移動ロボット に搭載したカメラの視点移動による
物体の３次元形状モデリング
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Abstract— This paper describes 3-D shape modeling performed by a mobile robot. We propose a method in which the
robot in the real environment acquires the accurate shape and constructs a 3-D model of an object using Computer Vision
techniques under the condition that position and shape of the object is unknown. 3-D modeling is performed from image
streams which are captured by a camera placed on the robot. The results show the effectiveness of our method.
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1. はじめに
オフィスや一般家庭などの実環境を動作する移動ロボット
には、周囲の環境を観察することで、行動を決定し実行する
ことが求められる。その際、ロボットに必要な機能のひとつ
は 、周囲の情報を行動に役立つ形態で保持することである。
近年、移動ロボットに搭載したセンサより得た情報をもとに、
未知の環境において地図を生成するマップ構築の研究がおこ
なわれている [6][11]。これらの多くはナビゲーションを目的
としており、環境の大域的な情報が取得できる一方、環境内
の特定の物体を操作できるような詳細な情報は得られない。
筆者らは、実環境に存在する物体に対し 、ひろいあげのよ
うな物体操作を自律移動ロボットで実現することに興味があ
る。このためには、個々の操作対象物体についての詳細な形
状情報を持つことが必要であるが 、実環境には多くの物体が
存在しており、それら全ての形状モデルをロボットにあらか
じめ持たせておくことは困難である。本研究ではロボットに、
対象物の位置や形状が未知の状態から、実環境中の物体の詳
細な形状モデルを生成することを目指す。
本論文は、実環境で動作する自律移動ロボットによる、把
持・操作が可能な小型物体の３次元形状モデリングについて
述べる。単眼のビジョンセンサ（パン・チルトカメラ）を搭
載した車輪型移動ロボットにより対象物に関する画像列を取
得し 、因子分解法、モーションステレオ、Space Carving など
のコンピュータビジョン手法を用いて、対象物の形状モデリ
ングをおこなう手法を提案する。
本手法は、以下のような特長を持つ。

•
•
•
•

ロボットが自律的に対象物を探索し決定する。
ロボットが走行しながら形状モデルを生成する。
対象物には人工的なマーカを持たせない。
ロボットの動作モデルなしに、画像列のみから
処理をおこなう。

以下では、２章で関連研究について述べ、３章で本研究の
方針と問題設定について述べる。４章では３次元形状モデリ
ングの概要、５章では提案する密な形状復元手法の詳細、６章
で提案手法を実装した実験結果を示す。７章をまとめとする。

Fig.1 車輪型移動ロボット
タから、物体の疎な３次元形状と、カメラの位置・姿勢を得
ることができ、画像間でテクスチャの対応が付く場合には有
用な手法である。また、物体の密な形状を復元する手法とし
て、相関ステレオ法 [7] や、Space Carving[5] などがある。こ
れらは、カメラの位置・姿勢が既知である場合に利用できる。
種々の手法を統合して、カメラの動きデータ無しに画像列
から物体の密な形状を復元する研究もおこなわれている。Sato
ら [10] は、あらかじめ指定したマーカと自動で追跡した特徴
点からカメラ姿勢を求め、それらを元にマルチベースライン
ステレオ法、Voxel 空間への統合をおこない、屋外環境の密
な３次元形状モデルを生成した。Sainz ら [9] は、透視投影モ
デルに基づく因子分解法により求めたカメラの位置・姿勢を
用いて、Space Carving をおこない、密な形状を得た。
対象物や背景に条件を課し 、３次元形状を精密に復元して
いるこれらの研究に対し 、本研究では、実環境を背景に、物
体には人工的なマーカが無い状態から、移動ロボットが自動
で３次元形状モデリングおこなう。

3. 研究の方針と問題設定
3·1

2. 関連研究
複数の画像データから物体の３次元形状を復元する研究は、
コンピュータビジョンの分野で盛んにおこなわれている。
因子分解法 [1][8] や、エピポーラ幾何を用いた手法 [15] 、
拡張カルマンフィルタを用いた手法 [2] は、複数の画像デー

