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移動体センサから得られる画像・幾何データの時空間解析とその応用
小野 晋太郎

池内 克史

東京大学
論文概要：実世界空間，特に都市や遺跡などの広域空間の仮想モデルを計算機内に構築・提示する研究が高い
関心を集めている．大規模・複雑な空間を効率よく計測するためには，複数センサデータの統合や移動体によ
る計測が必要である．本論文では，獲得した画像データ・幾何データの時空間解析を通じて移動体に積載した
カメラ画像の自動統合や自己位置推定を行うとともに，それらの応用として運転シミュレーションや遺跡の狭
隘部を計測するシステムを開発する．

Spatio-temporal analysis and its application of image and
range data acquired from moving sensors
Shintaro Ono

Katsushi Ikeuchi

The University of Tokyo
Abstract: It has been highly interested in the field of computer vision and graphics etc., to construct and represent
virtual models of the real world in a computer. Especially, modeling of large-scale scene such as urban environment
and cultural heritages are recently expected to be applied to various purposes. In order to acquire informations of
such large-scale and complex scenes with efficiency, integration of multiple sensors and scanning by moving
sensors are necessary. This paper proposes several methods for integrating video images and localizing sensors
which are set on movable bodies through spatio-temporal analysis of image and range data acquired. Additionally,
applicational systems to simulate driving road scene and scanning narrow areas in cultural heritages are developed.

合は各画像を統合する必要があるが，一般に各光学

1 はじめに

中心が一致しない場合は歪みを伴う．加えて時間方

実世界空間の仮想的モデルを計算機内に構築・提

向の整合性も考慮する必要がある．

示する研究は盛んに行われている．特に，都市や遺

(2) の例として，[1, 2, 4, 3] 等は移動体として自動

跡をはじめとした広域空間のモデル化は幅広い応用

車を，[5, 6] ではヘリコプターを，[7] では気球を用

が期待され，高度交通システム (ITS) や文化遺産保護

いている．ここで問題となるのは，センサ自身の動

の観点からも高い関心を集めている．

き（位置・姿勢の履歴）を推定することである．[1, 2]

都市空間や遺跡など大規模・複雑な空間において

では GPS やジャイロセンサなどの外部装置を，[5, 6]

は，データを効率よく残さずに獲得することが大き

では外部装置に加えカメラ画像を利用している．ま

な課題である．通常これには，(1) 広い領域をカバー

た [4, 3] ではレーザセンサと航空写真を利用してお

しながら計測を行う，(2) 移動体による計測を行う，

り，[7] では他の固定設置センサから得られたデータ

などの対策が取られる．

を用いている．

(1) は，地平面近くから計測を行う場合，広視野角

本論文ではこれらの諸問題に対し，得られた幾何

のデータを獲得できるようなシステムを用いること

データおよび画像データを時空間的に解析すること

になる．レーザレンジセンサであればヘッドや鏡を

で解決する手法を提案する．2 章では，広域空間の光

高速で回転させたり，複数台センサの同時使用，また

学情報を効率よく密に獲得するため，移動体に積載

カメラの場合は魚眼レンズ・曲面鏡の利用や複数カ

した複数のカメラの映像を時空間解析により全方位

メラの同時使用が考えられる．ここで問題が多いの

画像に統合する手法を提案する．3 章は，2 章の応用

はカメラの場合である．魚眼レンズや曲面鏡の使用

である．都市道路に沿って蓄積した全方位画像デー

は解像度の低下を招く．また複数カメラを用いた場

タを時空間的に合成して任意視点から都市空間の見
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えを再現するとともに，既存の簡易幾何モデルとの

Time

合成表示を行って模擬運転映像装置とし，ITS の一ア
プリケーションとして運用する．4 章では，移動体に
よって対象の幾何データを正しく獲得するため，時

EPI

空間距離画像という新しい概念をもとに移動体の自

図 1 動画像における一般的な時空間の表
現形とエピポーラ平面画像 (EPI)

己位置を推定する手法を提案する．5 章では，4 章を
応用して局所的な移動体センサである「梯子式レー
ザ計測システム」を開発する．これを利用してカン
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ボジア・バイヨン遺跡のモデル化を行い，文化遺産の
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ディジタル保存のための一手法として役立てる．
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2 濃淡画像の時空間解析による複数カメラ
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図 2 平面投影を介した時空間画像の表現形

本章では濃淡画像の時空間画像解析を利用して複
数のビデオカメラ映像から歪みのない全方位画像を
合成する新手法を提案する．これまでの時空間画像
解析は，シーンの三次元形状復元やカメラの動き推
定，新しい見えの合成などが主目的であり，また単一
のカメラのみを扱っていることが多かった．これに
対し本手法では複数カメラ画像を同時に解析し，そ
れらの時空間パラメータ（後述）を推定する．

■通常の表現

通常は 図 1 のように画像列を時間軸

に沿って並べた直方体により表現される．カメラが
水平運動をする場合，水平断面はエピポーラ平面画
像 (EPI) となる．しかし，この表現方法では複数ボ
リューム間の関係を考慮することができない．各々
に共通となる座標がないためである．

2.1 関連研究
全方位画像を合成する方法としては (1) 一台のカ
メラと曲面鏡を用いた方法 [8] [9, 10, 11] [12] や，(2)
放射状に向けた複数のカメラ画像をつなぎ合わせる
方法 [13, 14, 15][16, 17, 18] が提案されている．(1)
の方法では時間的・空間的な整合性を保ちながら連
続画像データを取得できるが，方向によって全方位
画像の解像度が著しく異なり，画像全体の解像度も
低い傾向にある．(2) の方法では高解像度の画像が
得られる反面，各カメラの光学中心を一致できない
ために統合画像に歪みが生じるケースが多い．また，
各カメラの同期をとるために外部装置の使用を前提
とすることが多い．

■平面投影を介した表現 共通座標の導入として，図

2 のような仮想共通平面に投影したカメラ画像から
ボリュームを構成する方法が考えられる．このよう
な表現形では複数ボリュームの関係を考慮でき，マッ
チングなどの処理も可能になる．但し注意すべきは，
カメラの外部パラメータを平面に対して変更すると
投影画像の形状が変化し，従ってボリュームの形状
も変化することである．一方で時間方向の推移の場
合は，ボリュームが時間軸に沿って移動する*1 だけで
あり，形状は変化しない．本論文ではこのように「変
化させても時空間ボリュームの形状が不変のまま保
たれるようなパラメータ」を自由なパラメータと呼
ぶことにする．

