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本論文では, 疎な特徴点に基づいて 3 次元復元した物体形状を全周多面体表現するための三角形メッシュ

の統合方法を提案する. 提案手法では, 共通部分を持つ画像を用いて独立に定義した複数の三角形メッシュを統合する
ことで, 3 次元復元した物体形状を全周多面体表現する. 異なる画像上で独立に三角形メッシュを定義した場合, 重な
り合う共通部分で三角形パッチの不整合が生じることがある. これに対して, 一方の三角形メッシュの輪郭線をまたぐ
三角形パッチを検出し, それに隣接する三角形パッチとの共通の辺をその対辺と入れ換えることで, 共通部分に含まれ
る三角形パッチをすべて再定義することなく効率的に不整合を解決する. 平面物体や全周復元した 3 次元物体に対し
て提案手法を適用して, 提案手法の有効性を示す.
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のまま統合しているため, 部分形状の重なり部分で三角

1. は じ め に

形メッシュの形状が異なる不整合が生じてしまう. Turk

画像からのシーンの全周復元は, インターネット上の

ら [6] は部分形状の重なり部分の三角形メッシュの形状

仮想モールや文化遺産のディジタルアーカイブ化 [1] をは

の不整合を解決するために, 三角形メッシュの辺の交点

じめとしてさまざまな応用がされている. 画像からシー

に新たに特徴点を追加して三角形メッシュを再構成する

ンの 3 次元形状を復元するときに, どのような方法によっ

方法を提案している. これは対象となる物体形状が密に

て復元するのかといった問題の他に, 復元した形状をど

復元されていることが前提となっているため, 未校正カ

のように表現するかが問題となる. カメラ位置や内部パ

メラからの 3 次元復元によって得られた形状に適用する

ラメータが校正済みならシーン中のすべての点の 3 次元

のは困難である.

復元ができるので, 隣接する点を単純に連結するだけで

そこで我々は, 予め全周復元された特徴点を対象とし

シーンを滑らかな連続面として表現できる. またカメラ

て, それらが部分的に写った複数の画像から定義した三

が複数ある場合には空間切断法 [4] によってシーンをボ

角形メッシュを統合してシーンの全周形状を表現するこ

クセル表現することができる.

とを考え, 部分形状の重なり部分で生じる三角形メッシュ

一方, 未校正カメラからの 3 次元復元では, ビデオ画像

形状の不整合を解決する方法を提案する. 重なり部分の

を用いる因子分解法 [10] やエピ極線幾何学に基づく 3 次

三角形メッシュの不整合を解決する素朴な方法は, 不整

元復元 [11] でも, 画像から特徴点を抽出し, その追跡や対

合が生じる三角形パッチを構成する特徴点のみを抽出し

応づけによってそれらの 3 次元位置を計算する. そして

て, それらに新たに三角形メッシュを定義する方法であ

復元結果は, 特徴点を頂点とする三角形メッシュを定義

る. それに対して我々の提案手法は, 不整合が生じてい

し, それにテクスチャマッピングを行うことで多面体と

る三角形パッチとそれに隣り合う三角形パッチの辺を入

して表現される. 三角形メッシュの定義にはドロネーの

れ換えて三角形パッチを再構成することで重なり部分の

三角形分割を用いることが多い. 3 次元のドロネーの三

不整合を解決する. 重なり部分の三角形メッシュを形成

角形分割では基本的にできあがる多面体が凸包となり凹

する特徴点に対して単純に三角形メッシュを再構成して

形状を表現するのが困難である. また, 画像上の特徴点

しまうと物体の物理的な辺に矛盾する三角形メッシュが

を頂点とする 2 次元のドロネーの三角形分割では, 1 枚

得られる可能性があり, 生成された多面体モデルを表示

の画像に全周復元したシーンの一部分しか写らないため,

したときに正しい形状が表現できない [5]. これに対して

全周を多面体表現するためには異なる視点から撮影した

提案手法では, 重なり合う三角形メッシュのうち, 一方の

複数の画像から定義した三角形メッシュを統合する必要

三角形パッチの形状のみを再構成するため, 片方の三角

がある.