問題設定

本研究では、車輪型移動ロボット (Fig.1) が床面上を移動す
ることにより、複数の視点から画像列を取得し 、それらを用
いて形状モデリングをおこなう。
対象物に関しては、以下の仮定をおく。

1. 対象物はロボットが移動する床面上に存在する

2. 対象物の形状は曲面を含んでも良いが 、テクスチャ
（ 模様）がある。
特に 2. の仮定は、画像列から形状情報を得る際、画像中に映
り込んだ対象物のテクスチャを利用するためである。

3·2

課題とアプローチ

実環境を移動するロボットに自律的に形状モデリングをお
こなわせる際、以下の難しさがある。
対象物の条件
対象物には、ロボットが他の物体と区別が付けられるよ
うな特別な条件や、形状取得を補助するようなマーカな
どを持たせない。すなわちロボットは、形状モデリング
をおこなう対象物を、実環境中に存在する物体の中から
特定する必要がある。また、形状モデリングの際にも、
カメラから得た画像中から、モデリングに必要な情報を
随時抽出しなければならない。
カメラの位置・姿勢の誤差
移動ロボットに搭載したカメラの位置・姿勢を直接的に
知る手段は、オド メトリ（車輪の回転数から測位するロ
ボットの自己位置）とパン・チルトの角度情報である。
しかし 、これらから得るカメラの位置・姿勢は、画像取
得とオド メトリ取得の同期のずれや、車体のスリップ、
カメラの角度の誤差などの要因により、正確ではない。
すなわち、ロボットは最初に実環境を広い範囲で探索し 、環
境中に存在する複数の物体から、形状モデリングの対象物を
決定する必要がある。そして対象物の詳細な形状を得るため
には、その物体の周囲を局所的に探索し 、カメラの位置・姿
勢の誤差にロバストな形状モデリングをおこなう。以上より、
本研究では処理を以下の２段階に分ける。

1. 対象物を移動しながら発見する。
(対象物の発見)
2. 発見した物体の形状モデルを生成する。
(対象物の形状モデリング )
対象物の発見処理では、ロボットは環境中を移動しながら、形
状モデリングの対象物を自動で決定する。すなわち、ロボッ
トは床面上の物体の有無を探索しながら走行し 、周囲の物体
の中から決定した対象物について、その正確な位置と、大ま
かな形状を求める。この詳細は文献 [12] に譲る。対象物の形
状モデリングでは、ロボットは発見した対象物に近づき、そ
の周囲を走行することで画像列を取得する。これらの画像列
から、対象物の密な形状を獲得する。本論文では形状モデリ
ングの詳細について述べる。
カメラの位置・姿勢の推定は、オド メトリから得る測位情
報のみでは不十分であるため、その誤差を修正する方法、も
しくはオド メトリ情報に頼らずカメラの位置・姿勢を求める
手法をとる。

4. 対象物の形状モデリング
本研究での形状モデリングの要件を以下に示す。

1. 移動ロボットが走行中に可能な処理である
2. 形状の復元結果によりロボットの走行経路が変更可能、
すなわち逐次処理である
ロボットが動作する環境において、対象物を発見した際、判
明している対象物の３次元形状は一部でしかなく、形状モデ
リングにより対象物の正確な全体像を得ることが必要である。
本研究は、対象物に対しひろいあげなどの物体操作を想定し
ているため、形状モデリングには高い復元精度が要求される。
本章では、以前筆者らが提案した、画像列からカメラの位
置・姿勢と対象物の疎な形状を逐次的に得る手法 [14] を改良
し 、密な形状復元を加えたアルゴ リズムについて述べる。コ
ンピュータビジョンの既存の手法については、付録に示す。

