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単眼カラーカメラ画像列から復元された 3 次元構造と
サーマルカメラ画像列の統合法
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概要：本稿では，3 次元モデルにサーマルカメラを用いて取得した温度情報を添付することで温度マップを
3 次元的に可視化する手法を示す．一般的に温度カメラは画角が狭く，写っているものが判別しにくいと
いった欠点があるが，そのような欠点を補い可視化するための様々な手法が提案されている．その手法の
一つとして RGB-D カメラを用いて 3 次元点群を取得し，温度情報を付加することで温度マップを 3 次元
的に可視化する研究がある．しかし RGB-D カメラは安価なものでは屋外のような太陽光の影響を受けや
すかったり，対象となる被写体までの距離が遠いような場所では使うことができず使用が制限される場面
がある．そこで本手法では単眼の RGB カメラを用いることによってこのような制約を解決している．本
手法では RGB カメラとサーマルカメラを固定してあらかじめキャリブレーションしておき，RGB カメラ
を動かしながら撮影されたシーンを用いて LSD-SLAM によって 3 次元復元を行う．そして LSD-SLAM
によって作られた 3 次元点群をサーマルカメラ画像上に投影することによって，3 次元点群に温度情報を付
加して温度マップを 3 次元的に可視化する．提案手法の有効性を示すために屋内，屋外の両方で温度マッ
プを 3 次元的に可視化できることを確認した．
キーワード：サーマルカメラ，3 次元温度マップ，LSD-SLAM，カメラ間キャリブレーション

1. はじめに

ラを用いて 3 次元温度マップを作成する手法を提案した．

[7]．この装置はロボットが移動と停止を繰り返してレー

本稿ではサーマルカメラと RGB カメラをキャリブレー

ザースキャンをして 3 次元点群を取得していきながらサー

ションして RGB カメラから得られた 3 次元構造にサーマ

マルカメラで得た温度情報を付加していくことで 3 次元

ルカメラで得られた温度情報を付加することで温度情報を

温度マップを作成している．出力結果として温度と RGB

3 次元的に可視化する手法を提案する．一般にサーマルカ

両方の 3 次元点群を得ることができる．Ham らは赤外線

メラは画角が狭く，対象物体の 3 次元的形状を把握する

と RGB の両方が撮影できるカメラを用いて GPU を用い

ことが困難である．そこで RGB カメラを併用することに

た Structure From Motion と Multi-View Stereo から 3 次

よって対象としている物体をわかりやすく可視化する．

元の温度マップを作成した [11]．また Vidas ら [6] や中川

本研究では単眼の RGB カメラで 3 次元復元を行う方法

ら [8] らは RGB-D カメラと温度カメラを用いて 3 次元温

として LSD-SLAM を用いている．LSD-SLAM によって

度マップを作成した．この手法では RGB-D カメラとサー

得られた 3 次元点群をあらかじめキャリブレーションして

マルカメラを固定して連続的に動かしていくことによって

おいたサーマルカメラ画像上に投影して投影先の温度情報

3 次元温度マップを作成している．装置はハンドヘルドで

を 3 次元点に付加することによって 3 次元で温度マップを

操作することができ比較的安価であるという利点があげら

可視化している．

れる．しかしこのような研究で用いられている RGB-D カ

2. 関連研究

メラは屋外のような太陽光の影響を受ける場所や対象とな
る被写体までの距離が非常に遠いところでは利用が制限さ

3 次元モデルを用いて温度情報を可視化する研究として

れてしまう．そこで本手法ではこの手法を参考に屋外での

Borrman らはロボットとレーザースキャナ，サーマルカメ

温度マップの作製も想定して RGB カメラを用いた 3 次元
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復元手法を導入することにした．
単眼の RGB カメラを用いて 3 次元復元を行う方法とし
て Klein らはカメラの位置・姿勢推定と 3 次元点のマッピ
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に加えた上でキーフレームを更新する．この一連の流れで
カメラの位置姿勢推定とマップの更新を行っていく．

3.3 マップの構成
マップはキーフレームが保持している距離情報を付与し
ていくことによって構成される．それぞれのキーフレーム
図 1

PTAM

図 2 LSD-SLAM

はカメラの明度値，デプスマップ，デプスマップの分散を
保持している．ここで計算のコストを軽くするためにデプ

ングを並列して行うことにより CPU でリアルタイムでカ

スマップは画像内すべてのデプスを保持するのではなく，

メラの位置・姿勢推定を可能にした PTAM[3] を提案した．

周辺の明度特徴が設定した閾値を超える画素でのみ距離情

しかし PTAM は 3 次元復元した特徴点に対してスケール

報を保持するセミデンスマップ [4] が用いられている．

の補正を行っていないため大規模に 3 次元点を取得するこ
とができなかった．Mur-Artal らは PTAM を参考にして

ORB-SLAM を作成した [9]．ORB-SLAM では特徴点をト
ラッキング，マッピング，位置合わせ，ループ検出のすべ
てに用いるため PTAM ではできなかった大規模な 3 次元
復元が可能になった．しかしこれらの SLAM は検出され
た特徴点の 3 次元位置を推定するだけであり得られる 3 次
元構造はまばらな 3 次元点群で表現されるのみであり，温
度マップを 3 次元的に可視化するのには不十分である．

