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1. はじめに 

本書は以下の 3 つの章に分かれています。 

第一章では、画面構成について説明します。 

第二章では、機能について説明します。 

第三章では、補足事項について説明します。 

 

1-1 使用許諾と制限事項について 

ノアは、お客様が制限事項を厳守することを条件として、以下の権利を許諾します。 

1. インストールおよび使用 お客様は、本ソフトウェアを数に限りなくインストールして使用す

ることができます。 

2. ライセンスの制限 追加機能ライセンスはパーソナルコンピューター（以下、PC）を限定する

ものであり、ライセンスを取得した PC 以外にインストールしても追加機能は使用できません。 

3. OSS の使用制限 OSS の使用制限は OSS のライセンスを参照してください。 

4. リバースエンジニアリングの制限 お客様は、OSS のライセンスを超えてのリバースエンジニ

アリングに付随する行為を禁止します。 

5. レンタルの禁止 お客様は、本ソフトウェアをレンタルまたはリースすることを禁止します。 

6. 責任の限定 ノアは、お客様が本ソフトウェアの使用によって生じる如何なる損害に関して、

一切の責任を負いません。 

 

1-2 ライセンスについて 

オープンソースソフトウェア（以下、OSS）ライブラリを使用しています。 

OSS の Copyright（著作権表示）およびバージョンはインストールフォルダを参照してください。

ソースコードは OSS の各サイトにて入手できます。また、変更したソースコードはインストールフ

ォルダにあります。ご利用の際は OSS ライブラリのソースコードに上書きしてください。 
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2. 第一章 画面 

HapimoViewer の画面について説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1 3D 画面 

読み込んだ 3D モデルを表示します。 

マウスとキーボードの操作でカメラ視点を変更できます。 

他のキー操作を確認するには H キーを押してください。 

 

操作 動作 

左ボタンを押しながらドラッグ カメラ視点の自由回転 

Ctrl キーと左ボタンを押しながらドラッグ カメラ視点の水平回転 

中ボタンを押しながらドラッグ 
カメラ視点の水平移動 

Shift キーと左ボタンを押しながらドラッグ 

ホイール上下にスクロール 
カメラ視点の拡大・縮小 

右ボタンを押しながら上下ドラッグ 

R キー カメラ視点の拡大・縮小を初期化 

T キー カメラ視点の初期化 

 

3D 画面 

Ctrl 画面 

Layer 画面 
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2-2 Ctrl 画面 

カメラの座標または機能を表示します。 

 

カメラの座標系 詳細 

pos カメラの位置 

focal カメラの焦点（カメラ回転の中心） 

up カメラの向き（カメラ上方の法線） 

 

2-3 Layer 画面 

3D モデルの一覧を表示します。 

3D モデルを操作する編集メニュー／フィルタメニュー／アライメントメニューの機能は『選択レイ

ヤー』に対して実行されます。一部の機能（ICP による位置合わせ、など）は『選択レイヤー』と

『対象レイヤー』に対して実行されます。 

3D 画面でも以下の操作をすることで、『選択レイヤー』と『対象レイヤー』を設定できます。 

 

操作 動作 

Ctrl キーを押しながら左クリック クリックしたクラウドを選択レイヤーに設定 

Ctrl と Shift キーを押しながら左クリック クリックしたクラウドを対象レイヤーに設定 

 

『クラウド』のドロップダウンボックスにカーソルを置いた状態で Space キーを押すとクラウドの

表示・非表示が切り替わります。また、Delete キーでクラウドを削除できます。 

『レイヤー』または『クラウド』の右にある『×』ボタンを押すことで、レイヤーまたはクラウド

を削除できます。 

 

表示ボタン 

削除ボタン 
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3. 第二章 機能 

HapimoViewer の機能について説明します。 

 

3-1 『ファイル』メニュー 

主にファイル操作に関する機能を備えています。 

 

3-1-1 開く 

3D ファイルを開きます。 

ファイルを開くダイアログボックスが表示されます。 

開きたい 3D ファイルをすべて選択してから『開く』ボタンを

押してください。単位は mm となります。 

 

拡張子 フォーマット 

PLY Polygon File Format (ASCII/Binary) 

PCD Point Cloud Data Format (ASCII/Binary) 