一方，濃淡画像の時空間解析に関する研究は古典
的なシーンの三次元形状復元やカメラの動き推定の
ほか近年では動的シーンのパノラマ合成 [19, 20] や

scene manifold [21]，動画像のモザイキング [22] など
が行われている．しかし，既存研究の多くは単一の
映像のみを扱っており，複数の時空間画像について相
互関係は考慮されてこなかった．本論文では，この
相互関係に着目して複数カメラの時空間パラメータ
を求め，その画像を統合して全方位画像を合成する．

2.2 動画像における時空間の表現形

■円筒面投影を介した表現

別の形として，図 3 の

ような円筒面に投影してボリュームを構成すること
も考えられる．この表現形ではカメラを円筒軸まわ
りに回転してもボリュームの形状は変化しない．す
なわち時刻 T ，方位角 α が自由なパラメータとなる．
■球面投影を介した表現

さらに別の形として図 4

のような球面に投影し，半径方向に時間軸をとって球
体により表現する方法も考えられる．この表現形で
は原点周りの任意の回転に関してボリューム形状が
不変になる．すなわち自由パラメータは時刻 T ，方

一般に動画像は時空間ボリュームで表現できる．
ここではまず，その表現形態について整理する．

*1
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ボリューム内部の画像列を時間推移に応じて描き替えると
考えることもできる（本質的には同じ）．
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図 5 時空間における光学中心の一致

• 表現形において自由なパラメータ以外の外部パ
ラメータがカメラ間に共通である．
図 3 円筒面投影を介した時空間画像の表現形

空間的な重複とは画角にオーバラップがあることを
意味し，時間的な重複とは静的なシーンでは各カメ
ラの光学中心が任意の時間差をおいて同じ位置にあ
ることを意味する*2 ．一般に光学中心の一致しない
カメラ画像の統合には歪みが伴うが，カメラの光学
中心は本体内部に存在するため，複数のカメラにお
いてそれらを一致させることは困難なことが多い．
これを解決するコンフィギュレーションは [23] で
提案されており，本論文でもこれを利用する．具体
的には図 5 のように各カメラを移動体*3 の進行方向
図4

球面投影を介した時空間画像の表現形

に平行に一直線上に並べて配置する．カメラ A,B,C
の光学中心は空間的には一致していないものの，車

表1

各時空間表現形における自由パラメータの個数
平面投影
円筒面投影
球面投影

時間

空間（回転）

合計

1
1
1

0
1
3

1
2
4

両が前進するに従って異なった時刻 t1 , t2 , t3 におい
て「時空間的に」一致させられる．

2.3.2 仮定条件とカメラパラメータの整理
簡単のため，ここでは以下の条件で議論を展開し，
後に一般的な場合について述べる．

位角 α，天頂角 β ，光軸周り回転角 γ の４つである．
以上をまとめると表 1 のようになる．

2.3 複数ボリュームの同時解析による画像統合

条件 C1

各光学中心は進行方向直線上に並んでいる

条件 C2

車両は直線運動をする

条件 C3

車両は等速運動をする

さて，複数のカメラ間で記録された光線が共有さ

本手法で考慮すべきカメラパラメータは，通常の

れていれば，各ボリュームには同じパターンが現れ

内部・外部変数 An , Rn , tn ，およびカメラ 1 に対す

る．これに着目すると，各表現形に置いて自由なパラ

るフレーム遅れを表す同期パラメータ δn (T ) である

メータをシフトさせながらボリュームどうしをマッ

（まとめて時空間パラメータと呼ぶこととする）．但

チングにより位置あわせできる．その結果は直ちに

し，条件 C1 , C2 下では各カメラは適当な時間後に同

カメラ画像の時空間的なキャリブレーションおよび

じ地点を通過することから，tn は δn (T ) 内に集約さ

画像統合結果となる．

れることになる．さらに，条件 C3 の下では δn (T )

2.3.1 カメラのコンフィギュレーション

は定数 δn となる．最終的には求めるべき時空間パラ

複数のボリュームを同時に解析して画像統合を行

メータは以下のようになる．

うためには，以下の条件を満たすようなカメラの適

An , Rn , δn

切なコンフィギュレーション（設置・配置方法）を考

(n = 1, . . . N, δ1 ≡ 0)

(1)

える必要がある．
*2

• 各カメラ間で光線が共有される．すなわち撮影
範囲に空間的・時間的な重複がある．
−229−

動的なシーンでは光学中心が同時に同じ位置にあることで
あるが，本論文では扱わない．
*3 ここでは移動体として自動車を想定するが，提案する手法
は特定の移動体に限定されるものではない．

図6

ボリュームマッチングの概念図

(a) 統合結果

2.3.3 ボリュームマッチングによるパラメータ推定
まず，An は植芝の手法 [24] などにより求まって

(b) ボリューム断面図

図 7 ボリュームマッチングによる統合結果と断面図

いるとする．内部変数が求まれば投影によって時空
間ボリュームを構成することができる．

Rn , δn は，2 つの時空間ボリューム Vn , V1 におい
て自由なパラメータを推移させながら，次式で表さ
れる相関係数が最大になる箇所を探索することで求
められる．

Vn · V1 − Vn · V1
√
S(Vn , V1 ) = √
2
2
Vn2 − Vn V12 − V1

図 8 9 台のカメラから得られた画像の統合結果

(2)

ここで V は，重なり部分において V の平均をとるこ

9 台すべてのカメラ画像列を統合した結果を示す．

とを意味する．図 6 にマッチングの概念図を示す．

また，マッチングにおいてパラメータ推移に伴う

時空間パラメータが求まると，統合されたカメラ

相関係数の変化を図 9 に示す．いずれの推移に関し

画像は表現形である円筒面または球面から直接に得

ても相関係数は特定の点において明確なピークを有

られる．

しており，本手法の安定性が示される．

この手法の特徴的な点として以下が挙げられる．

1. ブロックマッチングによりラスタ的に比較を行
うため，特徴点の抽出や追従を行う必要がない．

2. ボリューム間には空間方向の重なり以外にも時
間方向の重なりが存在し，マッチングに有効で

2.5 歪み誤差の評価と自由運動への展開
ここでは歪み誤差の評価を行った上で C1 ∼ C3 の
条件について考察し，移動体が自由運動を行った場
合の適用性について論じる．

