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逆投影と幾何拘束を用いた 2D/3D位置合せ
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あらまし レンジセンサにより取得した幾何モデルにカラーセンサで撮影したテクスチャ画像を貼り付けて表
示するテクスチャマッピングを容易に実現するには，テクスチャ画像と幾何モデルのみからカラー・レンジセン
サ間の相対位置関係を知ることが望ましい．本論文では，幾何拘束に基づく大域的手法とエッジの対応付けに基
づく局所的手法の組合せにより，センサ間の相対位置・姿勢を初期値の変動にロバストにかつ高精度に推定し，
テクスチャ画像と幾何モデルの位置合せを実現する手法を提案する．本手法はまず，テクスチャ画像から稜線と
平面領域を抽出する．次に，この稜線と平面領域を幾何モデルに逆投影し，対象における幾何拘束条件を推定し
つつ，この拘束条件のもとでセンサ間の相対位置・姿勢の初期推定値を求める．最後に，テクスチャ画像と幾何
モデルの各エッジ間の対応付けに基づき，センサ間の相対位置・姿勢を決定する．実験では，エッジ間の対応付
けに基づく従来手法と比較して，位置合せの成功率が 41%から 75%に向上した．
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1. ま え が き

現実世界に存在する物体の幾何学的特性と光学的特

性をモデル化し，その見えをコンピュータ上に現実感

高く生成するための研究がコンピュータビジョンとコ

ンピュータグラフィックスの両分野で盛んに行われて

いる．このモデル化技術の中でもしばしば利用されて

いるものに，レンジセンサ等により取得された実物体

の幾何モデルとカラーセンサで撮影されたテクスチャ

画像を重畳表示することで仮想物体を現実感高く表示

するテクスチャマッピングがある．テクスチャマッピ

ングを実現するためには，カラーセンサとレンジセン
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サの各視点間の相対位置関係（以下，センサ位置・姿

勢）を知る必要があるが，これには距離画像とテクス

チャ画像が同一の視点位置から同時に得られる特別な

光学系を有するレンジセンサを使用する方法や，キャ

リブレーションによりセンサ位置・姿勢を取得する方

法などがある．しかし，前者の場合はレンジセンサと

カラーセンサが一体となっており，任意の位置からテ

クスチャ画像を撮影したい場合には，重いレンジセン

サを移動させなければならない．後者の場合には，デ

ジタルカメラ等のカラーセンサはレンジセンサに比

べ小型軽量であるため，任意の位置からテクスチャ画

像を容易に取得することができる．しかし，カメラを

移動させた場合には，その都度，複雑なキャリブレー

ション作業を行わなければならない．そこで，テクス

チャ画像と幾何モデルを直接比較してセンサ位置・姿

勢を推定するような簡便なものが望まれる．

この位置合せの問題に対し，テクスチャ画像と幾何

モデルの各エッジ間の対応関係を最適化の枠組みに

よって求めるアプローチが広く利用されている．しか

し，このときの目的関数は一般に多数の局所最小点を

もつため，センサ位置・姿勢の初期値を真値にかなり
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近く設定しておく必要があり，必ずしも簡便とはいえ