VTK VTK File Formats (ASCII/Binary) 

OBJ Wavefront OBJ File Format (ASCII) 

STL Standard Triangulated Language (ASCII/Binary) 

HYML Hapimo YAML File Format (ASCII) 

 

3-1-2 保存 

表示中の 3D モデルを 3D ファイルとして保存します。 

ファイルを保存するダイアログボックスが表示されます。 

保存したい 3D ファイルの名称と種類を入力してから『保存』

ボタンを押してください。 

HYML ファイルはどの種類を選んでも保存されます。 
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3-1-3 すべて保存 

すべての 3D モデルを 3D ファイルとして保存します。 

ファイルを保存するダイアログボックスが表示されます。 

保存したい 3D ファイルの名称と種類を入力してから『保存』

ボタンを押してください。 

HYML ファイルはどの種類を選んでも保存されます。 

 

種類 フォーマット 

PLY Binary Files Polygon File Format (Binary) 

PLY Ascii Files Polygon File Format (ASCII) 

PCD Binary Files Point Cloud Data Format (Binary) 

PCD Ascii Files Point Cloud Data Format (ASCII) 

VTK Ascii Files VTK File Formats (ASCII) 

OBJ Files Wavefront OBJ File Format (ASCII) 

STL Ascii Files Standard Triangulated Language (ASCII) 

HYML Files Polygon File Format (Binary) 

 

3-1-4 スナップショット 

ピクチャフォルダに 3D 画面のスナップショットを保存します。 

スナップショットのファイル名称は“snapshot_年月日-時分秒.png”になります。 

 

3-1-5 印刷 

表示している 3D モデルを印刷します。 

 

3-1-6 終了 

HapimoViewer を終了します。 

 



 

6/37 

3-2 『編集』メニュー 

主に編集で使用する 3D オブジェクトに関する機能を備えています。 

Ctrl＋Insert キーで情報をクリップボードにコピーできます。 

 

3-2-1 カーソル設定／クリア 

原点を設定または解除（クリア）します。 

カーソル設定で『カーソル設定アクション』に移行します。

ダブルクリックで位置を決め、ENTERキーで確定または ESC

キーでキャンセルします。Ctrl 画面にある『確定』ボタンまた

は『キャンセル』ボタンでも行えます。 

カーソルの方向は以下の通りになります。 

 

色 方向 

赤 X 軸の正方向 

黄 Y 軸の正方向 

緑 Z 軸の正方向 

 

3-2-2 ボックス設定／クリア 

ボックスを設定または解除（クリア）します。 

ボックス設定で『ボックス設定アクション』に移行します。

位置・サイズ・方向を決め、ENTER キーで確定または ESC

キーでキャンセルします。Ctrl 画面にある『確定』ボタンまた

は『キャンセル』ボタンでも行えます。 

ボックスの丸をドラッグすることで位置およびサイズを変更します。面をドラッグすることで回転

します。マウスの中ボタンで移動、右ボタンで拡大・縮小します。 
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3-2-3 平面設定／クリア 

平面を設定または解除（クリア）します。 

平面設定で『平面設定アクション』に移行します。位置・方

向を決め、ENTER キーで確定または ESC キーでキャンセル

します。Ctrl 画面にある『確定』ボタンまたは『キャンセル』

ボタンでも行えます。 

平面の丸または面をドラッグすることで平面の位置を変更します。平面の矢印をドラッグすること

で方向を決定します。 

 

3-2-4 球体設定／クリア 

球体を設定または解除（クリア）します。 

球体設定で『球体設定アクション』に移行します。位置・サ

イズ・方向を決め、ENTER キーで確定または ESC キーでキ

ャンセルします。Ctrl 画面にある『確定』ボタンまたは『キャ

ンセル』ボタンでも行えます。 

球体を左ボタンでドラッグすることで位置を変更します。球体を右ボタンでドラッグすることで拡

大・縮小します。球体の丸をドラッグすることで方向を決定します。 

 

3-2-5 目盛り設定／クリア 

目盛りを設定または解除（クリア）します。 

目盛りの設定を繰り返すごとに分解能が変化します。 
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3-2-6 カラーバー設定／クリア 

カラーバーを設定または解除（クリア）します。 

カラーバーの範囲はフィルタによって設定されます。 

 

 