4·1
4·1.1

画像列からの形状モデリング手法の概要
特徴点の抽出・追跡

対象とする物体はテクスチャを有するため、テクスチャか
ら特徴点を抽出し 、その特徴点が次に取得した画像上のどこ
に移動したかを調べ、追跡する。本研究では、特徴点を抽出・
追跡するために KLT-Tracker[4] を用いる。これにより、物体
の特徴点の画像間での推移を記録する。

4·1.2 カメラ運動と物体形状の復元
車体やカメラの動作データから得るカメラの位置・姿勢に
は誤差が含まれることから、カメラの位置・姿勢と対象物の
形状を画像列を用いて求める。具体的には 、KLT-Tracker に
より得た特徴点の推移情報に対し 、コンピュータビジョン分
野の種々の手法を、それぞれの特性と画像列の状況に応じて
使い分けて利用することで、カメラの位置・姿勢と特徴点の
３次元位置を精度良く求める。
本研究では、初期フェーズにおいて、カメラ位置・姿勢と
特徴点の３次元位置を同時に算出可能な因子分解法を利用し 、
逐次フェーズでは非線形最小化 [3] を用いてカメラの位置・姿
勢を、モーションステレオ [3] を用いて特徴点の３次元位置
を求めている。それぞれのフェーズについては次節で述べる。

4·1.3

対象物の密な形状復元

画像を取得した際のカメラの位置・姿勢が既知であれば 、
相関ステレオなどの手法により、対象物の密な３次元形状を
得ることができる。本論文では、カメラの位置・姿勢に加え、
画像間での特徴点の推移情報も既知であることを利用した、
密な形状復元手法を提案する。この詳細は５章で述べる。

4·2

形状モデリングアルゴリズム

本節では、形状モデリングアルゴ リズム（ Fig.2 ）の詳細を
説明する。

前提条件
対象物の発見処理により、物体とロボットの相対位置と、
物体の大まかな形状が判っている。ロボットは、まず発見さ
れた物体に直線的に近づき、その後は対象物とカメラとの距
離を所定の範囲内に保つように物体の周囲を走行する。

初期フェーズ
逐次フェーズのための初期値を生成するフェーズである。
対象物の発見処理で求められた特徴点の３次元位置や、オ
ド メトリから得るカメラの位置・姿勢には、誤差が多く含まれ
る。これらを正確に求め直すため、複数枚の画像中の複数個
の特徴点を用いて、因子分解法をおこなう。その後、因子分
解法の誤差を非線形最小化によって補正し 、正確なカメラの
位置・姿勢と、複数の特徴点の３次元位置をまとめて求める。
発見処理の後、対象物に接近しながら走行する間に取得し
た画像列では、映り込む物体の姿勢変化が少なく、オクルー
ジョンが起こりにくい。そのため、多くの特徴点が複数枚の
画像で観測し続けられる。この理由から、初期フェーズでは
因子分解法の利用が有効である。複数枚の画像にわたって追
跡が続いた複数の特徴点の推移情報を用いて、因子分解法に
よりカメラの位置・姿勢と特徴点の３次元位置を同時に算出す
る。その結果を初期値とし 、非線形最小化を用いて補正処理
を加える。因子分解法の結果は線形近似による誤差を含むが、
非線形最小化の初期値としては、十分に良い近似値となる。

