪んだ距離データ

+ カメラカメラカメラカメラ



非線形方程式 ＋ ＳＦＭによる初期値

歪んだデータ 画像列 気球の動き

非線形方程式の最適化非線形方程式の最適化非線形方程式の最適化非線形方程式の最適化

３つの拘束式３つの拘束式３つの拘束式３つの拘束式

解法解法解法解法 Banno 2008
Result

Result Result



Result 梯子センサー梯子センサー梯子センサー梯子センサー

--狭隘部用狭隘部用狭隘部用狭隘部用 -- Ono & Ikeuchi 2005

水平－形状

垂直－速度

形状形状形状形状

進行方向に直行した１次元センサ進行方向に直行した１次元センサ進行方向に直行した１次元センサ進行方向に直行した１次元センサ

V

D

１次元距離センサ

速度速度速度速度

進行方向への１次元センサ進行方向への１次元センサ進行方向への１次元センサ進行方向への１次元センサ

V

D

１次元距離センサー

x

y (Depth)

t

x



尊顔尊顔尊顔尊顔 CYRAX（市販）（市販）（市販）（市販）

回廊内部回廊内部回廊内部回廊内部 Z+F(市販）市販）市販）市販）

回廊壁画回廊壁画回廊壁画回廊壁画 VIVID（市販）（市販）（市販）（市販）

ペディメントペディメントペディメントペディメント 鏡センサ（池内研開発）鏡センサ（池内研開発）鏡センサ（池内研開発）鏡センサ（池内研開発）

狭隘部狭隘部狭隘部狭隘部 木登り木登り木登り木登りセンサ（池内研開発）センサ（池内研開発）センサ（池内研開発）センサ（池内研開発）

上空上空上空上空 気球センサ（池内研開発）気球センサ（池内研開発）気球センサ（池内研開発）気球センサ（池内研開発）

開発項目開発項目開発項目開発項目

� 新しいセンサーの開発新しいセンサーの開発新しいセンサーの開発新しいセンサーの開発

� 大量データを扱える処理ソフトウエア大量データを扱える処理ソフトウエア大量データを扱える処理ソフトウエア大量データを扱える処理ソフトウエア

データ取得データ取得データ取得データ取得

貼り合わせ貼り合わせ貼り合わせ貼り合わせ

位置あわせ位置あわせ位置あわせ位置あわせ

大規模データ処理ソフト

位置あわせ位置あわせ位置あわせ位置あわせ



2枚の位置あわせ枚の位置あわせ枚の位置あわせ枚の位置あわせ 2枚の位置あわせの問題点枚の位置あわせの問題点枚の位置あわせの問題点枚の位置あわせの問題点

� 2枚の位置あわせ枚の位置あわせ枚の位置あわせ枚の位置あわせ

? ?

??

