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あらまし 本稿では，効率的に可燃物情報を測定するために，人手に代わるものとしてステレオ画像から三
角測量を用いて物体の容積を測定し，全方位カメラの画像から可燃物の位置を取得するシステムを提案す
る．本手法で測定する可燃物情報には，体積と材質から決まる可燃物量と位置情報がある．画像処理による
誤認識, 誤対応の修正や，可燃物量を測定する際に必要な要素である材質の判断などはユーザが行ったほう
が効率的であるため，このような処理についてはユーザが行う．本システムでは入力をサポートするイン
ターフェースを加えた．本手法の有効性を検証するために，実空間に既知である物体を配置し，可燃物情報
の計測の実験結果を示す．
キーワード：ステレオ, 全方位カメラ，可燃物，インタフェース
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abstract In this paper, we propose a method to reconstruct combustible materials information in a
room. Combustible materials information is composed of the combustible material amount and the
position of combustible material. The combustible material amount is computed by volume and material
of the object, and the position is measured by the omnidirectional image. A user corrects the error of
recognition and 3D correspondece, and judges the material of the object because it is more efficient that
user does them. We have implemented the intarctive system. Finally, An experimental result in real
room has shown the effectiveness of the proposed method.
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1

はじめに

写真を見ながら入力するという方針をとる．
次に，可燃物の位置を測定する方法についてだが，

建築物は，建築基準法によって耐火，防火設計が

ステレオ法だけで部屋全体を測定するためには，各

定められている．その基準は，実際のオフィス，学

視点で再構成された空間を統合していく必要がある．

校，住宅の室内にある可燃物の量を測定し，定めら

しかし，ステレオ法で作られた空間を部屋全体で統

れている．これまで，その可燃物情報の測定はすべ

合するためには，隣り合う空間を一組づつ統合して

て人手によって行われてきたため，サンプル数も限

いくため，誤差が累積する．そこで，全方位カメラ

定的で統計的な処理を施すには十分とはいえない．

を使って可燃物の位置を測定する．全方位カメラを

また，可燃物密度のみならず，可燃物の配置も火災

用いることで生じる量子化誤差はステレオ法に比べ

時の発熱性状に影響を及ぼすことが指摘されている．

て大きいが，空間を統合する処理が必要なくなるた

オフィスの環境は年々変化していくため，効率的に

め，部屋全体の可燃物の位置を再構成するのに有効

可燃物量と位置情報を測定する技術が必要とされて

である．

いる．

本手法は，体積計算や位置の測定の部分は計算機

可燃物量は重量と材質から計算される．可燃物の
種類による発熱量を考慮して，可燃物の重量を，同
じ発熱量をもつ木材の質量に換算したものである．
可燃物量の計算は次に示す．

Hi
Qi = Gi ·
H0
2

で行い，材質を特定する部分は人間で行うことに
よって効率化を図るという特徴がある．これは，計
算機の得意な部分と人間の得意な部分を組み合わせ
て，全体の作業時間の低減に役立つと予想される．

(1)

また，ステレオ法の誤対応問題も人間が修正するこ
とによって，全体として作業時間を少なくすること

Qi : 可燃物量 (kg/m )
Gi : 可燃物の重量 (kg)
Hi : 可燃物の単位発熱量 (kcal/kg)
H0 : 木材の単位発熱量 (kcal/kg)
上記の式では，可燃物の重量から可燃物量を計算し
ているが，屋内にある可燃物の重量を 1 つ 1 つ測定
することは現実的ではない．統計的なデータを使う
ことよって，体積から可燃物量を計算することがで
きる．
可燃物量を測定するためには体積と材質の情報が
必要である．そこで写真に注目する．たとえば，オ
フィスに出向き，そこの写真を撮影する．写真には，
机，椅子，本棚，パソコンなどさまざまなものが写
る．その写真に写ったものの材質を判断することは，
特殊なものでない限り，専門家が見ればすぐに分か
る．体積については，１枚の写真からでは測定でき
ないが，２台のカメラを用いたステレオ法を用いれ
ば測定が可能である．そこで本研究では，写真から
効率よく室内の可燃物の量を測定する手法を提案
する．
まず，材質の計測について考える．材質は専門家
であれば写真からすぐに判断できる．これは，専門
化の持つ豊富な知識によって，判断が可能になって
いる．この自動化を考えた場合，屋内の什器類に関
するすべてのデータを入力しなければならないため，
現実的ではない．そこで，材質に関しては専門家が

を考えている．

2

処理の流れ
本システムの処理の流れを図 1 に示す．
本システムは可燃物量を測定する部分と可燃物の

位置情報を測定する部分から構成される．可燃物量
を測定する部分では，ステレオで撮影された画像だ
けを使用する．一方，可燃物位置情報を取得する部
分では，全方位カメラで撮影された画像と可燃物量
を測定される際に得られる可燃物の寸法を用いて測
定する．

