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多視点ステレオに基づく
最適テクスチャ選択による 3D シーン抽出
西谷昴†

越後富夫†

本研究は，移動カメラからマルチビューステレオによって再構成した 3 次元面に，適切なテクスチャマッピングを施
すことで，高質な 3 次元形状を復元することを目的とする．生成面は複数のカメラから観測されるため, マッピング
に用いるテクスチャを選択する必要がある. 視点と異なる角度の画像を選択すると,ステレオの誤差による面の隣接
部が目立ち，撮影画像のような滑らかさが得られない．そこで,視点と最も近い角度の画像を最適テクスチャとして採
用することで, 視点から見たテクスチャに近い 3 次元画像を生成する．

Representing a 3D Scene from Selected Optimum Textures
by using a Multi-view Stereo
SUBARU NISITANI†

TOMIO ECHIGO†

This paper discusses how to represent a high quality 3D shape from selected optimum textures by using Multi-view Stereo.
Sparse 3D points on edges can be determined, which can be constructed 3D surfaces by using delaunay triangulation method.
Multiple cameras can capture several images on different view angles, so that a represented image should be selected from them
as optimal image patches for mapping textures on reconstructed surfaces. The proposed method represents a 3D image from
collecting optimal image patches whose angle are closest from interactive viewpoints

1. はじめに

一般的に, ステレオ法は撮影画像から特徴点を用いて 3
次元形状を推定するため, 復元される 3 次元形状が疎にな

3 次元形状の復元は, 物体の形状や構造を復元する技術

る. そこで, 得られた複数の特徴点を連結し, 面を生成す

である. この技術の応用先として, 複合現実感や文化遺産

ることで, 特徴点と特徴点の間を埋めることが出来るが,

のデジタル化などが挙げられる. ３次元形状を復元する技

特徴点間を繋ぐ３次元物体の真の面である保証はない. 更

術は多く提案され, これらの手法は能動的な手法と受動的

に, 生成面に貼るテクスチャが最適となる画像を選択する

な手法の２つに分類することができる. 能動的な手法は,

必要がある. そこで本研究では, MVS によって得られた３

投光機から測定対象に光を照射し, 受光器で光の反射から

次元特徴点からドロネー三角形を生成し, 多視点画像から

３次元形状を測定するが, 投光機と受光器が必要なため,

の視線交差の判定により不適切な面を削除する. また, 指

装置が大きくなってしまう問題がある. 受動的な手法は,

定する復元位置に最適となる画像をテクスチャとして選択

カメラを用いて測定対象を撮影し, 撮影された動画像の変

することで, 画質劣化のない３次元形状を復元する.

化から３次元形状を推定する. この手法は, 必要装置がカ

本稿は以下の構成で記述する. 2. で精密なカメラの外部

メラ１台で良いため, カメラを小型の移動物体に搭載して

パラメータの推定のための内部パラメータの推定について

簡便に３次元情報を取得できる.

述べ, 3. で撮影画像から３D シーンの抽出に述べる. 4. で

受動的な手法である Structure from Motion (SFM)は移動

得られた３D 特徴点から面の生成に述べ, 5. で得られた面

カメラの撮影画像から３次元形状とカメラパラメータを得

に対してのテクスチャマッピングについて述べる, 6. で本

ることが出来る[1]. SFM と Multi-view Stereo (MVS)を組み

研究の実験結果について述べ, 7. で本研究で得られた結果

合わせることで, 密な３次元情報の獲得が可能となる. ま

の考察と今後の課題について述べる.