なかった．

一般に屋内環境のような人工物には直線や平面が含

まれ，これらの間には幾何学的な拘束が存在する．本

論文では，この拘束に着目し，領域に基づく大域的手

法と従来のエッジの対応付けに基づく局所的手法を相

補的に組み合わせることにより，初期位置・姿勢の変

動に対してロバストにかつ高精度にテクスチャ画像と

幾何モデルを位置合せする手法を提案する．

従来の手法では，三次元幾何モデルの幾何エッジを

テクスチャ画像の撮像面に投影し，濃淡エッジとの間

で計算を行うことが多かった．しかし，このように三

次元から二次元への投影を用いると，三次元物体に関

する平行性や直交性といった幾何学的な情報が利用で

きなくなる．そこで，本手法における初期推定の段階

では，テクスチャ画像の濃淡エッジを三次元幾何モデ

ルに逆投影する方法を採用する．このように幾何拘束

を用いることで，センサ位置・姿勢の初期値の変動に

ロバストな位置合せが可能になる．

本手法では，テクスチャ画像と幾何モデルを入力と

し，テクスチャ画像から稜線と平面領域を抽出する．

そして，これらの領域の幾何モデルへの逆投影により，

センサ相対位置・姿勢，稜線間の平行・直交関係，平面

領域間の平行・直交関係 [3], [14] を初期推定する．最

後に，テクスチャ画像と幾何モデルの各エッジ間の対

応付けによりセンサ位置・姿勢を決定する．

2. 関 連 研 究

距離画像とカラー画像の位置合せ法として，多くの

レンジセンサにおいて距離画像の付加的な情報として

得られるリフレクタンス画像（反射強度画像）を用い

る手法が提案されている．Kurazumeら [9]は，リフレ

クタンス画像中のエッジ点とカラー画像中のエッジ点

間の誤差を，ロバストM推定法を用いて最小化するこ

とにより位置合せする手法を提案している．Elstrom

ら [4] はリフレクタンス画像を用いたカラーセンサと

レンジセンサの相対位置の推定法を提案している．こ

の手法では，まずリフレクタンス画像とカラー画像か

らそれぞれ特徴点を抽出し，類似度計算によりそれら

の対応関係を決定する．次にステレオ視の原理により

それら対応点の奥行を求め，それと距離画像から得ら

れる奥行が一致するように両センサの相対位置・姿勢

を推定する．更に梅田ら [21]は，リフレクタンス画像

と二次元画像のこう配拘束を利用した，レンジセンサ

と画像センサの相対位置の推定法を提案している．

シルエット画像や輪郭線を用いた位置合せ手法も提

案されている．Lensch ら [11]～[13] が提案したシル

エット画像を用いた位置合せ手法では，まず二次元画

像と幾何モデルのそれぞれのシルエット画像の排他的

論理和をとることで類似度を評価する．次にDownhill

Simplex法を利用し，二次元画像と幾何モデルの位置

合せ誤差を収束させている．また，幾何モデルの三次

元距離場をあらかじめ octree形式で構築し，二次元画

像のシルエット輪郭線の視線方向への延長線と幾何モ

デル間の三次元距離を最小化する手法が提案されてい

る [1], [10]．Zuffiら [23]は，人工関節の位置・姿勢を

1枚の X線画像から推定する問題に適用し，三次元距

離誤差を Levenberg-Marquardt法により最小化する

手法を提案した．医療用画像における種々の位置合せ

手法については [16] に詳しい．

一方，二次元輪郭線を用いた位置合せ手法では，二

次元画像内の輪郭線上の点と投影された幾何モデル

のシルエット画像輪郭線の点との距離の和として位置

合せ誤差を求め，繰返し計算により誤差を最小化する

手法が一般に用いられる [2], [17], [18]．Iwashitaらは，

Level Set Method を利用して高速に求められる二次

元輪郭線の等距離場を利用し，位置合せ誤差を高速に

計算する手法を提案している [7]．

また，建物などの人工構造物に対しては，レンジ

データに平面を当てはめ，それらの交線エッジとカ

ラー画像のエッジを比較することによって位置合せす

る手法が多く提案されている [15], [19], [20]．[20]では，

まずカラー画像上の消失点と焦点を結んだ線とそれに

対応する三次元エッジが平行になるように姿勢を回転

させ，大まかな位置合せを行う．次に，三次元エッジ

をカラー画像上に投影し，二次元エッジと比較し位置

を決定している．

3. 提 案 手 法

本章では，センサ位置・姿勢の初期値の変動にロバ

ストな位置合せ手法を提案する．本手法では，(1) 対

象とするシーンが複数の平面から構成されている，(2)

入力に用いる幾何モデルとテクスチャ画像がそれぞれ

レンジセンサとカラーセンサを使用して別々の未知の

視点から取得されている，(3) 幾何モデルは多数の微

小な三角パッチの集合によりあらかじめ記述されてい

ることを仮定し，次式のセンサ位置・姿勢を推定する．
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図 1 稜線・平面領域抽出の手順
Fig. 1 Basic steps of extracting line segments and planar regions.