2.1

可燃物量の測定

可燃物量の測定の流れを図 2 に示す．

2.1.1

左画像の測定する可燃物の頂点の抽出

ステレオ画像の左画像の測定する可燃物の頂点は，
領域分割と多角形近似を行うことによって抽出する．
測定する可燃物が含むようにマウス操作によって矩
形領域を指定する (図 3)．指定した領域内だけを K
平均法によって領域分割する．矩形領域を指定する
ことで測定する可燃物を選択でき，また処理時間を
短縮し，K 平均法で必要なクラスタ数の精度を改善
することができる．領域分割された矩形は数個のク
ラスタにわかれる．矩形領域の中心にあるクラスタ
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図 3: 測定する物体の矩形

図 4: 輪郭

図 5: 多角形近似

図 6: ステレオマッチング
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図 1: 処理の流れ




  

ら可燃物の材質や形状を判断し情報を与えることに
よって，式 (1) より可燃物量が計算される．
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2.2

/10234

可燃物位置情報の測定

可燃物量の測定の流れを図 7 に示す．可燃物の位
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置情報は床面に平行な 2 次元平面で表す．全方位カメ

*

ラの光軸を Z 軸とし，双曲面ミラーの焦点から床に

5 0 ) (

Z 軸にそった距離 Hr の平面上の点 P (X, Y, c − Hr)
とする．この点 P は画像上での点 p(x, y) は次のよ
うに変換できる
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図 2: 処理の流れ

! " #

 
を測定する可燃物とする．可燃物のクラスタの輪郭
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(図 4) に多角形近似を行うことによって可燃物の頂
点を抽出する (図 5)．
2.1.2

)*

 

右画像の測定する可燃物の頂点の抽出

右画像の可燃物の頂点はステレオマッチングに

図 7: 処理の流れ

よって抽出する (図 6)．

2.1.3

$% "#

可燃物量

左右のカメラの姿勢と位置，左画像中の頂点の位
置，右画像中の頂点の位置から，三角測量を用いて，

2.2.1

高さの測定

初めに，床から可燃物までの高さ Hi を測定する．

可燃物の各頂点の 3 次元位置情報を得る．それぞ

ステレオ画像中から可燃物の高さが測定できる１辺

れの頂点から面積，体積が求まる．ユーザが写真か

を探す．これは，同じ高さだと思われる１辺ならど
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こでもよい．例えば，測定する可燃物の台の高さが