ず, SFM によってカメラパラメータを推定するが, 予め内
部パラメータをカメラキャリブレーションによって求める

2. カメラ内部パラメータの推定

ことでより精密に外部パラメータを推定することが出来る

撮影に同じカメラを用いる場合カメラの内部パラメー

ことが知られている[2]. 本研究もこれに習い, 内部パラメ

タは常に固定であるため, 先にカメラの内部パラメータと

ータを推定し, 推定結果を SFM に用いる. そして, 撮影画

歪み補正を行い, 得られた内部パラメータを用いて SFM を

像と推定されたカメラパラメータを用いて MVS を行うこ

行うことで, より高精度な 3 次元形状と外部パラメータの

とで物体のエッジに強い 3 次元形状を復元することが出来

推定が出来る.

る.

撮影画像の歪み補正とキャリブレーションには様々な
手法が考えられるが, 本研究では, Zhang の手法[3]と佐川
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の手法[4]を組み合わせた手法を用いる.
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2.1 Zhang の手法と佐川の手法
Zhang の手法では, 2 次元平面上では位置が既知な特徴点
をもった平面パターンを撮影することで内部パラメータを

3. 3D シーンの抽出

推定する. しかし, この手法は同じカメラ, 同じ撮影対象

本研究では, SFM を実現するために VisualSFM[5]を使用

を撮影し, キャリブレーションによって得られる内部パラ

し, MVS を実現するために Clustering Views for Multi-view

メータのピクセル誤差が 1 ピクセル以下であるにも関わら

Stereo[6]と Patch-based Multi-view Stereo[7]を使用した.

ず, キャリブレーションを行うたびに得られる内部パラメ

3.1 Structure from Motion

ータが変動する問題がある.

VisualSFM は入力画像に対して, SIFT[8]を用いて特徴点

佐川の手法では, 2 つの平行光をどのような位置姿勢で

を抽出し, マッチングを行う. そして, Bundle Adjustment[9]

観測しても, その光線間の相対角は不変であることから内

を用いて 3 次元形状と外部パラメータを推定する. 本研究

部パラメータの推定を行う. この手法により, 外部パラメ

では, 画像のフレーム間のみに対してマッチングを行うと,

ータの影響を受けずに安定した内部パラメータを得ること

追跡が途切れることにより, 3 次元形状を上手く復元され

が出来る.

ない事があったため, 全ての画像に対して総当りでマッチ

2.2 提案手法

ングを行った.

佐川の手法では, 歪みのない画像を使用する必要があり,

3.1.1 Bundle Adjustment

入力画像に歪み補正を行う必要がある. そのため, Zhang の

Bundle Adjustment は, 画像から幾何学的なモデルのパラ

手法によって歪み補正を行い, 佐川の手法を用いて安定し

メータを推定する手法である. 3 次元空有間に適当に配置

た内部パラメータのキャリブレーションを行う.
しかし, 歪み補正で使用した内部パラメータは Zhang の
手法で得られたパラメータであるため, 歪み補正に影響を

されたm台のカメラがあり, 空間に散らばったn個の点をm
枚の画像に撮影する
カメラをi, . . . , m, 特徴点をj, . . . , n, カメラ行列を

与えていると考えられる. よって, 佐川の手法で求めた内

𝑃𝑖 ≡ 𝑘𝑖 [𝑅𝑖 |𝑡𝑖 ]

部パラメータで歪み補正を行い, その歪み補正をキャリブ

と表すことが出来る. 𝐾𝑖 はカメラの内部行列, 𝑅𝑖 , 𝑡𝑖 は回転

レーションに使用し, これを繰り返すことで最良のパラメ

行列と並進ベクトルである. カメラ画像上での座標

ータを求める.

zij = [𝑢𝑖𝑗 , 𝑣𝑖𝑗 ] と 3 次元座標qj = [𝑋𝑗 , 𝑌𝑗 , 𝑍𝑗 ] の関係は

(3.1)

T

繰り返し回数は, 歪み補正後のチェッカーパターン画像

𝑧𝑖𝑗
1

に対して Hough 変換を行い, チェッカーパターンの中心で

𝑞_𝑗
]
1

[ ] ∝ 𝑃𝑖 [

交わる線分の角度を用いて求め, 角度が繰り返し前より劣
化する時点で繰り返しを終了する.