T1 T2

T3 T4

T5 T6

T1 T2

T3 T4

T5 T6

-> 規模！規模！規模！規模！

誤差の蓄積誤差の蓄積誤差の蓄積誤差の蓄積

u 同時位置あわせ同時位置あわせ同時位置あわせ同時位置あわせ

処理ソフトウエアの問題点処理ソフトウエアの問題点処理ソフトウエアの問題点処理ソフトウエアの問題点

� 非常に大規模なデータの処理非常に大規模なデータの処理非常に大規模なデータの処理非常に大規模なデータの処理

-- 20,000 以上の距離画像以上の距離画像以上の距離画像以上の距離画像 ~ 0.5 TB

� 問題点問題点問題点問題点

� 仮想記憶オーバー仮想記憶オーバー仮想記憶オーバー仮想記憶オーバー

� 極端に長い計算時間極端に長い計算時間極端に長い計算時間極端に長い計算時間

解決法解決法解決法解決法 （大石（大石（大石（大石 05））））

� GPU を使用した高速ＩＣＰを使用した高速ＩＣＰを使用した高速ＩＣＰを使用した高速ＩＣＰ

� 現場でのデータチェックとセンサープラン現場でのデータチェックとセンサープラン現場でのデータチェックとセンサープラン現場でのデータチェックとセンサープラン

� 次のステップへの初期位置合わせ次のステップへの初期位置合わせ次のステップへの初期位置合わせ次のステップへの初期位置合わせ

� PC クラスター上での並列同時クラスター上での並列同時クラスター上での並列同時クラスター上での並列同時ＩＣＰＩＣＰＩＣＰＩＣＰ

� 大学へ持ち帰り高精度位置合わせ大学へ持ち帰り高精度位置合わせ大学へ持ち帰り高精度位置合わせ大学へ持ち帰り高精度位置合わせ



統合統合統合統合

First Point-cloud

Second Point-Cloud

Issue in merging
Differences in Accuracy

信頼性を加味した統合信頼性を加味した統合信頼性を加味した統合信頼性を加味した統合

High confidence

Low confidence

Nakao 12



点から領域へ点から領域へ点から領域へ点から領域へ

点データと領域データ点データと領域データ点データと領域データ点データと領域データ

� 点 －－ デジタルバイヨン

� 領域 －－ アンコール域全体の全ての寺院の

データ

プレアヴィヘア寺院プレアヴィヘア寺院プレアヴィヘア寺院プレアヴィヘア寺院

なぜプレアビヘアか？なぜプレアビヘアか？なぜプレアビヘアか？なぜプレアビヘアか？

� タイ・カンボジア国境（少しカンボジア内）

� ５年に１度戦争

� 南北軸

カンボジア

タイ



開発項目開発項目開発項目開発項目

� 新しいセンサーの開発新しいセンサーの開発新しいセンサーの開発新しいセンサーの開発

� 大量データを扱える処理ソフトウエア大量データを扱える処理ソフトウエア大量データを扱える処理ソフトウエア大量データを扱える処理ソフトウエア

第四ゴ第四ゴ第四ゴ第四ゴ―プラ前の屋台センサープラ前の屋台センサープラ前の屋台センサープラ前の屋台センサー

長い廊下にそった彫刻長い廊下にそった彫刻長い廊下にそった彫刻長い廊下にそった彫刻

固定のセンサー固定のセンサー固定のセンサー固定のセンサー

• 密度の不均一

• 非効率



レールセンサーレールセンサーレールセンサーレールセンサー

2D range sensor

Ladybug 

球面ファクトリゼーション

Scan line

Bo 2014 Rail sensor

通常のセンサー通常のセンサー通常のセンサー通常のセンサー

3次元データ次元データ次元データ次元データ→ ビデオビデオビデオビデオ



３Ｄデータ＋スペクトルデータ

→ 確かにビデオコンテンツは作れる

月下のバイヨン
夕刻のメナンドロ家

しかし、コンテンツならしかし、コンテンツならしかし、コンテンツならしかし、コンテンツなら

�しかし、３Ｄ データは、、、

デジタル文化財の解析技術デジタル文化財の解析技術デジタル文化財の解析技術デジタル文化財の解析技術

サイバー考古学サイバー考古学サイバー考古学サイバー考古学

Digital Data



バイヨン全体構造の解析バイヨン全体構造の解析バイヨン全体構造の解析バイヨン全体構造の解析

平面図平面図平面図平面図

� 東西軸より0.94度反時計周りに回転

中央塔テラス上での高さ分布中央塔テラス上での高さ分布中央塔テラス上での高さ分布中央塔テラス上での高さ分布

雨水の流れ方向雨水の流れ方向雨水の流れ方向雨水の流れ方向
中央塔の詳細断面図中央塔の詳細断面図中央塔の詳細断面図中央塔の詳細断面図



中央塔基壇の等高線中央塔基壇の等高線中央塔基壇の等高線中央塔基壇の等高線

West East

South North

中央塔内部中央塔内部中央塔内部中央塔内部計測計測計測計測

塔内部に足場を設営し、解体しながら計測塔内部に足場を設営し、解体しながら計測塔内部に足場を設営し、解体しながら計測塔内部に足場を設営し、解体しながら計測

（（（（by Imager5003 & Cyrax2500by Imager5003 & Cyrax2500by Imager5003 & Cyrax2500by Imager5003 & Cyrax2500））））