 

3-2-7 定規設定／クリア 

定規を設定または解除（クリア）します。 

定規の矢印または丸をドラッグして位置を決定します。定規

は選択した 3D 座標間のユークリッド距離を表示します。 

 

 

3-2-8 三角設定／クリア 

三角を設定または解除（クリア）します。 

三角の丸をドラッグして位置を決定します。三角は選択した

3D 座標を表示します。 

 

 

3-2-9 四角設定／クリア 

四角を設定または解除（クリア）します。 

四角の丸をドラッグして位置を決定します。四角は選択した

3D 座標を表示します。 
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3-2-10 多点設定／クリア 

多点を設定または解除（クリア）します。 

多点設定で『多点設定アクション』に移行します。多点は、

3D モデルの点をクリックして丸を追加または右クリックし

て丸を削除し、ENTER キーで確定または ESC キーでキャン

セルします。Ctrl 画面にある『確定』ボタンまたは『キャンセル』ボタンでも行えます。 

また、『選択レイヤー』を切り替えることで複数の 3D モデルに指定できます。 

 

3-2-11 2D 多点枠設定／クリア 

2D 多点枠を設定または解除（クリア）します。 

2D 多点枠設定で『2D 領域設定アクション』に移行します。

領域とする位置をクリックして追加または右クリックで削除

し、ENTERキーで確定またはESCキーでキャンセルします。

Ctrl 画面にある『確定』ボタンまたは『キャンセル』ボタンでも行えます。 

2D 多点枠からなる領域は確定するときに閉じた領域に変換し、閉じられない領域は破棄します。 

 

3-2-12 2D 四点枠設定／クリア 

2D 四点枠を設定または解除（クリア）します。 

2D 四点枠設定で『2D 枠設定アクション』に移行します。 

枠とする位置をクリックして追加または右クリックで削除し、

ENTER キーで確定または ESC キーでキャンセルします。 

Ctrl 画面にある『確定』ボタンまたは『キャンセル』ボタンでも行えます。 

2D 多点枠と違い、複数の枠を設定できます。 
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3-2-13 2D 三点枠設定／クリア 

2D 三点枠を設定または解除（クリア）します。 

2D 三点枠設定で『2D 枠設定アクション』に移行します。 

枠とする位置をクリックして追加または右クリックで削除し、

ENTER キーで確定または ESC キーでキャンセルします。 

Ctrl 画面にある『確定』ボタンまたは『キャンセル』ボタンでも行えます。 

2D 多点枠と違い、複数の枠を設定できます。 
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3-3 『表示』メニュー 

主に表示に関する機能を備えています。 

 

3-3-1 移動モード／戻る 

移動モードに切り替えます。 

移動モードでは 3D モデルの回転、拡大・縮小、移動を行うことができます。 

移動モードで表示の『戻る』を選択すると表示モードに戻ります。 

 

3-3-2 カメラリセット 

カメラ視点の拡大・縮小（焦点とカメラの距離）を 3D モデル

に合わせて初期化します。 

 

 

 

3-3-3 ビューリセット 

カメラ視点を 3D モデルに合わせて初期化します。 

 

 

 

 

3-3-4 表示拡大／表示縮小 

カメラ視点の拡大・縮小（焦点とカメラの距離）を変更します。 
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3-3-5 平行投影 

平行投影と透視投影を切り替えます。 

 

 

 

 

3-3-6 ステレオレンダリング 

赤青フィルムによるアナグリフステレオモードで表示します。 

 

 

 

 

3-3-7 3D 表示／2D 表示 

3D 表示と 2D 表示を切り替えます。 

2D 表示では中ボタンのドラッグで移動、ホイールで拡大・縮小、Ctrl+左クリックで色の選択または

右クリックで色の選択解除ができます。Ctrl+Insert キーで選択した色をクリップボードにコピーで

きます。 
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3-4 『クラウド』メニュー 

主にクラウド（点群、ポイントクラウド）の表示に関する機能を備えています。 

 

3-4-1 点サイズ拡大／点サイズ縮小 

3D モデルの点の表示サイズを拡大・縮小します。 

 

 

 

 