𝑇

(3.2)

によって表される. 式(3.2)のカメラ行列𝑝𝑖 のうち,𝐾𝑖 は既知
であるか, 未知の場合は自己校正で求めることが出来る.
よって, 未知のパラメータは 3 次元座標𝑞と外部行列𝑅, 𝑡で
ある. 未知のパラメータの外部行列𝑅, 𝑡を並べてベクトル
𝑝𝑖 を 作 り , 未 知 の パ ラ メ ー タ を 𝑝1 , . . . , 𝑝𝑚 , 3D 特 徴 点 を
𝑞1 , . . . , 𝑞𝑛 とする.
この時, 未知のパラメータ(𝑝1 , . . . , 𝑝𝑚 , 𝑞1 , . . . , 𝑞𝑛 )が全て正
しければ, 各特徴点に式(3.2)を用いて各画像上に正しく投
影される. このことから, 以下のコスト関数を最小化する
ことで未知のパラメータを推定する.
𝐸(𝑝𝑖 , … , 𝑝𝑚 , 𝑞1 , … , 𝑞𝑛 )
2
1
= ∑ (𝑢𝑖𝑗 − 𝑢(𝑝𝑖 , 𝑞𝑗 ))
2
𝑖,𝑗

+ (𝑣𝑖𝑗 − 𝑣(𝑝𝑖 , 𝑞𝑖 ))

(3.3)

2

𝑢(𝑝𝑖 , 𝑞𝑗 ), 𝑣(𝑝𝑖 , 𝑞𝑗 )はパラメータを指定した時の特徴点の画
像座標であり,
𝑢(𝑝𝑖 , 𝑞𝑗 ) =
図 2.1 キャリブレーション手法

(𝑃𝑖 )1 [𝑞𝑗𝑇 1]

𝑇

(𝑃𝑖 )3 [𝑞𝑗𝑇 1]

𝑇

(3.4)

Figure 2.1 Calibration method
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(𝑃𝑖 )2 [𝑞𝑗𝑇 1]

𝑇

𝑇
(𝑃𝑖 )3 [𝑞𝑗𝑇 1]

3.2 Multi-view Stereo
MVS は, 撮影画像とカメラパラメータから撮影対象の 3

2

𝑀−1
𝑁−1 𝑀−1
2
√∑𝑁−1
𝑗=0 ∑𝑖=0 𝐼(𝑖, 𝑗) × ∑𝑗=0 ∑𝑖=0 𝑇(𝑖, 𝑗)

によって計算される. ここで(𝑃𝑖 )𝑘 は𝑃𝑖 の𝑘行ベクトルを表
す.

𝑀−1
∑𝑁−1
𝑗=0 ∑𝑖=0 𝐼(𝑖, 𝑗) 𝑇(𝑖, 𝑗)

𝑁=

(3.5)

を用いて類似度を算出し, 類似度が閾値以上のものをペア
とする.

次元形状を推定する手法である.
本研究で使用した, Patch-based Multi-view Stereo(PMVS)
は特徴領域拡張に基づいた手法である. まず, 特徴点を抽
出し, 特徴点を中心とした探索窓を作る. 次に, 類似度を
用いて探索窓同士のマッチングを行い, マッチングされた
探索窓を小領域のパッチとして 3 次元に復元する. 更に,
復元結果を周囲の特徴点に伝搬させることで密な 3 次元メ

図 3.2 PMVS の特徴点マッチング

ッシュモデルを生成する.