逐次フェーズ
対象物の周囲から得た画像から、その全体形状を獲得する
フェーズである。このフェーズでは、新しく画像を取得する
たびに以下の処理をおこなう。

• ３次元位置が既知で、画像間で追跡が続いている特徴点
から、カメラの位置・姿勢を非線形最小化により推定
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Fig.2 形状モデリングアルゴ リズム
• 求めたカメラの位置・姿勢から、新たに抽出された特徴
点の３次元位置をモーションステレオにより算出
• 求めたカメラの位置・姿勢から、アフィン不変量を利用
した密な形状復元をおこない、Voxel 空間に投票
対象物の周囲の画像を取得する段階に入ると、物体の見え方
の変化に伴い、特徴点は頻繁に入れ替わる。このため、特徴
点の３次元位置算出を１点ごとにおこなえるモーションステ
レオが有効である。カメラの位置・姿勢は、画像中に存在し３
次元位置が既知の特徴点から、非線形最小化により推定する。
逐次フェーズでは、取得した画像で特徴点を追跡した後に、
３次元位置が既知の特徴点を用いてカメラの位置・姿勢を算
出する。具体的には、現在のカメラの位置・姿勢のパラメー
タを変数とし 、一つ前のカメラ位置・姿勢を初期値とした非
線形最小化をおこなう。
このとき、Tracker が追跡ミスを起こした特徴点をもとに非
線形最小化をおこなうとカメラの位置・姿勢が正確に求まら
ない。この対策として RANSAC の枠組みを用いる [13]。具
体的には、３次元位置が既知である画像特徴点の６割程度を
ランダムに選び出し 、非線形最小化によりカメラの位置・姿
勢を推定することを数百回程度繰り返す。最小化の収束値が
一番小さくなるカメラの位置・姿勢を推定値とする。
３次元位置が未知の特徴点は、モーションステレオにより
復元する。このときの復元の正確さは、求めた３次元位置を
現在の画像上に逆投影し 、その投影結果と Tracker による特
徴点の追跡結果との差分を観察することで判定する。差分が
所定の閾値以下であれば 、その特徴点を既知とし 、以降のカ
メラの位置・姿勢の推定に利用する。一方で、複数枚の画像
毎にアフィン不変量を利用した密な形状復元をおこない、結
果を Voxel 空間に投票する（５章参照）
。
このフェーズでは、それぞれの処理が高速であり、画像を
取得するたびに対象物の形状を逐次的に求めることができる。
そのため、処理の進行と共に判明する対象物の形状に合わせ
て、形状モデリングをより詳細におこなえるようなカメラの
移動経路を、同時に生成することが可能である。

最終フェーズ
逐次フェーズまでに取得した対象物の全体形状を補正する
フェーズである。Voxel 空間の投票結果から 、所定の閾値を
越える Voxel のみを残す。その Voxel 集団を Space Carving[8]
により削ることで、最終的な形状を得る。
逐次フェーズにより得た Voxel による対象物の形状には 、
アフィン変換の利用による誤差が含まれる。最終フェーズで
は 、特徴点の推移情報を用いて高速に求めた３次元形状を、

5. 密な形状獲得
本章では、カメラの位置・姿勢と、画像間で特徴点の対応
が求まっている条件をもとで、提案する密な形状復元手法に
ついて述べる。

5·1 アフィン不変量を利用した密な形状復元
カメラの位置・姿勢が既知であれば 、２枚の画像間で各画
素の対応を取ることで、密な３次元形状を復元できる。本研
究では、カメラの位置・姿勢に加え特徴点の対応も既知であ
ることから、密な形状復元を高速におこなう手法を提案する。
ある画像内において指定した画素に対し 、その近傍の特徴
点３点から、その画素を内包するような３角形を構成する。指
定した画素と３点の特徴点から、以下の式によりアフィン不
変量を算出する。不変量とは、あるモデルの変形前と変形後
において、その間の変形の変換に対し不変な表現を意味する。

z = α(p2 − p1 ) + β(p3 − p1 ) + p1

(1)

ここで、z は指定した画素、pn (n = 1, 2, 3) は、画像内の特徴
点であり、α 、β はアフィン不変量を表す。(1) 式から、α 、β
が算出できる。一方、画像 A 中の z に対する画像 B 中の推定
座標 z0 は、以下の式で表される。

z0 = α(p0 2 − p0 1 ) + β(p0 3 − p0 1 ) + p0 1

(2)