Engel らは特徴点を用いず，画像の局所的な分布のマッ
チングを用いて 3 次元復元しながらカメラの位置姿勢を推
定する LSD-SLAM[2] を提案した．LSD-SLAM では画像
から検出した特徴点のみを 3 次元復元している PTAM に
比べ 3 次元復元できる点が多く，より密な３次元点群を得
ることが可能である．そこで本研究では LSD-SLAM によ
る 3 次元復元をベースにした温度マップの作成を行う．

3. LSD-SLAM による 3 次元点群の復元
3.1 LSD-SLAM の特徴
PTAM では単眼の RGB カメラによって撮影された画像
内の特徴点に基づいて 3 次元復元とカメラの位置姿勢推定
を行ってきた．しかしこの手法で得られる特徴点は図??の
ように疎らなものであった．LSD-SLAM は従来の手法と
は異なり，画像内の各画素において明度値を比較してカメ
ラの位置姿勢推定とシーンの 3 次元復元を行うため，従来
の特徴点を用いた方法に比べ頑健にカメラの位置姿勢を推
定できるほか，図 2 のようにより密な 3 次元構造を復元す
ることができる．

3.2 LSD-SLAM の処理の流れ
LSD-SLAM では入力画像とキーフレームを比較して直
接手法を用いた明度値の比較によってカメラの位置姿勢情
報を推定する．その入力画像をキーフレームとして扱うか
を評価し，キーフレームとして扱わない場合は現在のキー

3.4 新しいフレームのトラッキング
ξji は i 番目のフレームから j 番目のフレームまでのカメ
ラの移動を表すベクトルである．

E(ξji ) =

場合は現在のキーフレームに保存された距離情報をマップ
ⓒ 2016 Information Processing Society of Japan

(Ii (P) − Ij (w(P, Di (P), ξji ))2

(1)

i

式 1 では点 P におけるキーフレームでの明度値 Ii と，カ
メラ移動 ξji と i 番目のフレームにおけるデプスマップか
ら計算される j 番目のフレームでの点 P の移動後の座標
の明度値を比較してガウス・ニュートン法によって式 1 が
最少になるような ξji を探すことによってトラッキングを
行う．

3.5 キーフレームとして扱うかの評価
カメラが移動して現在のキーフレームから十分に離れた
と判断された場合キーフレームの更新を行う．現在のフ
レームをキーフレームとして扱うかの評価は閾値を満たし
ているかによって判断される．閾値を満たしていた場合デ
プスマップは初期化されマップに距離情報が更新される．
閾値を満たしていなかった場合には現在のキーフレームを
精錬するために使われる．現在のキーフレームが持ってい
るセミデンスマップに現在のフレームで得られた距離情報
を付け加える．

3.6 マップの最適化
PTAM のような SLAM ではデプス情報を各キーフレー
ムで保持しなかったため大規模な 3 次元復元を行うことが
できなかった. しかし LSD-SLAM では各キーフレームが
保持しているデプス情報を式 2 によって最適化することで
すべてのキーフレームで統一したデプス情報を保持するこ
とができるようになっている. 式 2 は式 1 にデプスを最適
化することを付け加えた式である.

E(ξji ) =

∑

((Ii (P) − Ij (P′ ))2 + ([P′ ]3 − Dj (P′ ))2 )(2)

x∈Ω1

フレームに入力画像から得られた距離情報を追加してい
く．それに対して，キーフレームとして扱うと判断された

∑

ここで P’ は i で P にあった点の移動後の点を表して
いる.
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に重畳する必要がある．その際 LSD-SLAM の座標系に対
する注目しているフレームにおける RGB カメラの位置姿
勢とサーマルカメラの位置姿勢がわからなくてはいけな
い．RGB カメラの位置姿勢は LSD-SLAM によって推定
されたものを用いている．その際のサーマルカメラの位置
姿勢はキャリブレーションボードを用いた RGB カメラと
図 3 RGB カメラから