Figure 3.2 Feature point matching of PMVS

3.2.1 パッチモデル
PMVS では, 図 3.1 のパッチモデルを用いて 3 次元形状
を表現している. 左のモデルは 3 次元形状を構成する極小
の面積を持った四角形(以降パッチと書く)で, 𝑐(𝑝)はパッ
チの中心, 𝑛(𝑝)はパッチの法線である.
右のモデルは復元されるパッチとカメラの関係を表し
たモデルである. 𝑆(𝑝)はパッチ𝑝を観測出来るカメラで,

3.2.3 パッチの３次元位置推定
3 次元空間にあるパッチ𝑝は各撮影画像のカメラパラメ
ータが既知であることから, 画像𝐼, 𝐽上に投影することが出
来る.
このパッチの 3 次元座標は平均 NCC(𝑝, 𝐼, 𝐽)を

̅̅̅̅̅̅
𝑁 ( 𝑝) =

𝑅(𝑝)は参照画像, 𝑇(𝑝)はパッチ𝑝を直接観測出来るもので,
𝑆(𝑝)から𝑇(𝑝)を除いたものは光の反射や物体の運動などで
パッチ𝑝が観測出来ない可能性のあるカメラである.

1

|𝑇(𝑝)| − 1

∑

𝑁(𝑝, 𝑅(𝑝), 𝐼)

(3.6)

𝐼∈𝑇(𝑝),𝑖≠𝑅(𝑝)

を用いて最大化することで推定することが出来る.
3.2.4 3 次元形状の拡張
復元されたパッチは特徴点を対応付けたもので, 密な 3
次元形状を得るためには復元結果を拡張する必要がある.
まず, 画像上のパッチ𝑝を中心とした探索窓をセルC(𝑖, 𝑗)
とする. そこで, セル𝐶(𝑖, 𝑗)を観測出来る別カメラ画像の
セルを𝑄𝑡 (𝑖, 𝑗)と𝑄𝑓 (𝑖, 𝑗)の２つを定義する.
別カメラが𝑇(𝑝)に属する場合パッチpを𝑄𝑡 (𝑖, 𝑗)に格納し,
𝑆(𝑝) − 𝑇(𝑝)に属する場合は𝑄𝑓 (𝑖, 𝑗)に格納する.
そして, パッチ𝑝と𝑝′ が同じ画像の𝐶(𝑖, 𝑗)と𝐶(𝑖 ′ , 𝑗 ′ )で隣接
する場合, 𝑄𝑡 (𝑖 ′ , 𝑗 ′ )が空集合で, 𝑄𝑓 (𝑖 ′ , 𝑗 ′ )がパッチ𝑝以外隣
接していない場合, かつ以下の式を満たした場合に参照画
像𝑝′ を用いて初期化し, 再計算する.

図 3.1 PMVS のパッチモデル
Figure 3.1 PMVS patch model
3.2.2 マッチング
入力された撮影画像に対して, Difference-of-Gaussian と
Harris を用いて特徴点を抽出し, 特徴点を中心とした探索
窓を作る. 次に, テンプレートの探索窓を𝑇, エピポーラ線
上の探索窓𝐼を用いて探索窓によるマッチングを行う(図
3.2). そして, 探索窓の NCC スコア

ⓒ 2013 Information Processing Society of Japan

|𝑐(𝑝) − 𝑐(𝑝′ ) ∙ 𝑛( 𝑝 )| + |𝑐(𝑝) − 𝑐(𝑝′ ) ∙ 𝑛(𝑝′ )|
< 2𝜎2

(3.7)

3.2.5 フィルタリング
特徴領域拡張を用いた場合, 誤ったパッチが生成される
可能 性が ある ため , フィ ル タリ ング を行 う必 要が ある .
Patch-based Multi-view Stereo では, 2 つの手法を用いてフィ
ルタリングを行う. 誤りと考えられるパッチを図 3.3 に
示す
図 3.3 の左側のように外れ値が正しいパッチの前にあ
る場合は以下の式によって外れ値𝑝0 を削除する.
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(3)

̅ (𝑝0 ) < ∑ 𝑁
̅ (𝑝𝑗 )
|T(𝑝0 )|𝑁

点𝑎, 𝑏, 𝑐, , 𝑑のいずれかを頂点とする四面体を四面体リ
ストから削除する

(3.8)

𝑝𝑗 ∈𝑈

また, 図 3.3 の右側のように外れ値が正しいパッチの
後ろにある場合は𝑇(𝑝0 ) < 𝑟である場合𝑝0 を削除する. ここ
での𝑟はパッチ𝑝を観測することが出来るカメラの数であ
る.