2.5.1 歪み量の解析
歪み量の解析は以下の二つについて行う．

ある．

1. 従来のデプスを仮定した射影変換により画像統
合を行った場合の歪み量 (diff1 )
2. 本手法による画像統合において光学中心が厳密
には一致しないことにより生じる歪み量 (diff2 )

1. は Shape-from-Motion をはじめとした既存の時空
間解析手法とは異なる点である．2. は カメラどうし
の画角に関するオーバラップが少なくて済むことを
意味し，従ってカメラ設置する際も厳密な向き調整
を行う必要がない．

図 10 のように第一のカメラが原点に，他のカメラが

2.4 実験

(∆x, ∆y) にあるとすると，

首都高速 3 号線を約 60km/h で走行しながら 9 台

∆y − ∆x tan θ
diff1 =
d − ∆x
∆y − ∆x tan θ
diff2 =
d − ∆x

のカメラにより撮影を行い，球体時空間表現のもと
で時刻 T ，方位角 α，天頂角 β を推移させながら画
像統合実験を行った．その他のパラメータは与える
ものとした．

3 つのボリュームをマッチングした結果の例を図
7(a) に示す．歪みなく空間的な整合性をもって単
一のパノラマ画像に統合できている．図 7(b) はボ
リュームの重なり部分を時間軸を含む面で切断した

(

)
d
−1
D

(3)
(4)

と表される．d, θ は注目点の位置を表すパラメータ，

D は射影変換において仮定するデプスである*4 ．
diff1 において歪みを発生させる原因は，仮定デプ
ス値 D と実際のデプス値 d の差である．これに対す

様子である．統合画像が空間的整合性に加え，時間
的整合性も兼ね備えていることがわかる．図 8 には
−230−

*4

両者は係数のみの違いだが，d はシーン中で様々に変化し，
diff1 より diff2 の方が ∆x, ∆y の典型値は小さい．
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図 9 球体時空間表現での時空間ボリュームのマッチングにおける相関係数

Assumed
depth

1

y

x

D

x

1

diff1

θ
(d, d tanθ)

(∆x,∆y)
diff1

(∆x,∆y)

(d, d tanθ)

0.1

0.1

0.05

0.05

diff1

y

0

-0.05

-0.05
Assumed depth = 5m
Assumed depth = 10m
Assumed depth = 40m
Assumed depth = Inf

diff2
-0.1
0

(a) 通常の射影変換
図 10

10

20

(a)

diff1 (d)|∆x=0.0
∆y=0.3

(b) 本手法
歪み量の解析

30
40
50
Actual depth [m]

60

図 11

diff2 において歪みを発生させる原因は，仮定 C1 ∼
C3 が完全には成立しないことによる ∆x, ∆y の存
在である．∆x = ∆y = 0 の場合は歪み誤差は生じ
ない．これに対する歪み量を図 12 に示す．なお図
11,12 における歪み量は，35mm レンズ，VGA の写
真に換算すると diff = 0.01 のときで約 6 ピクセル，
diff = 0.05 のときで約 30 ピクセルに相当する．
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歪み量 diff2 の評価結果

の位置を考えると，∆x は高々 10cm 程度と見積もら

• 射影変換による画像統合は，対象とするシーン

れるが，図 12 によれば，この影響による統合画像の

つ，デプスの仮定値を適切に与えた場合に有効
に機能する．

• 本手法による画像統合は，対象とするシーンの
形状（デプスの分布状況）に関係なく適用でき，
また，光学中心のずれが小さければいくらでも
誤差を小さくすることができる．

歪みは近くの物体でも diff2 = 0.02 程度である．
■直線運動条件 (C2 )

直線運動のずれは図 10(b) の

∆x で表される．車が半径 r の円運動をした場合，ず
れは車のホイールベース等から計算によって求まり，

r = 100m*6 のときで ∆x = 0.01 程度である．この影
響による統合画像の歪みはほとんど無視できる．
■等速運動条件 (C3 )

等速でない運動は速度変化の

矩形近似，すなわち短区間毎に等速運動を行ってい

2.5.2 仮定条件の考察と自由運動への拡張
仮定条件 C1 ∼ C3 を緩和した場合の歪み量につい

ると見なして対応することを考える．このとき実際

て考察し，移動体が自由な運動をした場合の展開に

し，以下の式により見積もることができる．

の運動との間に生じるずれは図 10(b) の ∆y に相当

ついて論じる．ここでは移動体は自動車とする．

1
∆y = a
2

■直線配置条件 (C1 ) 直線配置のずれは図 10(b) の
∆x で表される．カメラの大きさと内部の光学中心
*5

0.3

(b) diff2 (∆x)|∆y=0.0

これらの評価量は以下のことを示している．

がほぼ一定のデプスのみによって構成され，か

80

歪み量 diff1 の評価結果

0.1

-0.1
-0.3

Assumed depth = 5m
Assumed depth = 10m
Assumed depth = 40m
Assumed depth = Inf

-0.1

diff2

れ (0.0, 0.3), (0.3, 0.0) *5 ，θ = −30◦ とした．

diff2

る歪み量を図 11 に示す．(∆x[m], ∆y[m]) はそれぞ

0

一般的な民生用ビデオカメラの大きさを考慮した．

*6
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(a) 原理（通常時）

(b) 原理（特異点時）

(d) 視点変更例 1

(c) 再現例

(e) 視点変更例 2
図 13

(f) 参考：完全幾何ベースの例

任意視点からの見えの仮想再現

ここで a, v0 は車の加速度および初速度，L はカメ

表 2 画像ベースと幾何ベースモデルの特徴

ラの配置長さである．L = 3m, a = 5km/h/s, v0 =

視点変更

30km/h とすると ∆y = 0.09m となり，図 12 によれ
ばこの場合の diff2 は近くの物体でも 0.02 程度であ
る．これはメータ読みにより等速を保つ程度の速度