図 4

サーマルカメラか

サーマルカメラ間のキャリブレーションによって求める．

x がキャリブレーションボード座標系における点群の 3
次元位置，xC が RGB カメラ座標系，xT がサーマルカメ
ラ座標系を表しているとき，R を回転行列，t を平行移動
行列とすると，式 3 はキャリブレーションボード座標系か
ら RGB カメラ座標系への投影を表し，

xC = RC T x − tC

(3)

式 4 はキャリブレーションボード座標系からサーマルカ
メラ座標系への投影を表す．

xT = RT T x − tT
図 5

サーマルカメラのキャリブレーションボード検出結果

さらにキーフレームがマップに追加された後，ループの

RGB カメラ座標系からサーマルカメラ座標系への変換
を求める必要があるので，式 3 と式 4 を用いて式 5 のよう
な形に変形すると

候補になるフレームを探す．その中で appearance-based

xT = RxC − t

mapping algorithm[10] によって各フレームの修正を行う.

式 6 を得る．

4. カラーカメラ画像列とサーマルカメラ画像
列の統合

xT = RT T RC xC + RT T RC tC − tT

4.1 サーマルカメラのキャリブレーション
サーマルカメラをキャリブレーションする際，RGB カメ
ラと同じようにキャリブレーションしようとするとキャリ

(4)

(5)

(6)

式 6 を使うことで LSD-SLAM で得た 3 次元点群を RGB
カメラ座標系へ投影した後，キャリブレーションボード座
標系を介してサーマルカメラ座標系に投影することがで
きる．

ブレーションボードの温度が一定のためキャリブレーショ
ンをすることができない．そこでサーマルカメラと RGB
カメラの両方でキャリブレーション可能なキャリブレー
ションボードを作成する必要がある．

4.3 3 次元点群のスケールの決定
単眼の RGB カメラによって 3 次元復元された点群はス
ケールが不定になってしまうといった問題がある．しかし

本手法ではペット用のホットカーペットの上に断熱材を

LSD-SLAM によって 3 次元復元された点群をサーマルカ

用いる部分と用いない部分を作り温度差を設けた図 3 のよ

メラ画像へと投影する際に，座標系移動のスケールと 3 次

うなチェッカーパターンのキャリブレーションボードを作

元点群のスケールを統一で考えなくてはならない．その

成した．このキャリブレーションボードを作成することに

際にスケールを合わせることが必要となってくる．その

よりサーマルカメラでも図 4 のように撮影できるため温度

際の手段の一つとして考えられるのは実際にスケールの

カメラを用いてもカメラキャリブレーションをすることが

わかっているものを画像上に投影してそこに投影された 3

できる．その際の内部パラメータの計算は Zhang らの手

次元点群と比較することでスケールを得る方法であるが，

法を用いている [5]．

LSD-SLAM のような SLAM で得られた点群ではカメラの

サーマルカメラを用いたキャリブレーション結果の画像
は図 5 の通りである．

光軸方向にノイズが乗りやすく投影が不正確になってしま
うためこのような方法はうまくいかない．そこで今回はス
ケールを変えながら点群を実際に画像上に投影してみて良

4.2 サーマルカメラと RGB カメラ間のキャリブレー

いスケールを決定するという手法をとっている．

ション

LSD-SLAM によって得られた 3 次元点群に温度情報を
付加するためには，3 次元点群をサーマルカメラの画像上
ⓒ 2016 Information Processing Society of Japan

4.4 clustering によるノイズ除去
LSD-SLAM のような SLAM によって作られた点群はカ
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メラの光軸方向にノイズが乗ってしまいやすい．そこでノ
イズを除去するためにクラスタリングを行う．本研究では

Rusu[1] らの手法を用いてクラスタリングを行っている．
クラスタリングはユークリッド距離を用いて行っており詳
しいアルゴリズムは以下のとおりである．

• 入力点群 P の Kd-tree を作成する
• 空のクラスターベクトル C とポイント格納用の配列

図 6 RGB カメラ実験シーン 図 7 サーマルカメラ実験シーン

Q を作る
• すべての点 pi ∈ P に対して以下の操作を行う
– pi を現在の Q に格納する
– pi ∈ Q に対して以下の操作を行う
∗ pi を中心とした半径 R の球の中に点群 P の点が
入っていないかチェックする

∗ 球の中に入っていた全ての点に対し配列 Q に
入っているかを確認して入っていなければ入
れる

図 8 屋内での実験結果

– Q 内の全てのリストについて操作を行ったら，Q を
クラスター C に格納して Q をリセットする

• すべての点 pi ∈ P に対して以上の操作が行われたら
操作を終了する
クラスタリング後に各クラスターの点の数を比べ，他の
クラスターに比べて極端に点群の数が少ないクラスターを
ノイズと判断して除去している．