p0 n (n = 1, 2, 3) は、画像 A 中の特徴点に対応付けられた画像
B 上の特徴点を表す。(2) 式では、右辺のパラメータは全て既
知となるため、z0 が一意に求まる。
この枠組みを利用することで 、現在の画素（ Fig.3 , P ）が
別の画像上のどこに移動したかを、算出したアフィン不変量
と３角形を構成する近傍の特徴点の位置から求めることがで
きる（ Fig.3 , Q ）
。ただし 、本手法では２次元のアフィン不変
量を用いているため、画素の推定位置には近似による誤差が
生じる。そこで以下の条件から画素の推定位置を評価し 、そ
の結果をもとに復元する画素を選ぶことで、誤差の大きな点
が復元されることを制限する。
• 推定した画素の座標が、もとの画素の座標によるエピ極
線から所定の閾値以内の距離にある。
• 推定した画素の輝度値が 、実際の画素の輝度値に近い。
以上より、２枚の画像間での画素の対応を付け、モーションス
テレオと同様の計算をおこなうことで、３次元位置を求める。
この手法は、特徴点の対応が付いていれば 、相関により画
素の対応付けをする必要がなく、高速に密な３次元復元が可
能である。

5·2 Voxel 空間への統合
前節の手法により密な復元をおこなった結果を、Voxel 空
間に統合する。アフィン不変量を利用した復元手法は、２次
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元のアフィン変換により近似をおこなっているため、奥行き
の大きなシーンや、３次元形状に細かい凹凸のある部分では、
復元誤差が大きくなる。一方で、本研究では多数枚の画像を用
いて対象物の形状モデリングをおこなうため、２枚の画像毎
に密な形状復元を続けると、冗長なデータが非常に多くなる。
そこで、物体の周囲の画像から２枚の画像毎に復元をおこ
ない、その結果を Voxel 空間に統合する。具体的には、対象
物の大きさをもとに定義した Voxel 空間において、２枚の画
像から復元した画素の３次元位置を含んでいる Voxel に対し 、
投票する。このとき、画素の３次元位置にはアフィン変換の
誤差が含まれていることを考慮し 、近傍の Voxel にも投票す
る。他の画像間でも同様の処理をおこない、最終的な投票値
が所定の閾値を越えた Voxel のみを残す。得られる復元結果
は、形状に厚みを持った Voxel の集団として表される。
Feature Tracking

5·3 Space Carving による形状の補正
上記の処理で得られた Voxel 集団に対し 、Space Carving[8]
をおこなう。Space Carving とは本来、カメラ位置が既知であ
る任意の視点から得た複数枚の色画像から、物体の３次元形
状を Voxel 集団として復元する手法である。
この手法を利用する際、Carving をおこなうための初期形状
をどのように求めるかが課題となる。通常は、対象物と区別
しやすい背景のもとで画像を取得し 、輪郭に基づく制約（シ
ルエット制約）を利用して初期形状を生成することが多いが、
本研究では、ロボットが移動するのは実環境であり、取得す
る画像から対象物の輪郭のみを抽出することは困難である。
しかし 、前節の方法で対象物の大まかな形状が Voxel 集団と
して得られているため、これを初期形状とできる。
この初期形状を、Photometric な情報に従い削る。具体的に
は、Fig.4 に示すように、ある Voxel V が画像 A 上に投影さ
れた際、その投影像 va に含まれる画素の輝度値を記録してお
く。そして別の画像 B 上にその Voxel V が投影された際、そ
の投影像 vb の画像領域に含まれる輝度値を調べ、画像 A の
va の輝度値と異なれば 、その Voxel は消去する。これを複数
枚の画像間で繰り返し 、最終的な対象物の形状を求める。
Space Carving は 、幾何学的な近似を含まず、画像の Photometric な情報により処理をおこなうため、アフィン不変量
を利用した密な形状復元の誤差を補正できる。