主塔東塔北西塔西塔

搭の内部形状搭の内部形状搭の内部形状搭の内部形状

側壁強度計算側壁強度計算側壁強度計算側壁強度計算

バイヨン尊顔の解析バイヨン尊顔の解析バイヨン尊顔の解析バイヨン尊顔の解析

塔と尊顔塔と尊顔塔と尊顔塔と尊顔

� １７３の尊顔をスキャン



搭５０の搭５０の搭５０の搭５０の4面面面面

Face3SE Face4S Face5S
W

Face6W Face7NW Face8N

Face9NE Face12S Face13E Face13N Face13S Face15E

Face15N Face15S Face15W Face16E Face16N Face16S

線形判別による顔分類線形判別による顔分類線形判別による顔分類線形判別による顔分類

� 朴亨国武蔵野美大助教授（JSA美術班）による分
類を教師

判別関数から見る判別基準の可視化

教師つきクラスタリングの結果教師つきクラスタリングの結果教師つきクラスタリングの結果教師つきクラスタリングの結果

-10
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0
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-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20

Devata

Deva
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50E

51S

35N



解釈解釈解釈解釈

� ３種類に大分類可能

� デーヴァ

� デヴァター

� アシュラ

教師なしクラスタリングの結果教師なしクラスタリングの結果教師なしクラスタリングの結果教師なしクラスタリングの結果

デーヴァター

デーヴァ

アシュラ

尊顔の制作背景尊顔の制作背景尊顔の制作背景尊顔の制作背景

� 位置的に近い搭の
間での尊顔類似

→ 複数の尊顔制

作チームが存在

→ 同一チームが

近隣を制作

ポンペイ遺跡ポンペイ遺跡ポンペイ遺跡ポンペイ遺跡

メナンドロ家の解析メナンドロ家の解析メナンドロ家の解析メナンドロ家の解析



メナンドロの家メナンドロの家メナンドロの家メナンドロの家

形状モデル形状モデル形状モデル形状モデル

平面図平面図平面図平面図



既存の平面図との差既存の平面図との差既存の平面図との差既存の平面図との差

Black - encyclopediaRed – obtained

１つの解釈１つの解釈１つの解釈１つの解釈

伝統的手法

３D計測より

震災遺構震災遺構震災遺構震災遺構

大槌町役場旧庁舎

デジタルモニュメント化

140

モニュメントの必要性モニュメントの必要性モニュメントの必要性モニュメントの必要性

•VR
•MR
•３次元

� 記憶の風化を防ぐ

� 昔：語り部，写真，石碑

� 今：Web上の動画，報道映像

� 未：仮想臨場体験



実在実在実在実在 ・・・・ 仮想化仮想化仮想化仮想化

� 実在モニュメント � 仮想化モニュメント

原爆ドーム

ベルリンの壁

天平大仏シアター展示

アスカ・川原寺現場展示

実在実在実在実在 ・・・・ 仮想化仮想化仮想化仮想化

� 実在モニュメント

� 存在感あり

� 全てを残すのは不可能

� 維持費用比較的大

� 劣化・崩落防止工事

� 見たくない人にも見える

� 仮想化モニュメント

� 存在感が薄い

� 全てを残せる

� 維持費用比較的小

� コンテンツ、機材の更新

� 見たい人のみ見ることが
できる

ハイブリッドとしてのハイブリッドとしてのハイブリッドとしてのハイブリッドとしての

複合現実モニュメント複合現実モニュメント複合現実モニュメント複合現実モニュメント

� 一部実物

� 仮想化重畳

145

大槌町大槌町大槌町大槌町役場役場役場役場旧旧旧旧庁庁庁庁舎舎舎舎データ取得データ取得データ取得データ取得

� 第1次計測：2013年4月22～27日