3-4-2 レイヤー表示 1-9 

1 から 9 番目のレイヤーのカレントクラウドの表示・非表示を切り替えます。 

Layer 画面の『クラウド：』で選択されているクラウドを『カレントクラウド』と呼びます。 
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3-5 『ウィンドウ』メニュー 

主にウィンドウに関する機能を備えています。 

 

3-5-1 レイヤーツール 

Layer 画面を表示します。 

 

3-5-2 コントロールツール 

Ctrl 画面を表示します。 
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3-6 『フィルタ』メニュー 

主にフィルタに関する機能を備えています。 

 

3-6-1 算出／重心の抽出 

『選択レイヤー／クラウド』の重心を算出し、カーソルを設

定します。 

 

 

 

3-6-2 算出／平面の抽出 

『選択レイヤー／クラウド』の平面を算出し、平面を設定し

ます。 

Z 軸を基準とした近似平面を最小二乗法で求めています。 

主成分分析の結果ではありません。 

 

3-6-3 算出／球体の抽出 

『選択レイヤー／クラウド』の球体を算出し、球体を設定し

ます。 
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3-6-4 算出／基準球の抽出 

表示クラウドから基準球を抽出します。 

 

 

 

 

項目 詳細 

球体半径 基準球の半径 

縦横検知倍率 球体とみなす XY 方向のサイズに掛ける倍率 

奥行検知倍率 球体とみなす Z 方向のサイズに掛ける倍率 

法線検索半径 主成分分析を行う点群を検索する半径 

法線再計算 クラウドに法線が含まれていても再計算 

RG 検索半径 RG（リージョングローイング）の検索半径 

クラスタの最小ポイント数 RG でクラスタと認識可能な最小の点数 

RG 平滑化閾値(deg) RG で範囲内とみなす隣り合う法線の角度差 

許容半径誤差 基準球とみなす半径の許容誤差 

許容点群誤差 基準球とみなす各点の半径誤差平均の許容量 

並び替え 基準球の順番を統一 
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3-6-5 算出／差分の抽出 

『選択レイヤー／クラウド』と『対象レイヤー／クラウド』

の点と平面のユークリッド距離を色で表示します。 

『選択レイヤー／クラウド』が『対象レイヤー／クラウド』

より手前側（原点側）なら赤、奥側なら青となります。 

カーソルを原点座標として読み込みます。 

 

項目 詳細 

幅 点群が 2D 構造を持つときの横幅 

高さ 点群が 2D 構造を持つときの縦幅（2D 構造以外は 1） 

法線検索半径 主成分分析を行う点群を検索する半径 

法線再計算 クラウドに法線が含まれていても再計算 

EIGEN 検索半径 距離を測定する近傍点の検索半径 

色範囲(mm) 距離を HUE 色（0.0～0.667）に変換する 1/2 の範囲 

メッシュ半径 メッシュとして接続可能な距離 

メッシュ乗数 近傍点までの距離に掛ける乗数（2D 構造以外） 

メッシュ最大近傍 近傍点の最大検索点数（2D 構造以外） 

メッシュ最大表面角度(deg) 近傍点の最大角度差（2D 構造以外） 

メッシュ最小角度(deg) 辺を構成する最小角度（2D 構造以外） 

メッシュ最大角度(deg) 辺を構成する最大角度（2D 構造以外） 

メッシュ法線向きの一貫性 最大表面角度で法線向きを強制一致（2D 構造以外） 

 

3-6-6 算出／点数の表示 

すべてのクラウドの点数を表示します。 

点数は“有限点数/総点数”で表示され、有限点数は NaN（非

数）または Infinite（無限）を除いた有限座標の点数で、総点

数は NaN や Infinite を含んだ全体の点数となります。 
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3-6-7 算出／ポリゴンメッシュの面積 

『選択レイヤー／クラウド』のポリゴンメッシュの面積を表

示します。 

 

 

 

3-6-8 算出／ポリゴンメッシュの体積 

『選択レイヤー／クラウド』のポリゴンメッシュの体積を表

示します。 

カーソルを原点座標として読み込みます。 
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3-6-9 領域／新規レイヤー 

表示中のカレントクラウドを新規レイヤーにコピーします。 

 

3-6-10 領域／中心で移動 

『選択レイヤー／クラウド』の中心を指定する座標に平行移動します。 

『中心』はクラウドを内包する矩形の中心を指します。 

カーソルを移動先の座標として読み込みます。 

 