形メッシュの輪郭線が 3 次元復元した物体の物理的な辺

山田ら [12] は 2 画像からの 3 次元復元によって得た全

に沿っているとき, このような三角形メッシュの形状を

周物体の部分形状を組み合わせることで全周形状を表現

保持することができる利点がある. また, 三角形パッチ

しているが, 部分形状ごとに定義した三角形メッシュをそ

の再構成は隣り合った三角形パッチとの辺の入れ換えと
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図 1 重ね合わせた三角形メッシュの統合. (a) 重なり部分に形状の不整合が生じた三
角形パッチ. (b)-(e) 辺の入れ換えによって三角形パッチを再構成した結果.

いう簡単な処理で行えるうえ, 提案手法の適用対象とな

定義した一方の三角形メッシュを基準メッシュと呼び, も

る三角形パッチの数は重なり合っている三角形パッチの

う一方の三角形メッシュを修正メッシュと呼ぶことにし

中でも少数であることが多いので, 提案手法は処理時間

て, 基準メッシュを修正メッシュを定義した画像平面上

の面でも非常に効率的である.

で重ねる. すると, 図 1(a) のように重なり合う部分で三

第 2 章では提案手法を適用するための前提条件につい

角形パッチの形状が一致しないことがある. 本研究では,

て, 第 3 章で提案手法の原理について述べる. 第 4 章では

修正メッシュに含まれる三角形パッチを再構成すること

三角形メッシュの分類について, 第 5 章では三角形メッ

で重なり部分の形状の不整合を解決する. なお, 本稿では

シュの再構成について述べる. 第 6 章, 第 7 章では提案手

画像ごとに定義した三角形の集合を三角形メッシュ, 三

法の収束と計算コストについて述べる. そして, 第 8 章で

角形メッシュを構成する各々の三角形を三角形パッチと

実画像を用いた実験結果を示し, 第 9 章でまとめを行う.

呼ぶことにする. このとき, 基準メッシュの輪郭線をまた

2. シーンの全周 3 次元復元と三角形メッシュ
の定義
三角形メッシュの統合に関する研究では, Turk ら [6] に

ぐ修正メッシュ内の三角形パッチについて, それと隣り
合う三角形パッチの辺を入れ換えて, 形状を再構成する
ことを繰り返す（図 1(b)-(e)）と最終的に基準メッシュ
の輪郭線を辺とする三角形パッチが得られる.

代表されるように単に重なった三角形メッシュの形状の

このように形状が一致しない三角形パッチが問題とな

不整合を解決するだけでなく, 三角形メッシュの頂点の

るのは, 基準メッシュの輪郭線をまたぐ三角形パッチで

位置ずれを補正することを目的としたものが多い. これ

あり, 三つの特徴点が基準メッシュと修正メッシュに共

に対して我々は, シーンの全周 3 次元形状は予め統一さ

通である三角形パッチ, つまりその三角形パッチがもう

れた座標系で記述されており, 重なり部分の三角形メッ

一方の三角形パッチに完全に重なる場合には一方の三角

シュの頂点位置は完全に一致していることを前提として,

形メッシュを採用すればよい.

三角形メッシュの形状の不整合のみを解決する手法を提
案する.

更に, 三角形メッシュの不整合を解消するために必要な
三角形パッチの再構成回数は輪郭線をまたぐ三角形パッ

具体的には, 物体全周を撮影したビデオ画像から特徴

チの数を M とすると, 最小で M − 1 回となり, 効率的に

点を追跡し, 未観測データを含む因子分解法などによっ

三角形パッチの再構成が実現できる. 提案手法のアルゴ

て復元することによって, 特徴点の 3 次元座標とそれら

リズムを以下に示す.

の各ビデオ画像上での特徴点位置が既知であるとする.
物体の 3 次元座標とそれを観測するカメラの位置姿勢が

入力: 基準メッシュ, 修正メッシュ

与えられれば, すべての特徴点の画像上での位置が計算

出力: 統合した三角形メッシュ

できる. このとき, あるカメラからは物体の背面に隠れ
て本来は観測できない特徴点の位置も計算可能であるが,
本研究では, 各画像上で観測可能な特徴点とそうでない
特徴点は予め区別できているものとする. そして, ビデ
オ画像から抜き出した視点の異なる複数枚の画像から,
その画像上に写っている特徴点に対して, 独立に三角形

（ 1 ） 基準メッシュと修正メッシュに共通な特徴点を
検出する.
（ 2 ） 共通の特徴点から成る基準メッシュの輪郭線を
検出する.
（ 3 ） 修正メッシュ内の三角形パッチを共通の特徴点
を含む個数によって Cα , α = 0, 1, 2, 3 に分類する.