現実感

データ量

汎用性

画像ベース

○ 可能

○高

×大

×低

幾何ベース

◎ 容易

×低

○小

○高

変動を許しても品質を保てることを意味する．
の場合は最近傍の画像獲得点における光線を近似的

2.6 まとめ
広域空間の光学情報を効率的に獲得するため，移

に代用する．図 13(f) と比較して非常に現実感が高く

動するカメラ群のデータを時空間解析により時間的・

シーンを再現できる．

空間的整合性のとれたパノラマ画像列に合成する手

3.1.2 問題点
この方法により道路シーンのモデル化を行うと，2

法を提案し，その有効性を確認した．

つの問題が発生する．1 つは，実写画像データには

3 実写画像と簡易幾何モデルの合成による
都市道路シーンのモデル化

撮影時の周辺車両など動的なオブジェクトが写り込
んでいることである．これらはシーンの再現時には

本章では前章の応用として，獲得したパノラマ映

不要であり，視点変更も正しく実現できない．また

像をもとにして画像ベースによる都市道路シーンの

ドライブシミュレータとしての利用を考えると任意

モデル化を行うとともに，簡易な幾何モデルを合成

の他車両を新たに重ね込んで表示する必要もあるが，

することによりドライブシミュレータとして運用す

これも困難である．
いま 1 つは正面方向の近似による誤差である．視

るシステムを開発する．

点の横方向移動量を ∆X ，シーン正面の注目点まで

3.1 実写画像ベースによる道路シーンのモデル化
さて道路上の特定の経路に沿って全方位パノラマ
画像列*7 が得られると，経路外地点からの見えは画像
処理によって仮想的に再現することができる [14]．
3.1.1 原理と例
図 13 にその原理および例を示す．例えば☆地点か
らの左方の見えは，時刻 t1 , t2 , t3 における獲得画像

の奥行きを D とすると，その地点が本来表示される
べき位置との誤差は次式で表される．

∆U =

h0
∆X
D

(6)

h0 はカメラの内部パラメータによる定数である．

の左前方，左方，左後方の光線を参照することにより
再現できる．正面や真後ろ（直線道路の場合）の見
えは参照すべき光線が存在せず特異点となるが，こ
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本来は画像ベースよりも幾何ベースの方が適してい
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GENLOCK
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ジェクトをシーンに重ね込むような汎用的処理には，

setting
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Z

Near View
(Geometry)
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3.2 画像ベースモデルと簡易幾何モデルの合成
表 2 は，一般的な画像ベース・幾何ベースモデルの

PC1

Compositor

Position / Heading
of the Driver

図 14 本システムの全体像

RGB
Z

図 16 ハードウェア構成

る．例えば従来から見られたドライブシミュレータ
はすべて幾何ベースである．そこで，画像ベースと
スによる豊かな現実感が得られるほか，人手に頼る

幾何ベースの双方を目的によって使い分ける．

部分が大きい建物などの幾何モデルの構築処理が近

3.2.1 幾何モデルの導入とその効果
具体的には，道路シーンのうち現実感に大きく寄
与すると考えられる周辺の建物や空などの遠景部分
は画像ベースのまま描画し，路面や他車両，標識など

景の路上部分のみで済み，開発コストの低減に役立
つと考えられる．

3.2.2 合成表示のしくみ
画像ベース，幾何ベースによる描画領域は，図 15

の近景部分には幾何ベースモデルを導入する．図 14
に本システムの全体像を示す．画像ベース部分には

3.1 節の手法を，幾何ベース部分には既存のドライブ

のように道路沿いに設けた仮想壁面を境界としてそ
れぞれ奥側，手前側と定義する．画像ベース部分は，
この壁面上に視点からの見えを直接テクスチャを貼

シミュレータ製品の一部を利用する．
このような使い分けにより，双方の長所が生かさ

り付けることで実現する．
図 16 に合成表示部のハードウェア構成を示す．画

れ，欠点が補完された利用価値の高い見えを構成す
ることができる．道路シーンの仮想再現の観点から
見た効果としては，他車両や歩行者などの物体が任
意に配置できるほか，道路標識の新設や表記内容の変
更も容易に実現できるようになる．また画像ベース

像ベース，幾何ベースはそれぞれ独立のコンピュータ
により描かれ，表示段階において一つに合成される．
各コンピュータからはピクセル毎にカラー値 (RGB)
と奥行き値 (Z) が出力され，Compositor (VisCluster)

における正面方向の近似誤差も解決される．式 6 に

と呼ばれる専用装置によって最も手前にあるカラー

よれば誤差 ∆U が大きいのは正面・手前の領域であ

値が採用されて最終的な出力画像となる．

るが，この領域はほぼ路面に相当するため幾何ベー

3.3 結果
図 17 に画像ベースと幾何ベースの合成表示結果を

スにより描かれる所となり，画像ベースは使用され
ない．正面・奥の領域は画像ベースにより描かれる
が，この領域では ∆U は急激に小さくなり，違和感

示す．空や建物は画像ベースにより描かれ，高い現
実感が得られている．道路，防音壁，他車両，標識は
幾何ベースにより描かれ，運転操作に応じて位置を

が少なく再現することができる．
一方で，本システムを既存のドライブシミュレータ
の拡張版とみた観点からも効果は大きい．画像ベー

動的に変更できる．描画は 60Hz で更新され，ドライ
ブシミュレータとして充分な性能である．
図 17 右では歪みが発生している．これは計測車両

*7

描画時に全方位の見えが必要でなければ，全方位でなくと
もよい．

の揺れや，簡易幾何モデルと実空間の差異によるも
のである．これらについてはフレームマッチングに
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IBR