図 4.1 ドロネー三角形分割
Figure 4.1 Delaunay triangulation
4.2 不適切な面の削除
3 次元点群に対して, ドロネー三角形分割を行うと生成
されたパッチモデルは凸包となり, 本来の場所にない不適
切な面が生成されてしまう. そのため, 本研究では, 視線
図 3.3 パッチのフィルタリング
Figure 3.3 Filtering patches

を用いた手法で不適切な面を削除した.
任意の点が複数のカメラから観測されるとき, その点を
観測出来るカメラから点までの視線を遮るものはない. よ

4. 面の生成
本研究では, MVS によって得られた３次元特徴点に対し

って, 視線と各三角形の交差判定を行い, 交差する三角形
は不適切な面として削除することが出来る. 削除の例を図
4.2 に示す.

てドロネー三角形分割を用いて特徴点を連結し, 面を生成
する.
4.1 ドロネー三角形分割
ドロネー三角形分割は, 空間上にプロットされた多数の
点を連結し, 三角形を生成する手法である.
この手法の特徴は, 生成された三角形の最小の角度を最
大にすることである. これにより, 2 辺が長いような細長い
三角形ではなく, 可能な限り正三角形に近いような三角形
が生成される.
本研究では, 逐次添加法[10]を用いてドロネー三角形分

図 4.2 不適切な面の削除
Figure 4.2 Delete the inappropriate surface

割を行った. 詳細な手順を以下に示し, 実行例を図 4.1 に
示す.
(1)

これを全ての点に対して行うことで, 凸包している面を
与えられた点集合{𝑝1 , 𝑝2 ⋯ , 𝑝𝑛 }のすべての点を内部

削除することが出来る. 不適切な面の削除を行った結果を

に含むように任意の大きい四面体𝑎𝑏𝑐𝑑を置き, 四面

図 4.3 に示す.

体リストに入れる
(2)

点集合から点が無くなるまで順番に 1 点ずつ取り出
し,
(a)

その点𝑝𝑖 が現在の四面体リストにある各々の四
面体の外接球の内部にあるかどうかをチェック
する

(b)

点𝑝𝑖 を内部に含む全ての外接球の四面体を見つ
け, 四面体と四面体が接する面があればそれを
削除した上で, 点𝑝𝑖 とそれらの頂点との間に新

図 4.3 不適切な面の削除結果

たに線分を結び, 得られた全ての四面体を四面

Figure 4.3 Delete the inappropriate surface result

体リストにいれる
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5. テクスチャマッピング

そこで, 視点に近いカメラ画像をテクスチャマッピング

テクスチャマッピングとは, 3 次元モデルの表面に指定
されたテクスチャを拡大, 縮小, 変形し, 貼り付けを行う
手法である. テクスチャマッピングの例を図 5.1 に示す.
生成面にテクスチャマッピングを行うことで, 3 次元特
徴点間の空間を撮影画像に基づいて補完することが出来

に用いることで, テクスチャの変形を抑え, 高質なテクス
チャマッピングを行う.
また, 3 次元モデルの観察は常に視点の移動や回転が考
えられる. よって, 図 5.2 のように視点の位置の変化に合
わせて, 描画テクスチャを変更することで, 常に高質なテ
クスチャを描画する.

る.