メッシュを定義して, これらを統合する.

（ 4 ） 輪郭線を形成する辺ごとに, その辺をまたぐ三

3. 提案手法の原理

角形パッチを検出し, 以下の処理を行う.

二つの三角形メッシュを重ねて統合する場合, まず異

（ a ） 輪郭線の一方の端点 ps を含む三角形パッチと

なる視点から撮影した 2 枚の画像から見える特徴点に対

それに隣接する三角形パッチについて, 辺の入れ換えに

して, それぞれ独立に三角形メッシュを定義する. 次に,

よる三角形パッチの再構成が可能か調べる.
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（ b ） 再構成が可能であれば, 辺の入れ換えを行い三
角形パッチを再構成する. そうでなければ, ステップ (d)
を行う.

(a)

（ c ） 二つの三角形パッチがそれぞれ輪郭線の端点 ps ,

pe を含む場合は終了する. そうでなければ, ステップ (a)
に戻る.
（ d ） 輪郭線のもう一方の端点 pe を含む三角形パッ
チとそれに隣接する三角形パッチについて, 辺の入れ換
えによる三角形パッチの再構成が可能か調べる.
（ e ） 再構成が可能であれば, 辺の入れ換えを行い三
角形パッチを再構成する. そうでなければ, ステップ (g)
を行う.
（ f ） 二つの三角形パッチがそれぞれ輪郭線の端点 ps ,
pe を含む場合は終了する. そうでなければ, ステップ (a)
に戻る.
（ g ） 輪郭線の端点を含まない三角形パッチどうしで,
辺の入れ換えによる三角形パッチの再構成が可能なもの
を一つ検出して三角形パッチの再構成を行い, ステップ
(a) に戻る.

(b)

(c)

図 2 三角形パッチの分類. (a) 共通の特徴点を 1 点持つ三角
形パッチ. (b) 共通の特徴点を 2 点持つ三角形パッチ.
(c) 共通の特徴点を 3 点持つ三角形パッチ.

シュを基準メッシュを定義した画像平面上で重ねて, そ

以下の章では提案手法の詳細を説明する.

の画像平面上で不整合を解決することも考えられる. し

4. 三角形メッシュの分類

かし, 修正メッシュに含まれる三角形パッチが基準メッ

修正メッシュ内の三角形パッチを基準メッシュと共通の

シュを定義した画像からは見えない特徴点を含んでいる

特徴点をいくつ含むかによって, 次の 4 種類に分類する.

と, その三角形パッチは本来見えている面の裏側の面が

（ 1 ） 共通の特徴点を含まない三角形パッチ C0

画像平面上に描画されることになり, 提案手法が適用で

これは修正メッシュにのみ存在する三角形パッチであ
るから, そのまま統合しても形状の不整合を生じない.
（ 2 ） 共通の特徴点を 1 点含む三角形パッチ C1

きない.

5. 2 基準メッシュの輪郭線の検出

この三角形パッチには図 2(a) に示す 2 種類が存在す

提案手法の始めのステップとして, 修正メッシュと重な

る. 一つは共通の特徴点が基準メッシュの輪郭線上にあ

る基準メッシュの輪郭線を検出する. 基準メッシュの輪

る場合, もう一つは基準メッシュの輪郭線をまたぐ場合

郭線は, 基準メッシュと修正メッシュに共通な特徴点を持

である. 前者はそのまま統合しても不整合は生じない.

つ三角形パッチの辺でかつ, その辺を含む三角形パッチ

（ 3 ） 共通の特徴点を 2 点含む三角形パッチ C2

が一つしか存在しないものとして検出することができる.

この三角形メッシュには図 2(b) に示す 2 種類が存在す
る. 一つは共通の特徴点が輪郭線を共有する場合, もう
一つは修正メッシュの三角形パッチが基準メッシュの輪

5. 3 輪郭線をまたぐ三角形パッチ検出
三角形パッチの再構成は基準メッシュの輪郭線を形成
する辺ごとに, それをまたぐ修正メッシュ内の三角形パッ

郭線をまたぐ場合である.

チを検出して, その三角形パッチ間で行う. 輪郭線をま

（ 4 ） 共通の特徴点を 3 点含む三角形パッチ C3
この三角形パッチには図 2(c) に示す 2 種類が存在す

たぐ三角形パッチの検出は次の手順で行う.