GBR
図 17 画像ベース（遠景）と幾何ベース（近景）の合成表示結果

よる揺れ補正や幾何モデルの変更で解決できると考

載レーザレンジセンサから得られた距離データをス

えられるが，今後の課題としたい．

キャン毎に位置合わせすることで相対的な位置履歴

3.4 まとめ

を求める方法も提案されている．この手法でもやは

実写画像と幾何モデルを組み合わせることによっ

り誤差の蓄積は問題である．[4] では航空写真との位

て都市の道路交通シーンをモデル化するシステムの

置合わせによりこの問題を解決しているが，航空写

開発を行った．今後は歪みの改善のほか，高速道路

真は常に利用可能とは限らず，特に屋内では全く利

の勾配区間などの運転シミュレーションに活用し，

用できない．また拡張カルマンフィルタによる精度

運転者の判断・行動解析などに役立てる予定である．

改善 [30, 31] なども提案されているが，基本的には

なお本システムは東大国際・産学協同研究センター

スキャン間の相対位置を比較している．

の産官学連携「サスティナブル ITS プロジェクト」

本論文では，水平ラインスキャンを用いる方法に

[27] として開発された複合現実交通実験空間（仮想
実験室）の 1 モジュールとして機能しており，マクロ
交通流シミュレータ [28]，ミクロ交通流シミュレー
タ [29] と接続することにより自車の運転挙動が他車

おいてこのデータ系列全体を時空間的に解析するこ

の挙動に影響を及ぼすなどの効果が可能である．

4.2 時空間距離画像
4.2.1 濃淡値データにおける時空間画像
通常，時空間画像は 2.2 節のように濃淡値データに

4 距離画像の時空間解析によるレンジセン
サの自己位置推定

とでスキャン間の誤差蓄積を回避する手法を提案す
る．また同時に垂直方向にもスキャンを行い，この
データを並べることで対象の形状を正しく取得する．

対して定義されていた．代表的な時空間（濃淡値）画

前章までは主として実写画像を利用して見えに基

像がエピポーラ平面画像 (Epipolar Plane Image, EPI)

づいて実空間の仮想モデルを構築したが，詳細な形

であり，これは水平移動するカメラの時空間ボリュー

状情報を具体的・明示的な形で得ておくことは後の

ム水平断面として得られた．またあるいは図 18 のよ

応用や汎用性の面からも重要である．本章では，レ

うに，水平移動するラインカメラから得られた高さ 1

ンジセンサを移動体に積載して計測を行い，周辺の

ピクセルのライン画像を時間軸に沿って並べたもの

形状情報を正確に獲得することを目的とする．また，

と考えても同じである．

EPI 解析法 [33, 32, 34] では，この画像に含まれる

得られた幾何データの時空間解析を利用してセンサ
の自己位置を決定する手法を提案する．

エッジの傾き m がカメラの水平位置の違いによる視

4.1 関連研究

差から生じることを利用し，エッジを描いた点の実

巨視的な位置決定には GPS がよく利用される．こ
れを利用した車載センサによる市街地形状獲得も行

空間でのデプス D を求めている．カメラの移動速度
が V のとき，以下の式が成立する．

われている [1] が，一般的な GPS には数十 m 程度の
誤差が含まれるほか，都市部では電波状況により精

mV ∝ D

(7)

度が損なわれたり利用できないことも多い．
微視的な位置決定には車速パルスやジャイロセン
サ，対地速度計などが利用されるが，誤差が蓄積しや

これによりシーンの幾何情報獲得という問題がエッ

すく，そのまま用いるには問題が多い．

ジ検出という画像処理の問題に帰着されている．但

中間程度のスケールに相当する手段として，計測

し，通常，エッジは画像の二値化とハフ変換を用いた

車の移動方向と平行にラインスキャンを繰り返す車

直線検出により行われるため，カメラは等速で移動
することが前提とされる．
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図 18 エピポーラ平面画像 (EPI)
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V = 10 km/h

x

図 20

V = 20 km/h

時空間距離画像の例

表 3 EPI と時空間距離画像の特徴比較
= kF0t )

y(

図 19

mV

= kF0

EPI
使用センサ
観測点デプス情報
デプスと画像内エッジ傾き
センサ移動速度
観測点の分布

時空間距離画像

4.2.2 距離データにおける時空間画像
EPI のアナロジーとして，ラインカメラの替わりに

Scanned Data

ラインスキャンレンジセンサを用いることを考える．

EPI と同様にライン距離データを時間軸に沿って並
べれば，図 19 のような距離データにおける時空間画

Spatio-Temporal Range Image
Segmentation

像を考えることができる*8 ．本論文では，このような

Segment

距離画像のことを時空間距離画像と呼ぶこととする．

EPI での式 (7) に対し，時空間距離画像では次式が
kF0 ∆t
kF0
∆y
=
=
∆x
∆x
V

Segment

Segment

Regression / Differential

Velocity
Curve

導かれる．

m=

時空間距離画像
レンジセンサ
既知
無関係
等速を仮定しない
点群

カメラ
未知
依存
等速仮定
格子状並び

Velocity
Curve

Velocity
Curve

Combine each curve

(8)

Moving speed of the sensor
Integrate
Self position of the sensor

F0 はレンジセンサのラインスキャンレート [frame/s]，
k はラインの配置間隔 [m−1 ]，座標軸は図 19 のよう
に定義する．図 20 に時空間距離画像の例を示す*9 ．

図 21

速度推定処理の流れ

時空間距離画像ではレンジセンサを用いるため各
点のデプスは既知であり，また視差が生じないため，
デプスによるエッジの傾きの違いはない．さらに各
点は，デプスによる乖離と各ラインの時間的オーバ
ラップのためいくつかのクラスタ面を形成する．こ
れらの面のエッジ検出は直線でなくとも容易であり，
すなわちセンサが等速で移動する必要はない．

距離画像内のクラスタ面，およびそれらのセグメン
テーション結果を示す．対象がセンサの可視範囲を
時間に伴って推移する様子が表現されており，これ

表 3 に EPI と時空間距離画像の対比を示す．EPI
と時空間距離画像では移動速度とデプスの制約が逆
になっている．EPI と同様にエッジを解析すること
により，移動速度を未知数として推定を行うことが
可能である．
*8

4.3 センサ自己位置の推定
推定処理は図 21 のような流れで行われる．
■各セグメントへの曲線の当てはめ 図 22 に時空間

はセンサを積載した移動体の位置変化に他ならない．
本研究ではレンジセンサの移動速度は連続かつ滑ら
かであることを仮定し，得られた各セグメントに対
して回帰的に曲線を当てはめる．図 23 では 6 次の多
項式を当てはめている．