� 第2次計測：2013年5月27～28日



位置合わせ結果（位置合わせ結果（位置合わせ結果（位置合わせ結果（役場役場役場役場１１１１階階階階））））

147

位置合わせ結果（位置合わせ結果（位置合わせ結果（位置合わせ結果（役場２階役場２階役場２階役場２階））））

148

149

モデル化の必要性モデル化の必要性モデル化の必要性モデル化の必要性

� 文化財保存・表示のためのデータ

� インフラ保全のためのデータ

� 自動走行のためのデータ

� 建設計画のためのデータ



デジタルインデジタルインデジタルインデジタルインフフフフララララ

なぜトンなぜトンなぜトンなぜトンネネネネルか？ルか？ルか？ルか？

� だれも形状を知らない

� CADは外形のみ
� シールドマシンが計画どおりか？

� 通常のＭＭＳのセンサーが働かない

� ＧＰＳ信号なし

� ＩＮＳの誤差の蓄積

プアマンズＭＭＳ（１０００万）

粟ヶ峰（旧金谷）トンネル（第二東名）粟ヶ峰（旧金谷）トンネル（第二東名）粟ヶ峰（旧金谷）トンネル（第二東名）粟ヶ峰（旧金谷）トンネル（第二東名）

4.6 km length

計測方計測方計測方計測方式式式式

� ストップ ＆ ゴー 各２０ｍ

� ２次元距離センサのスタティッ
ク計測

20m

20m

20m



開発項目開発項目開発項目開発項目

� 新しいセンサーの開発新しいセンサーの開発新しいセンサーの開発新しいセンサーの開発

� 大量データを扱える処理ソフトウエア大量データを扱える処理ソフトウエア大量データを扱える処理ソフトウエア大量データを扱える処理ソフトウエア

東東東東大大大大Alignment-exe

� GPU を利用した高速局所ＩＣＰを利用した高速局所ＩＣＰを利用した高速局所ＩＣＰを利用した高速局所ＩＣＰ

� 現場での初期位置合わせ現場での初期位置合わせ現場での初期位置合わせ現場での初期位置合わせ

� 並列同時精密ＩＣＰ並列同時精密ＩＣＰ並列同時精密ＩＣＰ並列同時精密ＩＣＰ

� 大学大学大学大学ででででの精密位置合わせの精密位置合わせの精密位置合わせの精密位置合わせ

Oishi, Ikeuchi 3DIM 2005

問題点問題点問題点問題点

� 情報量のすくなさ

� 大部分の部分が同じ形状＝非常に重い慣性

� トンネルの形状＝円筒

� 円筒方向の軸方向の自由度

� 円筒の回転の自由如何

エエエエッジベースッジベースッジベースッジベースＩＩＩＩＣＰＣＰＣＰＣＰ

� データの類似性（円筒形）による誤差の回避

� データ圧縮

Original data 3D edge data



位置位置位置位置合わせ結果合わせ結果合わせ結果合わせ結果

• Each color = Each scan data
• Error accumulation

グローバル位置合わせグローバル位置合わせグローバル位置合わせグローバル位置合わせ

� 同時位置合わせによる誤差の分散

� トンネル両端固定

� 3D-3D の同時位置合わせ

� トンネル両端での地球座標への位置合わせ

� 長時間計測によるＧＰＳ信号の高精度化

� 地球座標への変換

トンネル両端での地球座標との位置合わせトンネル両端での地球座標との位置合わせトンネル両端での地球座標との位置合わせトンネル両端での地球座標との位置合わせ

複数位置での複数位置での複数位置での複数位置での

長時間のＧＰＳ長時間のＧＰＳ長時間のＧＰＳ長時間のＧＰＳ

ＧＰＳアンテナＧＰＳアンテナＧＰＳアンテナＧＰＳアンテナ

のモデル化のモデル化のモデル化のモデル化

粟ヶ峰粟ヶ峰粟ヶ峰粟ヶ峰トントントントンネネネネルルルル(4.6km)



評価評価評価評価

• ＣＡＤデータとの中央線の比較

• ３Ｄデータからの中央線

３Ｄデータの内側の南北線

たかさ、１．６ｍ

ＣＡＣＡＣＡＣＡＤとのＤとのＤとのＤとのずずずずれれれれ

Large error at central part (by uncertainty) and big curve

Max. 4.3 m (for 4.6 km tunnel)