図 5.2 最適テクスチャの選択
Figure 5.2 Optimum texture selection
本研究では, 視点から見たモデルと撮影画像に写ってい
るモデルの差が小さいものを最適テクスチャとする. つま

図 5.1 テクスチャマッピング

り, 視点からモデルへの視線とカメラから 3D シーンへの

Figure 5.1 Texture mapping

視線の角度が最小となるもとを選べば良い.
よって, 各カメラを𝑥, カメラから 3D シーンの中心へのベ

5.1 座標変換
生成面にテクスチャマッピングを行うには, その面が観
測されている画像とその画像上での生成面の座標を知る必

クトルを𝐶𝑥 , 視点からモデルの中心へのベクトルを𝐿とす
ると, 最適テクスチャ𝑇は

要である.

𝑇 = 𝑚𝑖𝑛∙

PMVS の出力から 3 次元特徴点の観測されているカメラ
を知ることが出来る. よって, 生成面の全ての頂点を観測
出来れば, その面も観測することが出来ると考える.
次に, 観測可能な画像内で生成面の座標を求める. 3 次元
特徴点は

(5.1)

によって求めることが出来る. 𝑑は画像のデプス, 𝑢, 𝑣は画
像上の座標, 𝑃は透視投影行列, 𝑥, 𝑦, 𝑧は 3 次元座標である.
透視投影行列は SFM によって得られたものを使用した. こ
れによって得られた座標を頂点とした領域をテクスチャマ
ッピングに用いる.
5.2 最適テクスチャの選択
MVS によって得られた特徴点から面を生成し, テクス
チャマッピングを行う場合, 1 つの面は複数のカメラから
観測することが出来る. ここで, 視点と大きく異なる角度
で撮影されたテクスチャをマッピングした場合, 面の隣接
部や生成面内部のエッジが不適切に変形され，撮影画像の
ような滑らかさが得られない．
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(5.2)

によって選択することが出来る. 詳細な手順を以下に示
す.
(1)

各カメラから 3D シーンへの視線と視点から 3D シー
ンへの視線の角度を求める.

(2)

角度とカメラ番号をリストに格納する

(3)

リストを角度が小さい順に並び替える

(4)

リストの前から順にデータ 1 つを取り出す

(5)

そのカメラで撮影したテクスチャを観測可能なパッ
チに割り当てる

(6)

未割り当てのパッチが無くなるまで(4), (5)を繰り返
す

6. 実験結果
本章では, 実験環境, 歪み補正とカメラキャリブレーシ
ョン, 撮影画像から 3 次元形状の復元, テクスチャマッピ
ングの実験結果を示す.
6.1 実験環境
撮影に AR Drone 2.0(図 6.1)を使用した. AR Drone 2.0 に
搭載されているカメラの解像度は1280 × 720であり, で撮
影することが出来る.
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する特徴点を選択した. 測定対象を 49 枚撮影し, その一部
を図 6.4 に示す. また, 全ての画像から特徴点を選択し描
画したものを図 6.5 に示す.

図 6.1 AR Drone 2.0
Figure 6.1 AR Drone 2.0
6.2 歪み補正とカメラキャリブレーション
AR Drone 2.0 が搭載しているカメラには歪みが含まれて
いる. そこで, 3 章で述べた手法を用いて歪み補正と内部パ
図 6.4 平行光を得るための撮影画像

ラメータの推定を行った.

Figure 6.4 Captured image to obtain a parallel light

6.2.1 Zhang の手法
カメラキャリブレーションには, チェッカーパターンを
撮影した 238 枚の画像を用いた. 撮影画像の一部を図 6.2
に示し, 歪み補正を行った画像を図 6.3 に示す.

図 6.5 選択された全ての特徴点
Figure 6.5 Feature points of all selected
図 6.2 チェッカーパターン
Figure 6.2 Chess pattern