項目 詳細 

移動先座標 中心座標の移動先の座標 

 

3-6-11 領域／重心で移動 

『選択レイヤー／クラウド』の重心を指定する座標に平行移動します。 

カーソルを移動先の座標として読み込みます。 

 

項目 詳細 

移動先座標 重心座標の移動先の座標 
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3-6-12 領域／ボックス領域の点群を抽出・削除 

『選択レイヤー／クラウド』とボックス領域が交わる領域の

点群を抽出または削除します。 

ボックス領域の指定が必要になります。 

 

 

項目 詳細 

幅 点群が 2D 構造を持つときの横幅 

高さ 点群が 2D 構造を持つときの縦幅（2D 構造以外は 1） 

サイズ維持 削除領域を NaN に変換してサイズを維持 

 

3-6-13 領域／三角領域の平行抽出 

『選択レイヤー／クラウド』と三角領域を法線方向に平行に

伸ばした領域と交わる点群を抽出します。 

三角領域の指定が必要になります。抽出する方向は、+1 で三

角領域の手前側に、-1 で三角領域の奥側になります。 

 

項目 詳細 

幅 点群が 2D 構造を持つときの横幅 

高さ 点群が 2D 構造を持つときの縦幅（2D 構造以外は 1） 

方向 三角領域の手前か奥かを指定（奥<0<手前） 

削除 三角領域の内側を削除 

サイズ維持 削除領域を NaN に変換してサイズを維持 
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3-6-14 領域／三角領域の光軸抽出 

『選択レイヤー／クラウド』と三角領域を原点から錐状に伸

ばした領域と交わる点群を抽出します。 

三角領域の指定が必要になります。抽出する方向は、+1 で三

角領域の手前側に、-1 で三角領域の奥側になります。また、

カーソルを原点座標として読み込みます。 

 

項目 詳細 

幅 点群が 2D 構造を持つときの横幅 

高さ 点群が 2D 構造を持つときの縦幅（2D 構造以外は 1） 

方向 三角領域の手前か奥かを指定（奥<0<手前） 

削除 三角領域の内側を削除 

サイズ維持 削除領域を NaN に変換してサイズを維持 

 

3-6-15 領域／三角領域の 2D 抽出 

『選択レイヤー／クラウド』が 2D 構造（W,H）を持つとき、

2D 構造での三角領域と交わる点群を抽出します。 

三角領域の指定が必要になります。抽出する方向は、+1 で三

角領域の手前側に、-1 で三角領域の奥側になります。また、

カーソルを原点座標として読み込みます。 

 

項目 詳細 

幅 点群が 2D 構造を持つときの横幅 

高さ 点群が 2D 構造を持つときの縦幅（2D 構造以外は 1） 

方向 三角領域の手前か奥かを指定（奥<0<手前） 

削除 三角領域の内側を削除 

サイズ維持 削除領域を NaN に変換してサイズを維持 
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3-6-16 領域／平面との交点を抽出 

『選択レイヤー／クラウド』と平面が交差する点群を抽出し

ます。 

平面の指定が必要になります。平面より上下に分割された点

群の近傍線分と平面との交点を抽出します。 

 

項目 詳細 

平面の原点 平面上の点 

平面の法線 平面の法線（向き） 

平面認識の閾値 平面と平面との交点を抽出する点との最大距離 

 

3-6-17 領域／2D 多点枠内を抽出・削除 

『選択レイヤー／クラウド』が表示上 2D 多点枠内に収まる点

群を抽出または削除します。 

2D 多点枠の指定が必要になります。 
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3-6-18 抽出／格子によるダウンサンプリング 

『選択レイヤー／クラウド』に対して格子によるダウンサン

プリングを掛けます。 

中心から広がる格子より各重心座標を抽出します。 

 

 

項目 詳細 

格子の一片の長さ 正規格子の大きさを指定 

 

3-6-19 抽出／統計的な集合外の点群を除去 

『選択レイヤー／クラウド』に対して集合から外れている点

群を除去します。 

 

 

 

項目 詳細 

近傍の点数 検索する近傍点数 

標準偏差乗数 検索した近傍点までの距離の標準偏差に掛ける乗数 

 