6. 実験
２輪駆動型の移動ロボット「山彦」に、Canon VC-C4 パン
チルトカメラを搭載したシステムを用いて実験をおこなった。
対象物（ Fig.5 ）は、直径 220mm の球体である。画像取得は、
HITACHI 製の画像処理モジュール「 IP7500 」を用いた。画像
の解像度は 512 × 440pixel であった。これらの画像列に対す
る処理を、Pentium4 , CPU2.8 GHz の計算機を用いてオフラ
インでおこなった。
床面上に設置した対象物に対し物体から 1500mm 離れた位
置にロボットを設置し 、ロボットには、物体に向かって走行
させた後、その周囲に半径 800mm の円経路を与えた。画像

Fig.5 原画像と特徴点抽出
はロボットが 20mm 進む毎に取得した。ロボットの走行経路
と画像取得の間隔については、画像間で視差が大きな場合や
スケールの変化が大きい場合に 、KLT-Tracker が追跡ミスを
起こしやすいことから、視差が十分小さくなるよう経験的に
決定した。カメラの位置・姿勢は、全ての画像において推定
している。形状復元については、因子分解法を 20mm 毎に取
得した複数枚の画像を用いておこない、一方で、モーション
ステレオによる３次元復元には視差が必要なため、２枚の画
像取得間隔が 60mm 以上離れている場合におこなった。
取得した対象物の全周囲画像群を用いて、初期フェーズ、
逐次フェーズ合わせて 1000 点程度の特徴点の３次元位置と、
200 ヶ所のカメラの位置・姿勢を復元した。最終フェーズにお
いて、３次元形状を一辺 2 mm の Voxel により求めた。Space
Carving により最終的に残った Voxel の数は、約 60000 個で
あった。処理時間については、逐次フェーズの各画像におい
て、カメラの位置・姿勢の算出に 0.7 sec 、アフィン不変量を利
用した復元に 0.25 sec であり、１枚の画像につきほぼ 1 sec 以
内で処理可能である。最終フェーズにおいては、Space Carving
に約 180sec を要した。また、物体の直径を実測値と比較し
た際、モデリング結果の誤差は 10mm 程度で納まることを確
認した。形状モデ リングの結果の例を Fig.6 、Fig.7 に示す。
Fig.6, (1) は、逐次フェーズにより得られた特徴点の３次元位
置であり、物体の疎な形状が復元されている。Fig.6, (2) は 、
逐次フェーズにおける２枚の画像間での密な復元の結果であ
る。球体の一部の形状が得られており、アフィン変換による
誤差が含まれていることが判る。これらの結果を Voxel 空間
に統合し 、Space Carving をおこなった結果、最終的に Fig.7
に示すように良好な復元結果が得られた。

7. まとめ
本稿では、移動ロボットに搭載するための、対象物の形状
モデリング手法を提案した。また、実際に移動ロボットを走

(1)

3D Position of Feature Points

(2)

3D Modeling Result
Dense Reconstruction form Two Images
Based on Affine Invariant ( Side View )

Fig.6 形状モデリングアルゴ リズムの中間結果
行させながら取得した画像列を用いて、実画像による実験か
ら、数分のオーダーで３次元形状モデリングをおこない、提
案手法の有効性を示した。
今後の課題として、形状モデリングに最適となるような、
ロボットの視点移動計画がある。また、処理を高速化し 、移
動ロボットの自律的な形状モデリングの実現を目指す。
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付録
モーションステレオ
２枚の画像間で対応づいている特徴点があり、画像取得時
のカメラの位置・姿勢がそれぞれ既知であるとき、モーショ
ンステレオが可能となる。本研究では、以下の関数を線形最
小化することにより、特徴点の３次元位置を求める。

e 1 k2 + kX − s2 Rm
e 2 + Tk2
C = kX − s1 m

(3)

としたとき、以下の行列 W を定義する。
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この 2F ×P の行列を、計測行列と呼ぶ。ここから、W の各行毎
に平均を求め、それを W から差し引いた行列 W0 をつくる。そ
して、カメラ姿勢を、ワールド 座標系における３つの正規直交
規定 i f = (i f x , i f y , i f z ) 、j f = ( j f x , j f y , j f z ) 、k f = (k f x , k f y , k f z )
とし 、空間上の点の座標を s p = (s px , s py , s pz ) としたとき、(1)
i f 、j f は直交する、(2) i f 、j f の長さは 1 である、等の拘束条
件を用いることで、特徴点列から作成した行列 W0 との間に
次に式が成り立つ。
W0 = MS
(5)