6.2.3 評価
図 2.1 の処理を行うことで, 最良のパラメータを求める.
内部パラメータの評価はまず, Zhang の手法を用いて求め
た歪みパラメータと佐川の手法で求めた内部パラメータを
用いてチェッカーパターンを撮影した画像に対して, 歪み
補正を行う. 次に, Hough 変換を用いて直線検出を行い, チ
ェッカーパターンの中心で交わる直線の角度を用いて評価
を行う. 複数の直線が交わっている場合は各角度の平均値
を用いた. 撮影画像に対して, Hough 変換を行ったものを
図 6.6 に示す. また, 初期画像, Zhang の手法を用いた歪み
補正, Zhang の手法で得られた歪みパラメータと佐川の手
法で得られた内部パラメータを用いて歪み補正を繰り返し

図 6.3 Zhang の手法を用いた歪み補正

たものを表 6.1 に示す.

Figure 6.3 Undistortion using the technique of Zhang
6.2.2 佐川の手法
2 つの平行光を得るために建物を撮影し, 2 つの窓のコー
ナーを平行光として用いた. 使用する特徴点は画像ブロッ
クの最小固有値からコーナー特徴点を抽出し, 手動で使用
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図 6.8 SFM の実行結果

図 6.6 Hough 変換

Figure 6.8 SFM result

Figure 6.6 Hough transform

6.4 Multi-view Stereo
撮影画像と VisualSFM によって推定されたカメラパラメ
ータを用いて PMVS によって推定された 3 次元形状を図
6.9 に示す.

表 6.1 カメラキャリブレーションの評価結果
Table 6.1 Evaluation results of the camera calibration
表 6.1 から繰り返し 3 回目で得られた内部パラメータが
最良となり, それ以降は悪化する. Zhang の手法と比べた場
合, 内部パラメータが最良となる 3 回目では提案手法の方
が良い結果となった.
6.3 Structure from Motion
撮影対象の周りを回るように AR Drone 2.0 を動かし, 175

図 6.9 MVS の実行結果
Figure 6.9 MVS result

枚の画像を撮影した. 撮影された画像の一部を図 6.7 に示
6.5 ドロネー三角形分割

す.
撮影画像から VisualSFM を用いて推定した 3 次元形状とカ
メラの位置を図 6.8 に示す.

撮影画像に投影された特徴点に対してドロネー三角形分
割を行い, 凸包面を削除したものを図 6.10 に示す.

図 6.10 ドロネー三角形分割の結果
図 6.7 撮影画像

Figure 6.10 Delaunay triangulation result

Figure 6.7 Captured image
6.6 テクスチャマッピング
ドロネー三角形分割によって得られた生成面に対してテ
クスチャマッピングを行う.
面にテクスチャマッピングを行う場合, 最もテクスチャ
の解像度が高くなるのは面の法線方向で撮影されたテクス
チャである. 同じ位置の撮影画像と提案手法と法線方向の
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(a) 左側から見たシーン

(b) 正面から見たシーン
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(c) 右側から見たシーン
図 6.11 テクスチャマッピング結果
Figure 6.11 Texture mapping result
図 6.11 から法線方向に近いカメラのテクスチャを使用
した場合は面の隣接部のテクスチャの崩れや誤差によって
テクスチャが不正確になっている. これに対して, 提案手
法では, テクスチャの崩れ等が改善されている.

7. おわりに
本研究では, MVS によって得られた３次元特徴点からド
ロネー三角形を生成し, 多視点画像からの視線交差の判定
により不適切な面の削除を行った. また, 指定する復元位
置に最適となる画像をテクスチャとして選択することで,
画質劣化のない３次元形状を復元することが出来た.
しかし, 視点とカメラの角度が小さいテクスチャを選択
しても一部の面は角度の大きいカメラからしか観測出来な
い. そのため, 一部のテクスチャが崩れてしまう問題があ
る. 今後の課題として, 最小角度が大きい場合はその面を
撮影する最適なポジションを算出, 撮影を行い, 新たに撮
影画像をテクスチャマッピングに用いることで, より滑ら
かな 3D シーンの復元を行う.
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