3-6-20 抽出／平面の点群を抽出・除去 

『選択レイヤー／クラウド』から平面と想定さ

れる点群を抽出または除去します。 

RANSAC のため結果は一定ではありません。 

 

項目 詳細 

モデルまでの距離の閾値 平面上の点と認識する平面と点との最大距離 
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3-6-21 抽出／平面投影 

『選択レイヤー／クラウド』を平面に投影します。 

平面の指定が必要になります。 

 

 

 

項目 詳細 

平面の原点 平面上の点 

平面の法線 平面の法線（向き） 

 

3-6-22 抽出／鏡面投影 

『選択レイヤー／クラウド』から平面の裏にある点群を平面

の表に投影します。 

平面より視点側が表に、その反対側が裏になります。 

 

 

項目 詳細 

視点 原点 

平面の原点 平面上の点 

平面の法線 平面の法線（向き） 

 

3-6-23 抽出／反転投影 

『選択レイヤー／クラウド』から平面の表と裏にある点群を

平面の裏と表に投影します。 
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項目 詳細 

平面の原点 平面上の点 

平面の法線 平面の法線（向き） 

 

3-6-24 抽出／ユークリッドクラスターによる抽出 

『選択レイヤー／クラウド』からユークリッド距離によるク

ラスタ分割を行います。 

 

 

 

項目 詳細 

クラスタの最大許容距離 クラスタと認識可能な最大距離 

クラスタの最小ポイント数 クラスタと認識可能な最小の点数 

サイズ維持 削除領域を NaN に変換してサイズを維持 

 

3-6-25 抽出／リージョングローイングによる抽出 

『選択レイヤー／クラウド』からユークリッド距離と法線角

度を使用したリージョングローイングによるクラスタ分割を

行います。 

 

 

項目 詳細 

法線検索半径 主成分分析を行う点群を検索する半径 

法線再計算 クラウドに法線が含まれていても再計算 

RG 検索半径 RG（リージョングローイング）の検索半径 

クラスタの最小ポイント数 RG でクラスタと認識可能な最小の点数 

RG 平滑化閾値(deg) RG で範囲内とみなす隣り合う法線の角度差 

サイズ維持 削除領域を NaN に変換してサイズを維持 
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3-6-26 編集／単純な結合 

『選択レイヤー／クラウド』と『対象レイヤー／クラウド』

または表示中のすべてのクラウドを一つのクラウドに結合し

ます。 

 

 

3-6-27 編集／ユークリッド距離補間による結合 

『選択レイヤー／クラウド』と『対象レイヤー／クラウド』

または表示中のすべてのクラウドを近傍点の重心で補間して

一つのクラウドに結合します。 

 

 

項目 詳細 

補間半径 補間する近傍点を検索する距離 

最大近傍点数 補間する近傍点の検索数 

 

3-6-28 編集／ユークリッド距離補間によるダウンサンプリング 

『選択レイヤー／クラウド』から近傍点の重心で点数を減ら

します。 

 

 

 

項目 詳細 

補間半径 補間する近傍点を検索する距離 

最大近傍点数 補間する近傍点の検索数 
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3-6-29 編集／2D 構造を使用した直線補間による塗りつぶし 

『選択レイヤー／クラウド』が 2D 構造（W,H）を持つとき、

隣り合う近傍点同士を直線で補間して塗りつぶします。 

 

 

 

項目 詳細 

幅 点群が 2D 構造を持つときの横幅 

高さ 点群が 2D 構造を持つときの縦幅（2D 構造以外は 1） 

有効距離 塗りつぶし可能な距離 

原点無効 座標(0,0,0)を無効値として扱う 

 

3-6-30 編集／MLS 平滑化 

『選択レイヤー／クラウド』を移動最小二乗法（MLS）によ

って平滑化します。 

 

 

 

項目 詳細 

MLS 半径(mm) 主成分分析を行う点の検索半径 

MLS 多項式 多項式による補正有無 

MLS 次数 多項式の次数 
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3-6-31 編集／点群の色を設定 

『選択レイヤー／クラウド』の色を単色で設定します。 

 

 

 

 

項目 詳細 

RGBA 色 RGBA のカラー値を 0 から 255 の範囲で指定 

 