る. これらはどちらもそのまま削除することで穴が空く
（ 1 ） 輪郭線を形成する特徴点の一方を始点 ps , もう

ことなく統合できる.

一方を終点 pe とする.

5. 三角形パッチの再構成

（ 2 ） 始点 ps を含み, 輪郭線をまたぐ C2 の三角形パッ
チと, それに隣接し, かつ輪郭線をまたぐ三角形パッチ T

5. 1 三角形メッシュの重ね合わせ
統合する二つの三角形メッシュのうち一方の三角形
メッシュを基準メッシュ, もう一方を修正メッシュと呼
ぶ. 提案手法では, 修正メッシュを定義した画像平面上
に基準メッシュを重ね合わせて, この画像平面上で二つ
の三角形メッシュの不整合を解決する. 反対に修正メッ

を検出する. また二つの三角形パッチに隣接する辺を l
とする.
（ 3 ） 三角形パッチ T の辺のうち, 辺 l を除いた残り
の二つの辺で三角形パッチ T と隣接し, かつ輪郭線をま
たぐ三角形パッチを検出する.
（ 4 ） 新たに検出した三角形パッチを T , 前に検出さ
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(a) C1 どうしの辺の入れ換え
(a)

(b)

図 3 再構成によって修正できない三角形パッチの削除. (a)
提案手法の適用前の修正メッシュ. (b) 提案手法適用後
の修正メッシュ.

(b) C2 どうしの辺の入れ換え

れた三角形パッチと隣接する辺を l と更新する. そして,
検出した三角形パッチが輪郭線の端点 pe を含むなら終
了する. そうでなければ, ステップ (3) に戻る.

5. 4 辺の入れ換えによる再構成

(c) C1 と C2 の辺の入れ換え

三角形パッチの再構成は, 隣接する三角形パッチの共
通の辺をその対辺と入れ換えることで行う. このとき, 二

図 4 三角形メッシュの分類ごとの辺の入れ換え. ◦ は共通の
特徴点, 2 は修正メッシュの特徴点.

つの三角形で作られる四辺形が凸でない場合, 対辺を入
れ換えて再構成される一方の三角形がもう一方の三角形

うになる.

を包含してしまう. そのため対辺の入れ換えは, 四辺形

(C1 , C1 ) での辺の入れ換え
C1 どうしで辺の入れ換えを行うと, 図 4(a) のように C0
と C1 に属する三角形パッチに再構成される. すると, C0
は辺の入れ換えの対象ではないため, この辺の入れ換え
によって辺の入れ換え対象となる三角形パッチを減らす
ことができる. この三角形パッチの再構成を C1 C1 → C1
と記述することにする.
(C2 , C2 ) での辺の入れ換え
C2 どうしで辺の入れ換えを行うと, 図 4(b) のように
C2 と C3 に属する三角形パッチに再構成される. すると,
C3 は辺の入れ換えの対象ではないため, この辺の入れ換
えによって辺の入れ換え対象となる三角形パッチを減ら
すことができる. 更に, 辺の入れ換えを行う二つの C2 に
属する三角形パッチが基準メッシュの輪郭線を構成する
点をそれぞれ含む場合, 辺の入れ換えを行った後の C2 に
属する三角形パッチは基準メッシュの輪郭線を含むよう
になる. この三角形パッチの再構成を C2 C2 → C2 と記述
することにする.
(C1 , C2 ) での辺の入れ換え
C1 と C2 で辺の入れ換えを行うと, 図 4(c) のように三
角形パッチの構成は変化するが三角形メッシュの分類は
変化しない. しかし, この再構成によって C1 と C2 に隣接
する三角形パッチが変わるため, 新たに (C1 , C1 ), (C2 , C2 )
どうしで辺の入れ換えが行えるようになる可能性があ
る. この三角形パッチの再構成を C1 C2 → C2 C1 （同様に
C2 C1 → C1 C2 ）と記述することにする. また, C2 に属す
る三角形パッチが輪郭線の端点を含む三角形パッチであ
る場合, 辺の入れ換えによって再構成された C1 に属する
三角形パッチは輪郭線の端点を共通の特徴点とする三角
形パッチとなり, 辺の入れ換え対象となる三角形パッチ
から除外できる.