を行う．画像処理とユーザの処理が効率よく行える

測定しづらいとき，同じ種類の台の高さを調べれば

ように GUI(Graphic User Interface) を作成した (図

よい．その１辺の頂点をステレオの左右の画像から

10)．この GUI を用いて，ユーザが行うことを中心
に可燃物情報の測定の流れを述べる．

それぞれ２点，抽出し，その点から三角測量するこ
とで高さ Hi を求める．

2.2.2

はじめに，キャリブレーションで得られたカメラ

全方位画像から可燃物の 3 次元位置への変

パラメータを入力する．ユーザは，ステレオ法で撮

換

影された左右一対（2 枚）の画像と全方位カメラで
撮影された画像を PC に読み込ませる．左画像内で

次に，全方位カメラ特徴から，求めた床から可燃

測定する可燃物を一つ決め，物体の種類（机，パソ

物のまでの高さ Hi を用いて全方位カメラで撮影さ

コン，モニタ，等），形状（四角形，直方体，等），

れた画像上の点 p(x, y) は全方位カメラの双曲面ミ

材質（紙，木，プラスチック，等）などをメニュー

ラーと CCD カメラの各焦点の中点であるを原点と

から選択して入力する．次に，左画像から測定する

した３次元空間の P (X, Y, H − Hi ) に変換できる

(ここで H は床から双曲面ミラーの焦点までの距離
である)．測定する画像上の可燃物の頂点を pi とす
れば，３次元位置 Pi が求まる．

可燃物の矩形領域をマウスで切り取り，領域分割と

2.2.3

ステレオマッチングを行う．誤対応した場合もマウ

多角形近似で頂点探索を行う．頂点をうまく探索で
きない場合には，マウスで直接，頂点を抽出するこ
とになる．また，右画像の物体の頂点を選ぶために，

修正された可燃物の 3 次元位置

スによって頂点を抽出する．ここまでがユーザ支援

全方位カメラの性質上，Pi の精度は悪い．そこ

が必要となる部分であり，その後は，コンピュータ

で，可燃物量を測定する際に得られた可燃物の寸法

が三角測量を用いて寸法，可燃物量を計算する．

を用いて補正を行う．３次元位置 Pi から重心と可
燃物の姿勢を求める．図 8 のような四角形の可燃

次に，可燃物の位置情報であるが，まず，ステレ

物を求める場合では，重心を P1 P2 の中点とし，姿
勢を P0~P1 ，P0~P2 として表す．また図 9 のような四

オ画像から可燃物の高さを測定する．床から可燃物

角柱の可燃物を求める場合では，重心を P1 P2 P3 の
重心とし，姿勢を P0~P1 ，P0~P2 ，P0~P3 として表す．

の点をマウス操作によって抽出する．右画像の直線

重心，姿勢，寸法から可燃物の向きも含めた位置情

三角測量によって，高さを求める．また，可燃物量

報を決定する．

を求めるためにステレオ画像から抽出した頂点と同

までの高さとなる直線をきめ，左画像の直線の両端
の両端の点はステレオマッチングによって探索し，

じ点を全方位カメラからマウス操作によって抽出す
P2 P2

P3
P0

ることによって位置情報が得られる．可燃物の位置
情報は床に平行な 2 次元平面でグラフィック化され
て出力される．

P1

P0

図 8: 四角形

2.3

P1

図 9: 四角柱

ユーザ支援による可燃物情報の測定
とインタフェースについて

本システムでは，画像処理の誤認識，ステレオマッ
チングの誤対応を防ぐためにユーザが確認や修正す
る．また，材質を判断することは画像処理で行うよ
りもユーザが行ったほうが正確であり，高速に処理
できるのでマウス操作やキー入力をすることで処理
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図 10: GUI

3

ある図 15 からマウス操作によって可燃物の含む領

実験

域を切りとった．可燃物の頂点を求めるためにこの
本手法の有効性を示すために，実空間で実験を
行った．

3.1

撮影用機器

実験で使用した撮影用機器について述べる．

3.1.1

ステレオカメラ

ステレオとして使用したカメラは，京セラ社の
CONTAX TVS DIGITAL である．ステレオ法で撮
影するため同機種のカメラを 2 台を使用し，両者を
架台（Velbon 社製 Super Mag Plate）に固定した．
さらに，架台を一般的なカメラ用三脚に取り付けた．
カメラ 2 台と架台の合計は 968g である．
カメラの画素数は 2560×1920pixels，基線長を 30cm
とした．設置状況を図 11 に示す．撮影を行う前に
外部パラメータ (2 つのカメラの相対位置関係，回
転と並行) を知るために，2 台のカメラを固定した
ままキャリブレーションパターンを撮る．

3.1.2

全方位カメラ

領域内を領域分割し，多角形近似を行った結果は図

17 のようになった．この抽出点の情報をもとにステ
レオマッチングを行い，右画像から対応点を抽出し
た．抽出された結果を図 18 に示す．左右の画像の
可燃物の頂点から，三角測量を用いて可燃物の寸法
を求めた．その結果を表 1 に示す．次に，可燃物の
位置情報を求める．ユーザがマウスによって全方位
カメラから可燃物の頂点の抽出した．全方位カメラ
の特徴を用いて，可燃物の位置情報を測定した．結
果を図 19 に示す．可燃物を黒く示す．
可燃物の寸法の誤差は 2cm から 4cm ぐらい生じ
た．しかし，オフィスにある可燃物量の比較的大き
な物，例えば机や本棚などには，ほとんど規格によっ
て寸法が決まっているので，可燃物の寸法を測定し
た後の処理で修正することを考えている．求められ
た可燃物の位置や姿勢は全方位カメラによって，3
次元位置を復元したものであるため，ステレオで復
元したときと比べると誤差は大きく生じてしまった．
しかし，部屋全体で考えた場合，可燃物の相対的な
位置情報は取得できている．

全方位カメラとして使用した CCD カメラは，sony
製の EVI-370 であり，画素数は 640 × 480pixels で

項目

ある．それに双曲面ミラー KC-57B をマウントし

表 1:可燃物の寸法
真値
測定値

縦 (cm)

た．また，全方位カメラの設置の仕方は水準器を利

高さ (cm)

33.9
23.5
20.6

3.1
3.5
2.4

体積 (cm3 )

22977

16411

6566

横 (cm)

用して，CDD カメラの光軸を床と垂直なるように
し，床から双曲面ミラーまでの距離は測定しておく．

4

誤差

37.0
27.0
23.0

おわりに
室内空間の可燃物調査法として，ステレオカメラ

と全方位カメラを使用して，可燃物量と可燃物の位
置情報を同時に測定する手法を提案した．この手法
では，ユーザがマウス操作やキーボード入力によっ
図 11: ステレオカメラ

て，可燃物の材質を判断したり，領域分割の誤認識，
図 12: 全方位カメラ

3.2

ステレオマッチングの誤対応を修正することで，計
測に大きな誤差が生じないようになっている．

本手法での測定

ステレオカメラでは，領域分割，多角形近似，ス

本手法の有効性を調べるために，実空間に寸法が

テレオマッチングなどの画像処理を行うことで，左

既知である可燃物を図 20 のように配置した．初め

右画像に写っている可燃物の頂点を抽出し，三角測

に，部屋の中心に全方位カメラを置き，撮影し，ス

量によって 3 次元位置を復元し，体積を測定でき

テレオカメラでもすべての可燃物を撮影した．

ることを確認した．可燃物の寸法をステレオで測定

まず，可燃物量の測定を行った．ステレオカメラ
から可燃物までの距離は約 3m であった．左画像で

する際に，誤差が生じてしまうが，可燃物の規格に
よって修正できる範囲であった．
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図 17: 多角形近似

図 18: ステレオ対応

図 19: 再構成図

図 20: 可燃物の配置図

図 13: 全方位画像

図 14: パノラマ画像
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