3-6-32 編集／テクスチャーからカラーメッシュを生成 

『選択レイヤー／クラウド』のテクスチャーの色をメッシュ

の色に設定します。 
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3-6-33 法線／法線の推定 

『選択レイヤー／クラウド』の法線を推定します。 

 

項目 詳細 

法線検索半径 主成分分析を行う点の検索半径 

法線原点 法線の方向を決める原点 
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3-6-34 メッシュ／2D 構造を使用したメッシュ生成 

『選択レイヤー／クラウド』が 2D 構造（W,H）を持つとき、

2D 構造を使用したメッシュを高速に生成します。 

 

 

 

項目 詳細 

幅 点群が 2D 構造を持つときの横幅 

高さ 点群が 2D 構造を持つときの縦幅（2D 構造以外は 1） 

距離 メッシュとして接続可能な距離 

メッシュ向き反転 メッシュを時計回りに形成 

 

3-6-35 メッシュ／グリーディー法によるメッシュ生成 

『選択レイヤー／クラウド』にグリーディー法でメッシュを

生成します。 

 

 

 

項目 詳細 

法線検索半径 主成分分析を行う点群を検索する半径 

法線再計算 クラウドに法線が含まれていても再計算 

メッシュ半径 メッシュとして接続可能な距離 

メッシュ乗数 近傍点までの距離に掛ける乗数 

メッシュ最大近傍 近傍点の最大検索点数 

メッシュ最大表面角度(deg) 近傍点の最大角度差 

メッシュ最小角度(deg) 辺を構成する最小角度 

メッシュ最大角度(deg) 辺を構成する最大角度 

メッシュ法線向きの一貫性 最大表面角度で法線向きを強制一致 
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3-6-36 輪郭／凸包による輪郭の抽出 

『選択レイヤー／クラウド』の輪郭を凸包で抽出します。 

メッシュの面積と体積を表示します。 

法線の向きの関係上、生成されたメッシュから『算出／ポリ

ゴンメッシュ』の体積は行えません。 

 

項目 詳細 

データの次元数 データの次元数（0=自動，2=2 次元，3=3 次元） 

 

3-6-37 輪郭／凹包による輪郭の抽出 

『選択レイヤー／クラウド』の輪郭を凹法で抽出します。 

メッシュの周長と面積を表示します。 

 

 

 

項目 詳細 

データの次元数 データの次元数（0=自動，2=2 次元，3=3 次元） 

中央からの有効距離 中心からの凹法で接続可能な距離 
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3-6-38 複合／複数レイヤーからボックス領域の点群を抽出 

表示中のクラウドとボックス領域が交わる領域の点群を抽出

または削除します。 

ボックス領域の指定が必要になります。 

 

 

項目 詳細 

サイズ維持 削除領域を NaN に変換してサイズを維持 

新規レイヤー 抽出した点群を新規レイヤーとして作成 
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3-7 『アライメント』メニュー 

主にアライメントに関する機能を備えています。 

 

3-7-1 ICP による位置合わせ 

『選択レイヤー／クラウド』と『対象レイヤー／クラウド』

または表示中のカレントクラウドの位置を近づけます。 

『選択レイヤー／クラウド』と『対象レイヤー／クラウド』

に別々のレイヤーを指定したとき、選択クラウドを対象クラ

ウドの位置に近づけます。また、同じレイヤーを指定したとき、一番上のレイヤーの位置に他のす

べてのレイヤーを近づけます。 

 

項目 詳細 

ICP 反復回数 ICP（Iterative Closest Point）の反復回数 

ICP サンプリング数 ICP のサンプリング数（0=全て使用，0 以上=RANSAC） 

ICP 変動 位置合わせ先として 1 つ前の位置合わせ後のクラウドを使用 

ICP 法線 法線を用いた平面との距離を最小とする ICP を使用 

法線検索半径 主成分分析を行う点群を検索する半径 

法線再計算 クラウドに法線が含まれていても再計算 
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3-7-2 Sphere-ICP による位置合わせ 

表示中のカレントクラウドの基準球を使用して位置を近づけ

ます。 

各レイヤーのカレントクラウドに同じサイズの基準球（発泡

スチロールの球で良い）が同じ個数だけ撮影されている必要

があります。一番上のレイヤーの位置に他のすべてのレイヤーを近づけます。 

 