曲率とずれの関係曲率とずれの関係曲率とずれの関係曲率とずれの関係

Large curvature 
causes error

動的活動のモデル化動的活動のモデル化動的活動のモデル化動的活動のモデル化

動的表現動的表現動的表現動的表現

違法駐車違法駐車違法駐車違法駐車

歩行者流歩行者流歩行者流歩行者流

交通流交通流交通流交通流



計測車両

得られた距離画像得られた距離画像得られた距離画像得られた距離画像

172

道路道路道路道路表表表表面の抽出面の抽出面の抽出面の抽出

173

車車車車輛輛輛輛側面の抽出側面の抽出側面の抽出側面の抽出

174

最初のピーク



移移移移動プラット動プラット動プラット動プラットフォフォフォフォームからのームからのームからのームからの駐駐駐駐車車車車車車車車

両両両両検検検検出出出出

175 176

Segmentation Result

固定カメラからの歩行者追跡固定カメラからの歩行者追跡固定カメラからの歩行者追跡固定カメラからの歩行者追跡

歩行者歩行者歩行者歩行者トラットラットラットラッキキキキングングングング

王王王王・小野・池内・小野・池内・小野・池内・小野・池内 ピラミッドピラミッドピラミッドピラミッドトラックカートラックカートラックカートラックカー



車両トラッキング車両トラッキング車両トラッキング車両トラッキング

上條・坂内上條・坂内上條・坂内上條・坂内 HMMトラッカートラッカートラッカートラッカー

仮想空間への仮想空間への仮想空間への仮想空間への投影投影投影投影

182

ドライバーの視点（ビルあり）ドライバーの視点（ビルあり）ドライバーの視点（ビルあり）ドライバーの視点（ビルあり）

事故の再現・体験

ドライバーの視点ドライバーの視点ドライバーの視点ドライバーの視点

（ビルの半透明化）（ビルの半透明化）（ビルの半透明化）（ビルの半透明化）

事故の防止



4次元仮想化都市空間次元仮想化都市空間次元仮想化都市空間次元仮想化都市空間

４次元化：４次元化：４次元化：４次元化： 未来への展開未来への展開未来への展開未来への展開

情報情報情報情報観測網観測網観測網観測網

予測エンジン予測エンジン予測エンジン予測エンジン

（交通、気象）（交通、気象）（交通、気象）（交通、気象）

４次元化：４次元化：４次元化：４次元化： 過去への展開過去への展開過去への展開過去への展開

アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ

映像映像映像映像

透視機能

ビル影に

車！！！

必要な機能：千里眼・透視・タイムマシン

千里眼機能

今の16号の

渋滞は？

柏駅近辺柏駅近辺柏駅近辺柏駅近辺走行中走行中走行中走行中

タイムマシン機能 1時時時時
間後の６号CO2汚染は？



気づきからＣＯ２削減気づきからＣＯ２削減気づきからＣＯ２削減気づきからＣＯ２削減

総務省 プロジェクト （Ｈ２３～Ｈ２５）

190190

３つの技術分野３つの技術分野３つの技術分野３つの技術分野

� 持続可能な交通状態モニタリング

� 時空間融合交通情報基盤

� 市民向け生活交通情報配信システム

191191

持持持持続続続続可能可能可能可能な交通状な交通状な交通状な交通状況況況況モニタリングモニタリングモニタリングモニタリング

画像データ

車両感知器など

走行履歴

プローブ情報

（位置情報・速度 etc…）

まもなく柏駅

行きのバスが

到着します。

バスロケーションシステム

プローブ情報の他、車両感知器や

画像データ等、あらゆる情報を収集

路側カメラ

192192

路側カメラの画像センサ化路側カメラの画像センサ化路側カメラの画像センサ化路側カメラの画像センサ化

・既存カメラの画像データから時空間ＭＲＦを用いて

交通量、速度等を生成し、サーバに送信

・１分に１枚程度の画像をサーバに送信

中央サーバ

既設カメラ

WiMAXによりデータを無線で

配信（交通データ、画像）

■既存センサの画像処理

システムのイメージ
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３つの技術分野３つの技術分野３つの技術分野３つの技術分野

� 持続可能な交通状態モニタリング

� 時空間融合交通情報基盤

� 市民向け生活交通情報配信システム

195195

生活交通情報フィードバックシステム生活交通情報フィードバックシステム生活交通情報フィードバックシステム生活交通情報フィードバックシステム

の実装の実装の実装の実装

交
通
行
動

交
通
状
態

ＣＯ2削減推定量etc…

持続可能な

モニタリング

市民向け

生活交通情報システム

時空間融合

交通情報基盤

施策評価

地域社会（∋地域行政）

気づき

市民

行動変容

こんなに渋滞して

いるんだ…

他の道を使ってみ

よう！

渋滞が減ってCO2

削減！

みんなでやれば

できるんだ！

統合データ

Social feedback

E
valuate

196196

時時時時空間空間空間空間融融融融合交通合交通合交通合交通情報情報情報情報基基基基盤盤盤盤

様々な形式の情報を使える形に変換

蓄積

データ

ベース

動
的

デ
ー
タ

静
的
デ
ー
タ

交通事故

データ

旧Ver.

道路交通

センサス

旧Ver.

環境

センサス

旧Ver.

施設データ

（MICHI）

旧Ver.