実際にはオクルージョンの問題から見えない部分も存在す
るが，図中には全て示した．
*9 正面から見てデプスが大きい点を黒，小さい点を白で表し
ている．

■セグメント毎速度曲線の算出

当てはめた曲線は

解析的に式で表されており，各々のローカルな短区
間における位置変化を表している．これらを解析的
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図 25 データ収集用車両およびレンジセンサ

図 22 時空間距離画像に表れるクラスタ面
とセグメンテーション結果
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4.4 実験

図 24 セグメント毎速度曲線と全区間速度曲線

レンジセンサを計測用車両に積載して路上を走行
に微分すれば，各セグメント毎の速度曲線を得るこ
とができる．
■全区間速度曲線の生成

各々の速度曲線は，その

セグメントの存在区間における局所的なものである
ため，各速度曲線を連結して全区間速度曲線を生成
する．速度曲線は回帰処理によって得られるため，
その信頼度はセグメントの中央付近では高く，末端
付近では低いと考えられる．そこで，セグメントが
スキャンライン番号 [n1 , n2 ] に渡って存在する場合，
以下のようにセグメント毎の重みをつけ，正規化し
て足し合わせることで速度曲線を滑らかに連結する．

W (n) =

{
}
{
2
exp − (n−µ)
(n1 ≤ n ≤ n2 )
2
2σ
0

µ = (n1 + n2 )/2,

LMS200 を用いる．スキャンレートは 1/37.5 frame/s
である．また同時に図 25 のように，水平方向の他
に垂直方向にラインスキャンを描くレンジセンサを
積載してその距離データを位置推定結果をもとに正
しい位置に並べることで実世界空間の形状を復元を
行った．実際のシーンを図 25 に示す．
図 27 に得られた速度推定曲線を，図 28 に推定し
た速度結果にもとづいて三次元形状復元を行った例
を示す．

4.5 評価と考察
評価用のデータ（正解速度曲線）は，図 28(a) のモ
デル（推定結果反映前）において隣接する柱の間隔の

(9)

（その他）

σ = (n2 − n1 )/6

し，位置推定を試みた．センサユニットには，SICK

(10)

実測値と，その間隔を描く間に消費したスキャンラ
イン数から求めた．具体的には以下の通りである．

1. 垂直に立っている柱（全 28 本）に対し，各々の

図 24 に速度曲線を示す．

左側面，右側面を描いているスキャンライン番号
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図 29 実験結果と評価用結果

(a2)

(b2)

また別の考え方として，多くのレーザセンサから
得られる反射率の情報を用いれば，時空間距離画像
中には幾何エッジ以外にも反射率のエッジが現れる．
反射率エッジは平坦な面からでも得らるため，密に
セグメントがとれ，精度向上が見込まれる．

(a3)

(b3)

4.6 まとめ

(a1)〜(a3)：速度推定結果反映前（等速走行を仮定した場合）
(b1)〜(b3)：速度推定結果反映後
図 28

推定速度にもとづいて三次元形状を復元した例

本章では時空間距離画像という新しい概念を提案
し，これを利用してセンサの自己位置を求める手法
について述べた．実際の建物を計測しながら本手法
を適用した結果，概ね正しく自己位置を求め，対象の

を

Nn1 , Nn2 , . . . , Nn28 ; Ns1 , Ns2 , . . . , Ns28

とする．

2. レーザ距離計と反射板を用いて，各柱の左側
面から隣の柱の左側面までの距離，および右側

三次元形状を復元した．

5

面から隣の柱の右側面までの距離を実測する．

Dn1,2 , Dn2,3 , . . . , Dn27,28 ; Ds1,2 , Ds2,3 , . . . , Ds27,28
3. 第 (Nni + Nni+1 )/2 ライン目における瞬間速度を
Dni,i+1 /(Nni+1 − Nni ) [m/frame]，
第 (Nsi + Nsi+1 )/2 ライン目における瞬間速度を
Dsi,i+1 /(Nsi+1 − Nsi ) [m/frame] とする．
実験によって得られた推定速度曲線と，上述の手
法によって得られた評価用速度曲線を図 29 に示す．
推定した速度と評価データは概ね合致しており，本
手法が速度推定に有効であると言える．一方，極大
点，および極小点において顕著に差が現れており，最
大で 8〜12% 程度の誤差を生じている．しかし，こ
れらの地点は故意に急激な加速および減速を行った
箇所であり，通常の運転状況においては本手法の精
度は高いと言える．
更に精度を向上させる方法として，セグメント相互
間の拘束を考慮することが考えられる．今回は個々
のセグメント内で完結した推定処理を行ったが，近
傍のセグメントにも同様な推移変化が現れているは
ずである．従って，回帰の段階で 複数のセグメント
から同時推定を行うことで精度向上が見込まれる．

梯子式レーザ計測システムの開発と大規
模文化遺産ディジタル保存への応用
本章では前章の応用として，新しい移動型の三次

元計測システムである「梯子式レーザ計測システム」
を開発する．

5.1 背景
レーザスキャナより得られる幾何データは学術・
娯楽分野など多岐に応用され，近年では文化遺産の
ディジタル保存が注目されている．文化遺産は災害
等による消失の危機と常に隣り合わせである．正確
な三次元モデルは修復の手がかりとして必須である
ほか，数理的解析を通した新たな歴史的知見の発見
やインターネットを通じた文化の理解などに役立つ
と考えられ，[35, 36, 37] などが行われている．
既存の商用レーザ計測システム（Cyrax[38], Z+F

IMAGER[39] 等）は，その多くが地上固定設置・固
定光源を前提としているため，問題が発生すること
がある．例えばカンボジア・アンコールトム遺跡の
バイヨン寺院には 10〜40m 程度の塔があり，足場等
を利用しても屋根部の計測は困難である．遺跡の上
空でヘリコプター等を飛ばすことも難しいため，気
球型の計測システム [7] が開発されている．
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また図 30 のような狭隘部，特に細長い領域でもセ

z

x

x
z

V
図 30

(Depth)

t

バイヨン寺院における狭隘部の典型例

図 33 梯子式レーザ計測システムにおける
センサ位置推定への時空間距離画像の適用

Sparse

移動機構には 4m の長さまで自在に伸縮可能な梯
子形のリフト Nobitec NPL-4200 を用いる．端部に
は電気モータウィンチが設けられ，梯子に沿ってワ
イヤを巻き上げる．ワイヤに接続された移動プラッ
トホームは梯子ステップ部のガイド上を滑りながら