項目 詳細 

球体半径 基準球の半径 

縦横検知倍率 球体とみなす XY 方向のサイズに掛ける倍率 

奥行検知倍率 球体とみなす Z 方向のサイズに掛ける倍率 

法線検索半径 主成分分析を行う点群を検索する半径 

法線再計算 クラウドに法線が含まれていても再計算 

RG 検索半径 RG（リージョングローイング）の検索半径 

クラスタの最小ポイント数 RG でクラスタと認識可能な最小の点数 

RG 平滑化閾値(deg) RG で範囲内とみなす隣り合う法線の角度差 

許容半径誤差 基準球とみなす半径の許容誤差 

許容点群誤差 基準球とみなす各点の半径誤差平均の許容量 

ICP 反復回数 ICP（Iterative Closest Point）の反復回数 

ICP サンプリング数 ICP のサンプリング数（0=全て使用，0 以上=RANSAC） 

並び替え 基準球の順番を統一 

一致 基準球の個数が一致しないものを除外 

ICP 変動 位置合わせ先として 1 つ前の位置合わせ後のクラウドを使用 
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3-7-3 ManualFeaturePoints-ICP による位置合わせ 

『選択レイヤー／クラウド』と『対象レイヤー／クラウド』

または表示中のカレントクラウドの位置を特徴点（多点）で

近づけます。各レイヤーのカレントクラウドに特徴点（多点）

が設定されている必要があります。『選択レイヤー／クラウ

ド』と『対象レイヤー／クラウド』に別々のレイヤーを指定したとき、選択クラウドを対象クラウ

ドの位置に近づけます。また、同じレイヤーを指定したとき、一番上のレイヤーの位置に他のすべ

てのレイヤーを近づけます。 

 

項目 詳細 

ICP 反復回数 ICP（Iterative Closest Point）の反復回数 

ICP サンプリング数 ICP のサンプリング数（0=全て使用，0 以上=RANSAC） 

ICP 変動 位置合わせ先として 1 つ前の位置合わせ後のクラウドを使用 

ICP 法線 法線を用いた平面との距離を最小とする ICP を使用 

法線検索半径 主成分分析を行う点群を検索する半径 

法線再計算 クラウドに法線が含まれていても再計算 
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3-8 『ヘルプ』メニュー 

主にヘルプに関する機能を備えています。 

 

3-8-1 ヘルプ表示 

画面にショートカットキーの一覧を表示します。 

実行するごとに表示・非表示が切り替わります。 

 

3-8-2 バージョン情報 

バージョン情報を表示します。 

テキストボックスにはライセンスの発行に必要な PC コードを表示します。 

 

3-8-3 データフォルダ 

データフォルダを開きます。 

データフォルダには HapimoViewer の設定が保存されています。 

 

3-8-4 設定 

アプリケーションの設定を開きます。 

複数のライセンスをお持ちの場合は、ライセンス番号を変更することでライセンスを切り替えるこ

とが可能です。ライセンスの切り替えには HapimoViewer の再起動が必要です。 
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4. 第三章 付録 

 

4-1 動作推奨環境 

以下の環境を推奨します。 

構成 詳細 

OS Microsoft® Windows® 7 以降 

CPU Intel® Core™ i3 以上 

メモリ 4GB 以上 

補助記憶装置（HDD/SSD/SSHD）空き容量 1GB 以上 

ビデオカード NVIDIA チップまたは AMD チップ 

 

4-2 OSS（Open Source Software） 

1. Boost http://www.boost.org/ 

2. Eigen http://eigen.tuxfamily.org/ 

3. FLANN http://www.cs.ubc.ca/research/flann/ 

4. freetype https://www.freetype.org/ 

5. GLUT https://www.opengl.org/resources/libraries/glut/ 

6. OpenCV http://opencv.org/ 

7. PCL http://pointclouds.org/ 

8. Qhull http://www.qhull.org/ 

9. VTK http://www.vtk.org/ 

 

4-3 連絡先 

 

 

 

http://www.boost.org/
http://eigen.tuxfamily.org/
http://www.cs.ubc.ca/research/flann/
https://www.freetype.org/
https://www.opengl.org/resources/libraries/glut/
http://opencv.org/
http://pointclouds.org/
http://www.qhull.org/
http://www.vtk.org/
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