ＶＩＣＳ

データ

各種プローブ

データ

（A）

各種プローブ

データ

（B)

交通工学

プローブ

データ

交通事故

データ

道路交通

センサス

環境

センサス

施設データ

（MICHI）

各種プローブ

データ

（C）

各種プローブ

データ

（D）

センサス区間⇔ＤＲＭリンク

対応テーブル

VICSリンク

⇔ＤＲＭリンク

対応テーブル

トラカン

常時観測

データ

.

ＤＲＭ

旧ver.

差分テーブル 差分テーブル 差分テーブル 差分テーブル

バスプローブ

データ

オンデマンド

バスプローブ

データ

（柏市内)

タクシー

プローブ

データ

（柏市内)

ＤＲＭＤＲＭＤＲＭＤＲＭ

【【【【基盤基盤基盤基盤】】】】

緯度経度⇔ＤＲＭリンク

対応テーブル

ＣＣＴＶ画像

交通量

データ

差分テーブル

道路情報

システム

（道路規制等）

ＮＥＸＣＯ

データ

（速度、規制等）

KP⇔ＤＲＭリンク

対応テーブル

197

ナナナナウキウキウキウキャストャストャストャスト

交通シ交通シ交通シ交通シミミミミュレーシュレーシュレーシュレーショョョョンンンン

センサ／プローブで観測した

柏市の「今の」交通流動状態

「今の」交通流動状態を

再現する交通シミュレーション

フィット

渋滞損失

エネルギー消費量

CO2排出量

両者の流動状態が

整合するように

シミュレーションの

諸条件を調整する
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３つの技術分野３つの技術分野３つの技術分野３つの技術分野