Dense

往復移動できるようになっている．仕様上のウィン
チ巻上速度は 25 m/min であるが，本システムによる
図 31

狭隘部における計測点密度の不均一性

計測状況では梯子を立て掛ける際の傾き角により負
荷や摩擦条件が異なることを考慮し，この値を直接
の移動速度としては用いない．
センサユニットには小型・軽量なラインスキャナ

SICK LMS200 を用いる．スキャン角は 180◦ と広
く，狭隘部の計測に好都合である．これらを主・副の

2 台，移動プラットホーム上に設置する．主センサは
スキャンラインがプラットホームの移動方向と垂直
になるように配置し，計測対象の形状を取得するた
めに用いる．副センサはスキャンラインがプラット
ホームの移動方向と平行，かつ梯子のステップ部分
図 32

が観測されるるように配置し，移動プラットホーム

梯子式レーザ計測システムの外観

の動きを求めるために用いる．
ンサ自身の寸法に対する空間的制約やセンサの画角
制限，オクルージョン等のために計測が困難あるい
は非常に非効率となる問題が発生する．全天球方向
にレーザを発する Z+F IMAGER 等では視野角の問
題は解決できるが，図 31 のように測定場所により点
密度が大きく異なる問題や，計測原理に位相差を用
いることによる距離の曖昧性問題が生じる．
この問題を解決するため，細長い領域の計測に適
した新しい三次元計測システムである「梯子式レー
ザ計測システム」を開発する．

移動プラットホームの動きはエンコーダ等を用い
て求める方法も考えられるが，ここでは 4 章で提案
した時空間距離画像を解析する方法を用いる．副セ
ンサは梯子のステップ部を常に安定して観測するた
め，図 33 のような時空間距離画像が得られる．
プラットホームの移動は等速直線運動を仮定する．
直線運動の仮定はプラットホームが梯子のガイドに
合わせて移動し，そのずれは多くとも数 mm であり，
積載しているセンサ LMS200 の精度よりも微小であ
るためである．等速運動の仮定はプラットホームが
電気モータによって駆動され，一度の計測中は梯子

5.2 梯子式レーザ計測システムの概要
梯子式レーザ計測システムの外観を図 32 に示す．
主・副 2 台のラインスキャナを装備したプラットホー
ムがリフトに取り付けられており，ガイドに沿って移
動することにより細長い狭隘領域全体を計測できる．

の設置条件による負荷が変化しないことによるもの
である．確認のため梯子に沿って巻尺を設置し，移
動プラットホームに載せたビデオカメラから梯子長
のおよそ 1/8 区間毎に目盛りを読み取ることにより
位置変化を算出した結果，位置変化はほぼ直線を示
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VERTICAL SCAN DATA

■隣接点との角度によるエッジ抽出

SPATIO-TEMPORAL RANGE IMAGE

注目点 pm,n

が隣接点となす角は，インデックスの m, n 方向に関

Edge detection and labeling

してそれぞれ
SEGMENT

SEGMENT

SEGMENT

θm = ∠ pnm−1 pnm pnm+1

Principal component analysis
VELOCITY LINE

VELOCITY LINE

θn =

VELOCITY LINE
Weight average

SENSOR MOVEMENT SPEED

pn+1
m

(12)
(13)

の条件を満たす場合は，その点をエッジと判定する．

SENSOR SELF POSITION

11
π
<θ<
π
12
12

自己位置推定処理の概略図

し，回帰直線との差は最大でも 5 mm 以内であった．

5.3 センサユニットの位置推定
プラットホームの位置推定処理の概略を図 34 およ
び以下に示す．基本的には 4 章の方法と同一である
が，等速運動の仮定による最適化を行っている．

(14)

5.3.2 センサユニットの移動速度の計算
検出されたすべてのエッジについて，点群の主成
分分析を行う．第 1 主成分の方向からエッジの傾き
を求め，移動速度を式 (8) から逆算する．
移動速度は各エッジから得られるが，本システム
ではその機構上，長時間すなわち大域的に観測され

1. 時空間距離画像よりエッジを抽出する．
2. 各エッジの傾きを主成分分析により求める．
3. 各傾きの重み付き平均をとり，移動速度に変換

るエッジの方が，短時間すなわち局所的にしか観測
されないエッジよりもセンサの動きに関して高い信
頼性を持つと考えられる．そこで，各エッジの長さ
によって推定移動速度を重み付けし，その平均値を

する．

最終的な 1 度の計測における推定移動速度とした．

4. センサの自己位置を計算する．

5.4 実験

5.3.1 エッジ抽出
エッジの抽出には微分フィルタ，および隣接点と
の角度による 2 種類の手法を用い，双方の AND で
検出される点を最終的にエッジとした．
■空間微分フィルタによるエッジ抽出

第一の手法

としてソーベルフィルタを用いた．通常，ソーベル
フィルタは二次元の濃淡画像における各画素に適用
されるが，ここでは三次元空間中の点群である時空間
距離画像の各点に適用する．時空間距離画像に含ま
れる全ての計測点 p = (x, y, z) には，フレーム番号
（何番目のスキャンラインか）を表す m，各スキャンラ
イン内で何番目の計測点であるかを表す n の 2 つの
n
n
n
インデックスが付与されており，pn
m = (xm , ym , zm )

と表される．ソーベルフィルタは，pn
m とその 8 近
傍点

pnm

である．θm または θn （まとめて θ で表す）が以下

Integration

図 34

∠ pn−1
m

pn−1
m−1
pnm−1
pn+1
m−1

pn−1
m
pnm
pn+1
m

5.4.1 計測内容
本実験では，バイヨン寺院のうち特に狭く，他の
センサで計測が困難であったテラスと内回廊の隙間
部および北経蔵北東部についてそれぞれ 173 カ所，5
カ所の計測を行った．図 35 に作業の様子を示す．