5. 実験
図 9

5.1 実験環境

屋内での実験結果 (別角度)

本手法では RGB カメラとサーマルカメラを固定して用
いている．RGB カメラは logicool 社の HD PRO C920R
で，解像度:640 × 480，キャプチャ速度:30fps である．サー
マルカメラは Optris 社の PI160 で，解像度:160 × 120 ，
キャプチャ速度:30fps である．

5.2 実験結果 1

図 10 RGB カメラ実験シーン 図 11 サーマルカメラ実験シーン

屋内の図 6 のシーンに関して実験を行った．図 7 のよう
なサーマルカメラ画像を撮影することができる．環境表面
温度マップを作成したところ図 8，9 のような実験結果が
得られた．図 8 と図 9 を見ると，コンピュータのディスプ
レイ表面温度が高くなっている様子が３次元的に確認でき
ることがわかる．この部分の温度マップと３次元構造に多
少のズレが確認できるが，これは，サーマルカメラと RGB
カメラノキャリブレーション精度が十分でないことが原因
である．この精度改善は今後 の課題の一つである．

5.3 実験結果 2
また屋外の図 10 のシーンに関して実験を行った．図 11

図 12 屋外での実験結果

6. 考察

のようなサーマルカメラ画像を撮影することができ，環境

RGB カメラを用いることで RGB-D カメラではできな

表面温度マップを作成したところ図 12，13 のような実験

かった屋内・屋外両方での 3 次元での温度マップの可視化

結果が得られた．

が可能になった．しかし実験結果からみてもわかるように

ⓒ 2016 Information Processing Society of Japan
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[5]

[6]

[7]
図 13

屋外での実験結果 (別角度)

3 次元点群に温度情報をレンダリングする際にずれが大き

[8]

くなってしまっている．この主な原因として考えられる
のは単眼の RGB カメラによって得られた 3 次元点群のス
ケールが不定であるというところである．今回は目視でス

[9]

ケールを決定してしまっているが今後の課題としてこのよ
うな点を改善していきたい．またメッシュをはっていない

[10]

ため実際にレンダリングしなくてはならない点群の後ろに
ある点群にも間違ったレンダリングがされてしまってい
る．しかし SLAM によって得られた点群は光軸方向にノ
イズが乗ってしまうため法線の方向が安定せずうまくメッ
シュがはれないといった問題もある．また LSD-SLAM に
よるカメラの位置・姿勢推定が間違っていることもあり，

[11]

Zhengyou Zhang. “A flexible new technique for camera
calibration.” Pattern analysis and machine intelligence
(2000), pp.1330-1334, 2000.
Stephen Vidas, Peyman Moghadam, and Michael Bosse.
“3D thermal mapping of building interiors using an
RGB-D and thermal camera.” IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA 2013),
pp.2311-2318, 2013.
Dorit Borrmann, et al. “The project thermalmapperthermal 3D mapping of indoor environments for saving energy.” Proceedings of the 10th International IFAC
Symposium on Robot Control (SYROCO). Vol. 10 pp.1.
2012.
Wataru Nakagawa, et al. “Visualization of temperature change using RGB-D camera and thermal camera.”
Computer Vision-ECCV 2014 Workshops. Springer International Publishing, pp.386-400, 2014.
Raul Mur-Artal, J. M. M. Montiel, and Juan D. Tardos.
“ORB-SLAM: a versatile and accurate monocular SLAM
system.” arXiv preprint arXiv:1502.00956 2015.
Arren Glover, et al. “Openfabmap: An open source
toolbox for appearance-based loop closure detection.”
Robotics and Automation (ICRA), 2012 IEEE International Conference on. IEEE, pp.4730-4735, 2012.
Youngjib Ham, and Mani Golparvar-Fard. ”An automated vision-based method for rapid 3D energy performance modeling of existing buildings using thermal
and digital imagery.” Advanced Engineering Informatics, pp.395-409, 2013.

そのようなところが誤対応の原因となっている．

7. まとめ
本手法では LSD-SLAM による 3 次元復元を用いて 3 次
元点にサーマルカメラから得た温度情報を付加する手法を
提案した．提案手法ではあらかじめキャリブレーションし
ておいた RGB カメラとサーマルカメラを用いてシーンを撮
影し，そのシーンの RGB カメラ画像を用いて LSD-SLAM
による 3 次元復元を行った．その後 3 次元点群を座標系変
換を通してサーマルカメラ画像上に投影しサーマルカメラ
の情報を付加した 3 次元点群を作成した．実験は本手法の
有効性を示すために屋内，屋外の両方で行い環境温度マッ
プを作成した．
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