� 持続可能な交通状態モニタリング

� 時空間融合交通情報基盤

� 市民向け生活交通情報配信システム

200200

市民向け生活情報配信システム市民向け生活情報配信システム市民向け生活情報配信システム市民向け生活情報配信システム

ナウキャストシミュレーション

統合されたデータを

地域住民にわかりや

すい形で提供

情報発情報発情報発情報発信：信：信：信： CO2CO2CO2CO2 WebWebWebWebサイトサイトサイトサイト

� 現在のCO
2

発生量、過去のCO
2

発生量を配信

201

CO
2

スコープ

道路別CO
2

排出状況

CO
2

排出グラフ

ライブシチュエーション

情報配情報配情報配情報配信：信：信：信： COCOCOCO２経２経２経２経路路路路案内案内案内案内サービスサービスサービスサービス

Kashiwa ITS Promotion Council

202

� 交通状況シミュレーション結果から
� 「CO2排出量が最も少ない経路」

� 「最短時間での経路」

� 「最短距離での経路」の３種類の経路

� スマートフォン(Android)GPSを利用、自身の交通行動を記録

� 自身のCO
2

排出量と「CO
2

排出量の最も少ない経路」を比較

現在地〜目的地
の設定 経路探索 移動（測定） 結果表示

移動経路の表示

・CO2排出量の少ない
経路との比較

CO2排出情報表示
・CO2排出量の少ない
経路との排出量の差

を表示

・エコドライブ診断など



CO2 display bus

Kashiwa ITS Promotion Council 203

ナウキャストからフォーキャストへナウキャストからフォーキャストへナウキャストからフォーキャストへナウキャストからフォーキャストへ

草の根

情報観測網

予測エンジン予測エンジン予測エンジン予測エンジン

（交通、気象）（交通、気象）（交通、気象）（交通、気象）

1時時時時間後の６号

CO2汚染は？

タイムマシン機能タイムマシン機能タイムマシン機能タイムマシン機能

4次元化：次元化：次元化：次元化： パーストキャストパーストキャストパーストキャストパーストキャスト

デマンド

ベース

アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ

映像映像映像映像

4次元仮想化：スマートツーリ次元仮想化：スマートツーリ次元仮想化：スマートツーリ次元仮想化：スマートツーリズズズズムムムム

国土交通省・明日香村プロジェクト国土交通省・明日香村プロジェクト国土交通省・明日香村プロジェクト国土交通省・明日香村プロジェクト

動機づけ

学習

訪問

感動

再訪

仮想化仮想化仮想化仮想化

飛鳥飛鳥飛鳥飛鳥



移移移移動しな動しな動しな動しなががががら現地でら現地でら現地でら現地で昔昔昔昔のののの風風風風景景景景

� 現実シーンに

� 仮想CGを重ねる技術

207

•その場所でＣＧその場所でＣＧその場所でＣＧその場所でＣＧ

•古代からの風古代からの風古代からの風古代からの風

を感じつつを感じつつを感じつつを感じつつ

パパパパーストーストーストーストキキキキャストバス（ャストバス（ャストバス（ャストバス（明日香明日香明日香明日香））））

208

209

震災震災震災震災のののの記憶記憶記憶記憶：：：： 「失「失「失「失われたわれたわれたわれた街」街」街」街」

210



昔の街まるごと体験昔の街まるごと体験昔の街まるごと体験昔の街まるごと体験

�電気バスで昔の街並みの中に
�スタート地点は旧役場

将来展望将来展望将来展望将来展望

� クラウド化

� ４ｔｈパラダイム

212

家庭

業務

地域

交通システム

クラウドコンピュータ上の４次元仮想都市クラウドコンピュータ上の４次元仮想都市クラウドコンピュータ上の４次元仮想都市クラウドコンピュータ上の４次元仮想都市クラウドコンピュータ上の４次元仮想都市クラウドコンピュータ上の４次元仮想都市クラウドコンピュータ上の４次元仮想都市クラウドコンピュータ上の４次元仮想都市

ＩＴＳＩＴＳＩＴＳＩＴＳをささえるをささえるをささえるをささえる

クラウド仮想化都市クラウド仮想化都市クラウド仮想化都市クラウド仮想化都市

透視機能透視機能透視機能透視機能

ビル影に車！！！

人間の情報収集能力の向上人間の情報収集能力の向上人間の情報収集能力の向上人間の情報収集能力の向上

（千里眼（千里眼（千里眼（千里眼・透視・・透視・・透視・・透視・タイムマシン）タイムマシン）タイムマシン）タイムマシン）

千里眼機能千里眼機能千里眼機能千里眼機能

今の16号の

渋滞は？

柏駅近辺柏駅近辺柏駅近辺柏駅近辺走行中走行中走行中走行中

タイムマシン機能

1時時時時間後の６号CO2汚染は？



4th paradigm (Jim Gray)

� 第一世代:経験を通して発見：数千年前～

� 第二世代:物理モデルを立てて発見：数百年前～

� 第三世代:シミュレーションで発見：数十年～

� 第四世代:データに語らせて発見

215

携帯カメラ携帯カメラ携帯カメラ携帯カメラ＋＋＋＋自自自自己己己己位置位置位置位置

車車車車載載載載カメラカメラカメラカメラ (NISSAN)＋＋＋＋自自自自己己己己位置位置位置位置

217

4444
thththth

ParadigmParadigmParadigmParadigmによる仮想空間による仮想空間による仮想空間による仮想空間

静的都市空間静的都市空間静的都市空間静的都市空間

車載車載車載車載

据え置き据え置き据え置き据え置き

携帯携帯携帯携帯

ユーザ参加型ユーザ参加型ユーザ参加型ユーザ参加型

草の根センサ草の根センサ草の根センサ草の根センサ

活動のモデル化活動のモデル化活動のモデル化活動のモデル化



4th
パパパパララララダダダダイムイムイムイム：通れるマップ：通れるマップ：通れるマップ：通れるマップ

（ＩＴＳジャ（ＩＴＳジャ（ＩＴＳジャ（ＩＴＳジャパパパパン）ン）ン）ン）

� 各車の位置のＯＲ

219

タクシーのタクシーのタクシーのタクシーのワワワワイイイイパパパパーから雨域のーから雨域のーから雨域のーから雨域の推推推推

定（定（定（定（名名名名古屋大）古屋大）古屋大）古屋大）

220

草草草草のののの根根根根モデリングモデリングモデリングモデリング

� １台のエクスパートより多数の民衆

� 問題点

� センシング手法の開発

� テータ蓄積のためのクラウドコンピュータ

� 信頼性の高いデータのみの選別

221

4次元仮想化都市空間次元仮想化都市空間次元仮想化都市空間次元仮想化都市空間

� 仮想化技術開発
� 仮想化技術
� 表示技術

� 仮想化空間の機能
� 千里眼機能
� 透視機能
� タイムマシン機能

� 今後の方向としての4ｔｈパラダイム

� 謝辞：国土交通省、総務省、文部科学省、警察庁、明日香村
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