5.4.2 結果
■テラスと内回廊の隙間部分

図 36 はテラスと内回

廊の隙間部のモデリング結果例である．図中 (a) はカ
メラによる計測箇所の撮影結果であるが，狭隘な場
所であるため対象までの距離が充分にとれず，また
画角の限界のため，限られた領域しか写すことがで
きない．Cyrax 2500 などのセンサでも，一度の計測
中 (b) は，本システムを用いた一度の計測で得られた
三次元モデルである．細長い本体形状や広いスキャ

用する．レーザ光源の軌跡は時空間距離画像では y
軸で表されるので，

√

コールトム遺跡・バイヨン寺院の計測を行った．

でカバー可能な範囲は同程度である．これに対し図

n−1
pm+1
n
pm+1
pn+1
m+1

n
に対し，各点とレーザ光源からの距離 rm
に対して適

n
rm
=

開発した梯子式レーザ計測システムにより，アン

ン角といった，本システムの特性が充分に発揮され
ていることが分かる．
■北経蔵の北東部分

図 37 は北経蔵の北東部分の

モデリング結果例である．計測前のデータは Cyrax
n )2
(xnm )2 + (zm

(11)

2500 によって得られたものである．図中の円内部分
はセンサ設置箇所の空間的な制約から計測が困難な

である．

箇所であり，データが欠損している．本システムを
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(a) 北経蔵北東部

(b) テラスと内回廊

垂直に近い設置

の隙間部

(c) 特に狭隘な箇所

(d) 水平に近い設置

(a) 計測対象

(b) モデリング結果

図 36 バイヨン寺院・テラスと内回廊間の
モデリング結果

(a) 計測前

(b) 計測後

図 37 バイヨン寺院・北経蔵の北東部分の
モデリング結果

図 35 梯子式レーザ計測システムによる計測の様子

用いるにより，この欠損部分を補完することに成功
した．

5.4.3 評価
■基準モデルとの整合性

本システムから得られる

モデル結果と基準となるモデルとの位置合わせ（ア
ラインメント）を行った．基準モデルには，商用レー
ザレンジセンサ (Cyrax 2500) から得られる距離画像
を用いた．Cyrax 2500 は地上固定型であることに加

図 38 固定設置型センサから得られたモデ
ルとの位置合わせ結果

え，奥行き方向の精度が ±6 mm であり，LMS200 の
精度に対して充分に高いことから基準となる正確な
モデルと見なした．位置合わせ処理は安定に収束し
た．図 38 に位置合わせ結果の例を示す．
■本システムによるモデルどうしの整合性

本シス

テムから得られる複数のモデル結果のうち，オーバ
ラップがあり，かつプラットホームの推定移動速度
が大きく異なったデータが存在した．これらから得
られたモデルどうしの位置合わせを行った．
図 39 は，推定移動速度がそれぞれ 0.3504 m/s，

0.4081 m/s である 2 つのモデルの位置合わせ結果で
ある*10 ．この場合も位置合わせ処理は安定に収束し，

本章では梯子式レーザ計測システムという新たな
計測システムを開発した．移動プラットホームの位
置決定には時空間距離画像を用いた．バイヨン寺院
にて計測実験を行ったところ，従来のセンサでは計
測困難な狭隘部を効率的に計測することができ，基
準となる計測結果，および本システム計測結果相互
間の対応が十分に取れることからシステムの有効性
を確認した．

6

それぞれのモデルは問題なく位置合わせされた．
*10

5.5 まとめ

なお，梯子形リフトの仕様書に記載されているウィンチの
巻き上げ速度は 0.4167 m/s である．

おわりに

6.1 本論文の主たる成果
本論文では，移動体による実世界空間の計測にお
いて，複数台のセンサデータの整合性をとる問題，お
よびセンサの自己位置を得る問題に対し，得られた
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測のほか，全方位画像列やステレオカメラからも得
られるし，場合によってはディジタル地図を利用す
ることもできる．それぞれに画像データとの統合の
しやすさや，応用的利用に対する向き不向きがあり，
これらを適切に取捨選択する必要がある．
また，球面投影した時系列全方位画像には，消失点
推定速度 (m/s)

モデル 1

モデル 2

仕様書値

0.3504

0.4081

0.4167

やエッジの解析を通じた高度な処理を行える可能性
があり，更に深い考察をする必要がある．
応用システムでは，特に道路交通シーンを提示する

図 39 異なる速度から得られたモデルどう
しの位置合わせ結果

アプリケーションを様々な道路に対して展開し，転者
の認知判断，事故解析などに役立てる予定である．

画像・幾何データを時空間的に解析することで解決
する手法を開発するとともに，その手法を適用した
実用システムの開発を行った．

2 章では時空間濃淡画像の表現方法について整理
し，円筒や球体による表現を通じてボリュームマッ
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，および国交省・国土
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の支援により行われた．

チングにより回転成分まで含めたカメラの時空間パ
ラメタを求める方法を提案した．この理論に基づき，
複数カメラ画像を統合し，歪みのない全方位画像を
合成することに成功した．

3 章では実世界の全方位時空間画像データ，および
既存の簡易幾何モデルにより道路交通シーンを提示
し，模擬運転映像装置として運用するシステムを開
発した．空や建物などの遠景部を画像ベースで，路
面や道路標識，他車両などの近景部を幾何ベースモ
デルによって描くことで現実感と応用的利用を同時
に実現した．

4 章では幾何データの時空間解析により移動セン
サの自己位置を決定する手法を提案した．計測系が
自動車などに積載され水平移動を行う場合，水平ラ
インスキャンを行うレンジセンサからは EPI のアナ
ロジーとして時空間距離画像が得られる．これを利
用して移動体の自己位置を算出した．

5 章では新しい三次元形状計測システム「梯子式
レーザ計測システム」の開発を行った．これはライ
ンスキャンを行うレンジセンサを線形移動を行う梯
子型のリフト上に設置したものであり，センサの自
己位置決定には時空間距離画像を用いる．本システ
ムはアンコールトム・バイヨン寺院計測のため実際
に運用し，従来のセンサでは問題を生じる狭隘部を効
率的に計測した．得られた三次元形状データは，基
準データおよび本システムで得たデータ相互間で安
定に整合することを確認した．

6.2 今後の課題と展望
今後の課題としては，幾何モデルと画像データの
自動的な統合が挙げられる．幾何データはレーザ計
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