2F × 3 の行列 M はカメラの運動を表しており、3 × P の行列
S は特徴点の 3 次元位置を表している。
この手法は、カメラ位置を既知とせず、画像情報のみから、
カメラの運動と対象物の形状復元を同時におこなうことがで
きるが、本研究で利用するには、以下のような問題点がある。
• 多数の画像から得られた多数の特徴点の推移情報を、一
括して処理するため、オクルージョン（点の隠れ ）が発
生する場合には処理が複雑になる。形状モデリングの逐
次フェーズでは、物体の周囲を移動するカメラから取得
した画像において、特徴点がかなり頻繁に入れ替わる。
このため 、因子分解法は初期フェーズでのみ利用して
いる。
• 投影モデルを線形に近似することで分解をおこなうた
め、復元結果に誤差が含まれる。

非線形最小化
モーションステレオの際、カメラの位置・姿勢が正確でな
かった場合の特徴点の復元結果や、因子分解法で求められた
カメラ運動と物体の形状情報は、誤差を含んでいる、本研究
においては、これらの誤差を補正するため、非線形最小化を
利用する。非線形最小化は、初期値を入力し 、勾配法による
最適化をおこなうことで、評価関数を最小化する。
本研究で用いた評価関数を以下に示す。

!2
Xi + tx j
−
C= ∑ ∑
T
Zi + tz j
j=0 i=0 rz j mi j
Ã T
!2
2 P
ry j mi j Yi + ty j
+∑ ∑
−
T
Zi + tz j
j=0 i=0 rz j mi j
2

3D Modeling Result

Fig.8 他のモデリング例
e 1 、m
e 2 は、２枚の画像における対応点の投影座標の拡張ベ
m
クトルである。X = (X,Y, Z) は特徴点の３次元位置、R は２
枚の画像間でのカメラの相対姿勢、T は相対位置である。
この手法は特徴点１点毎に処理が可能であり、高速な処理
が期待できる。ただし 、カメラの位置・姿勢に誤差が含まれ
ると、それが復元結果に大きく影響する。そのため、形状モ
デリングの初期フェーズでは利用しない。

因子分解法
因子分解法とは、複数の画像から得られた複数の特徴点を
並べた行列を作成し 、ある条件の元で因子分解をおこなうこ
とにより、カメラの姿勢と、特徴点の３次元位置を同時に求
める方法である。以下に概要を述べる。F 枚の画像があり、全
ての画像間において対応が付いている特徴点が P 個あるとす
る。特徴点 p の f フレーム目の画像上での位置を (u f p , v f p )

P

Ã

rTx j mi j

(6)

mi j は、 j 枚目の画像における i 番目の特徴点の投影座標を表
す。r は回転行列 R の列ベクトルであり、tx 、ty 、tz はワール
ド 座標系からカメラ位置への平行移動成分、X 、Y 、Z は特徴
点の３次元座標を表す。
本研究の実験システムは、カメラに俯角をつけ、それを搭
載したロボットが床面上を走行するものである。可変なカメ
ラパラメータは、カメラの俯角 θ 、カメラのパン角 φ 、ロボッ
トの直進成分 dx 、並進成分 dy の合計 4 つとなる。
最小化には勾配法のひとつであるニュートン法を利用してお
り、計算時間は変数の数が多くなるほど増大する。初期フェー
ズでは、カメラパラメータ 4 個と特徴点の数 × 3 個を変数と
して、カメラの位置・姿勢と特徴点の３次元位置を同時に補正
するために非線形最小化をおこなう。逐次フェーズでは、カ
メラパラメータ 4 個のみを変数とし 、カメラの位置・姿勢の
推定に利用する。