が凸の場合にのみ行う. 二つの隣り合う三角形 4ABP ,

4AQB （辺 AB が共通の辺）があり, それぞれの点の
座標を A(ax , ay ), B(bx , by ), P (px , py ), Q(qx , qy ) とする.
このとき, 辺 P Q が二つの三角形の内部にある, つまり,
四辺形 AP BQ が凸である条件は次のように書ける.
px − ax
py − ay

qx − ax
qy − ay

·

px − bx
py − by

qx − bx
qy − by

< 0 (1)

5. 5 再構成によって修正できない三角形パッチの
削除
上記の手順によって三角形パッチを再構成しても, 形状
の不整合を解決できないものが存在する. それは図 3(a)
に示すような輪郭線の端点の外側に位置する三角形パッ
チである.
図 3(a) に示す修正メッシュに提案手法を適用すると,
図 3(b) のようになる. ここで, 図 3(b) の網掛けで示した
三角形パッチで不整合が生じている. この三角形パッチ
は, 辺の入れ換えによる再構成によって修正できないた
め, 図 3(c) のように削除をすることで不整合を解決する.

6. 提案手法の収束と三角形パッチの再構成
順序
提案手法は基準メッシュの輪郭線を形成する各辺ごと
に独立して適用するため, 一本の輪郭線をまたぐ三角形
パッチ群を再構成する問題を考える.
まず, 基準メッシュと修正メッシュに共通の特徴点数
によって分類した三角形パッチの中で, 辺の入れ換え対
象となるのは (C1 , C1 ), (C1 , C2 ), (C2 , C2 ) の組み合わせで
ある. それぞれの組み合わせで辺を入れ換えると次のよ
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(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

図 5 三角形パッチの再構成順序

したがって 提案手法の適用対象となる三角形パッチを

徴点数である. 提案手法では, 三角形パッチの再構成に

隣接する三角形パッチの順に並べると C2 · · · C2 となり,

よって輪郭線をまたぐ三角形パッチが減る組み合わせを

輪郭線の端点を含む三角形パッチは必ず C2 に属する. そ

毎回選択することが可能であれば M − 1 回（注 1）の三角形

して, その間にはさまれる三角形パッチは上記の三通り

パッチの再構成により輪郭線を辺に持つ三角形パッチが

の辺の入れ換えのいずれかによって, 再構成の対象とな

得られるため, 計算コストは O(N ) である. それに対し

る三角形パッチから除外されていき, 最終的には輪郭線

てドロネーの三角形分割の計算コストは, 単純な実装で

の端点を含む C2 の三角形パッチどうしの辺の再構成に

O(N 2 ), 処理を効率化したアルゴリズムを用いることで
O(N log N ) であることが知られているから, 提案手法の
方が効率的であることがわかる.

より輪郭線を辺に持つ三角形パッチを得る.
次に, 修正対象となる三角形パッチの再構成順序につ
いて考える. 上述の通り, 輪郭線の端点を含む三角形パッ
チとそれに隣接する三角形パッチを対象とした三角形
パッチの再構成を行うと, 必ず輪郭線をまたぐ三角形パッ
チを一つ減らすことができる. 従ってこのような三角形
パッチの再構成を優先的に行うことで, より少ない三角
形パッチの再構成により二つの三角形メッシュの不整合

8. 実

験

提案手法の有効性を確認するために, 平面物体と全周
復元した 3 次元物体を用いた実験を行った.

8. 1 平面物体に対する三角形メッシュの統合

を解決できる. そこで提案手法では, 輪郭線の端点を含

図 6(a) は平面シーンを撮影して, ハリスオペレータに

む三角形パッチが再構成できるかどうかを調べ, どちら

よって特徴点を抽出した画像（画像サイズは 800 × 600

かが再構成可能である場合には再構成を行う. どちらの

画素）である. この実験では共通の領域を持った二枚の

端点を含む三角形パッチとも再構成できない場合には端

画像を撮影して共通領域に含まれる特徴点を手動で取得

点を含まない三角形パッチの再構成を行う.

する代わりに, 擬似的に画像を左 2/3 の領域と右 2/3 の

例えば, 図 5(a) の輪郭線をまたぐ三角形パッチを上か

領域に分け, それぞれの領域に含まれる特徴点に対して

ら検出すると, C2 C2 C2 C1 C2 と表せる. まず, 輪郭線の上

独立にドロネーの三角形分割によって三角形メッシュを

の端点を含む三角形パッチについて再構成を行う（図

定義した（図 6(b), (c)）. 図 6(d) は図 6(b) と図 6(c) の

5(b)）. これは C2 どうしで辺の入れ換えであるから, 再
構成によってできた C3 の三角形パッチが処理の対象外
となり, 残りの三角形パッチは C2 C2 C1 C2 となる. 次に輪
郭線の上の端点を含む三角形パッチについて調べると,
辺の入れ換えによる再構成ができないため, もう一方の
端点を含む三角形パッチの再構成を行う（図 5(c)）. そ
の結果再構成された C1 の三角形パッチは輪郭線をまた
いでいないので処理の対象外となり, C2 C2 C2 が残る（図
5(d)）. 同様にして, 輪郭線の下の端点を含む三角形パッ
チを再構成して, C2 C2 が残り, 最後に輪郭線の端点を含
む三角形パッチどうしの再構成により輪郭線を共有する
C2 の三角形パッチが再構成される（図 5(e)）.

三角形メッシュを重ねて描画したものであり, 二つの三角
形メッシュの輪郭周辺で形状の不整合が生じていること
がわかる. また太線で強調した線分は検出した基準メッ
シュの輪郭線であり, 輪郭線の各線分をまたぐ修正メッ
シュ内の三角形パッチを検出して提案手法を適用する.
図 6(b) を基準メッシュ, 図 6(c) を修正メッシュとし
て提案手法を用いて二つのメッシュを統合した結果を図

6(e) に示す. 修正メッシュの形状が基準メッシュの輪郭
線に沿うように修正され, 不整合なく統合できたことが
確認できる.

8. 2 計算コストの比較
図 6 の平面物体の画像例について, 提案手法とドロネー

7. 計算コスト
輪郭線の端点を含めて輪郭線をまたぐ三角形パッチを
構成する特徴点数を N とすると, M (= 2N − 2 − k) 個
の三角形パッチが定義できることが知られている. ここ
で, k は N 個の特徴点を含む凸包の輪郭線上にある特

（注 1）：M 個の三角形パッチのうち提案手法の適用対象となる三角形
パッチの数は M 以下であり, それを M̂ とすると M̂ − 1 回の繰り返
しで終了する.
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表1

実行時間の比較
実行時間 [msec]

提案手法
ドロネーの三角形分割
ドロネーの三角形分割

0.032
0.138
0.390

特徴点数

19
19
78

ドロネーの三角形分割は, 基準メッシュと修正メッシュ
に共通な特徴点すべてを用いる場合と, 提案手法の適用
対象となる三角形パッチに含まれる特徴点のみを用いる

(a) 撮影画像と抽出した特徴点

場合の二通り行った. 表 1 にそれぞれの手法の実行時間
を示す. この結果, 重なり部分に共通な特徴点すべてに
ドロネーの三角形分割を適用した場合はもちろん, 対象
となる特徴点数が同じ場合でも提案手法の方が高速であ
ることがわかる.

8. 3 全周 3 次元物体に対する三角形メッシュの統合
図 7(a) は 3 次元物体の全周を 13 の視点から撮影した
画像（画像サイズは 720 × 480 画素）の中から 3 フレー

(b) 基準メッシュ

ムを抜き出したものである. 画像上の特徴点は手動で取
得および追跡し, 視点の変化によって見えなくなった特
徴点位置は坪内ら [8] の手法を用いて推定した. このよ
うにして得た全周の特徴点軌跡から因子分解法によって
物体の 3 次元復元を行った. また, 画像中の特徴点に対
してドロネーの三角形分割によって定義した三角形メッ
シュも同時に描画している.
これらの入力について, まず第 1 フレームと第 5 フレー
ムの三角形メッシュを統合し, 次にその統合結果と 9 フ

(c) 修正メッシュ

レームの三角形メッシュを統合することで, 全周の三角形
メッシュを作成. 図 8 は第 1 フレームと第 5 フレームの
三角形メッシュの統合を示したものである. 第 1 フレー
ムの三角形メッシュを基準メッシュ（図 8(a)）, 第 5 フ
レームの三角形メッシュを修正メッシュ（図 8(b)）とし
て統合を行った. 図 8(a) は図 7(a) に示した第 1 フレー
ム上で定義した三角形メッシュを第 5 フレームの視点に
合わせて描画したものである. 図 8(c) はこれらの二つの
三角形メッシュを単純に重ね合わせたものである. ただ

(d) 基準メッシュと修正メッシュを重ねて描画

し, すべての三角形パッチを描画すると煩雑であるため,
基準メッシュ内の三角形パッチは, 両方の画像中で共通
に写っている特徴点のみから成るもののみ描画している.
また, 太線で強調している線分は, 検出した基準メッシュ
の輪郭線である. 修正メッシュ内の三角形パッチの一部
がこの輪郭線をまたいでおり, 重なり部分で形状の不整
合が生じていることがわかる（図 8(c) の網掛けした三角
形パッチ）. これに対して, 提案手法を用いて統合を行っ
たものが図 8(d) である. 重なり部分の不整合が解消され

(e) 提案手法により統合した三角形メッシュ
図 6 平面物体に対する三角形メッシュの統合結果

ていることがわかる.
次に, この統合結果と第 9 フレームの三角形メッシュ

の三角形分割（注 2）による方法の実行時間の比較を行った.
（注 2）
：ドロネーの三角形分割には OpenCV で実装されている関数を

を統合したものが図 9 である. 図 9(a) は先に統合した第

用いた.
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(a) 第 1 フレーム
図7

(a)

(b) 第 5 フレーム

(c) 第 9 フレーム

全周撮影した 3 次元物体（一部を抜粋）とドロネーの三角形分割によって定義
した三角形メッシュ

(b)

(c)

(d)

図 8 第 1 フレームと第 5 フレームの三角形メッシュの統合結果. (a) 第 5 フレームの
視点に合わせて描画した第 1 フレームの三角形メッシュ（基準メッシュ）, (b)
第 5 フレームの三角形メッシュ（修正メッシュ）, (c) 基準メッシュと修正メッ
シュの単純な重ね合わせ. 網掛けした三角形パッチが不整合の原因となる, (d)
統合結果.

(a)

(b)
図9

(c)

(d)

部分統合した三角形メッシュと第 9 フレームの三角形メッシュの統合結果. (a)
第 9 フレームの視点に合わせて描画した部分統合された三角形メッシュ（基準
メッシュ）, (b) 第 9 フレームの三角形メッシュ（修正メッシュ）, (c) 基準メッ
シュと修正メッシュの単純な重ね合わせ. 網掛けした三角形パッチが不整合の
原因となる, (d) 統合結果.

1 フレームと第 5 フレームで定義した三角形メッシュを
第 9 フレームの視点に合わせて描画したものである. こ
れを新たな基準メッシュとして第 9 フレームで定義した
三角形メッシュを提案手法で再構成して統合した. 三つ
のフレームで定義した三角形メッシュを統合した結果が
図 9(d) である. これにより, 重なり部分の形状の不整合
が生じることなく全周の三角形メッシュを得ることがで
きた. 図 10 は提案手法によって作成した全周三角形メッ
シュにテクスチャを張り付けた結果である.

たぐ三角形パッチの辺をその対辺と入れかえて, 三角形
パッチを再構成する方法を提案した. 重なり部分の三角
形メッシュの不整合を解決する方法は単純な三角形メッ
シュの再定義でも可能であるが, 提案手法は重なり合う
三角形メッシュのうち, 一方の三角形パッチの形状のみ
を再構成するため, 片方の三角形メッシュの輪郭線が 3
次元復元した物体の物理的な辺に沿っているとき, この
ような三角形メッシュの形状を保持することができる利
点がある. また, 提案手法の適用対象となる三角形パッ
チの数は重なり合っている三角形パッチの中でも少数で

9. ま と め

あり, さらに辺の入れ換えによる単純な三角形パッチの

本論文では, 3 次元復元した物体形状を全周多面体表現

再構成を行うことで非常に効率的である. 平面物体や全

するための方法を提案した. 複数の画像から独立に定義

周復元した 3 次元物体に対して提案手法を適用して, 提

した共通部分を持つ三角形メッシュを統合する際に生じ

案手法によって不整合のない三角形メッシュの統合が実

る重なり合う共通部分で三角形メッシュの不整合を解決

現できることを示した. また, 提案手法の実行時間がド

する方法として, 共通部分のどちらか一方の輪郭線をま

ロネー三角形分割などによる三角形メッシュの再定義に
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図 10 提案手法により統合した全周 3 次元モデル

比べて高速であることを示した.
今後は, 3 次元復元した特徴点がどの画像から観測可
能でどの画像から観測不可能であるかを自動的に推定す
ることや, 再構成される三角形パッチの形状を考慮した
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辺の入れ換えを検討していく.
文
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