T =

[
R t

0 1

]
(1)

ここで，Rは 3× 3の回転行列，tは 3× 1の並進移

動ベクトル，0は 1× 3のゼロからなるベクトルであ

る．本手法の大まかな処理の流れを以下に示す．

（ 1） テクスチャ画像から稜線と平面領域を抽出

する．

（ 2） レンジセンサとカラーセンサ間の相対位置・

姿勢，稜線間の平行・直交関係と平面領域間の平行・

直交関係（以下，幾何拘束条件）を初期化する．

（ 3） 現在得られているセンサ間の相対位置・姿勢

のもとで稜線と平面領域を幾何モデルに逆投影する．

（ 4） 現在得られているセンサ間の相対位置・姿勢

のもとで幾何拘束条件を更新する．

（ 5） 現在得られている幾何拘束条件のもとでセン

サ間の相対位置・姿勢を更新する．

（ 6） ステップ 3 ∼ 5を収束するまで繰り返す．

（ 7） テクスチャ画像の濃淡エッジと三次元幾何モ

デルの幾何エッジの間の対応付けによりセンサ間の相

対位置・姿勢を改善する．

本論文では，上記のステップ 2 ∼ 6からなる処理を

幾何ベース位置合せ（3.1，3.2），ステップ 7の処理

をエッジベース位置合せ（3.3）と呼ぶ．また，ステッ

プ 1では，稜線と平面領域が誤りなく抽出されること

を前提としており，以下のように半自動的な処理によ

る方法を採用する．

まず，稜線の抽出では，Canny オペレータ等を用

いて，テクスチャ画像（図 1 (a)）からエッジを抽出

し（図 1 (b)），Hough 変換を用いて直線抽出を行う

（図 1 (c)）．この後，ルーフエッジ以外の直線が含まれ

ていれば，これらを手動で削除する．次に，平面領域

の抽出では，エッジ画素（図 1 (b)）までの最短距離

を画素値とする距離変換を行い（図 1 (d)），適当なし

きい値で 2値化した後（図 1 (e)），連結領域を抽出す

る（図 1 (f)）．このとき，平面ではない領域や背景な

どテクスチャマッピングに用いない領域が含まれてい

るときは，これらを手動で削除する．

テクスチャ画像の場合と比べ，幾何モデルからの正

確なエッジ抽出は困難なだけでなく，三次元空間にお

ける幾何エッジの修正作業も利用者にとって大きな負

担となる．そこで本手法では，上記のようにテクス

チャ画像のエッジ抽出を一部手動に頼るものの，幾何

エッジの抽出は多少の誤りがあっても自動で行うとい

うアプローチをとる．

次節では，幾何ベース位置合せについて述べる．

3. 1 幾何ベース位置合せ：幾何拘束条件が既知の

場合

センサ位置・姿勢Tを変数とする次式を目的関数と

し，これを最小化することを考える．

Egeo(T) = E0(T) + α1E1(T) + α2E2(T)

+ α3E3(T) + α4E4(T) + α5E5(T)

(2)

ここで，E0(T) は稜線の直線性拘束，E1(T) は稜

線間の平行性拘束，E2(T) は稜線間の直交性拘束，
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図 2 稜線に関する幾何学的拘束（正しいセンサ位置・姿勢）
Fig. 2 Geometric constraints on line segments (correct location and pose).

図 3 稜線に関する幾何学的拘束（誤ったセンサ位置・姿勢）
Fig. 3 Geometric constraints on planar regions (wrong location and pose).

E3(T)は平面領域の平面性拘束，E4(T) は平面領域

間の平行性拘束，E5(T) は平面領域間の直交性拘束

を表す．α1 ∼ α5 は各項の重み係数である．以下，

E0(T) ∼ E5(T)の詳細について順に説明する．

稜線の直線性拘束：E0(T)

i番目（1 ≤ i ≤ Numsl）の稜線を幾何モデルに逆

投影した三次元点の集合に対し，その共分散行列の

三つの固有値を λmin( i |T)，λmed( i |T)，λmax( i |T)

（λmin ≤ λmed ≤ λmax），それぞれの固有ベクトル

をXmin( i |T)，Xmed( i |T)，Xmax( i |T)と表すと，

Xmin( i |T)は分散が最小となる方向，Xmed( i |T)は

分散が 2番目に大きな方向，Xmax( i |T)は分散が最大

となる方向になる．そこで，稜線の直線性拘束 E0(T)

を次式のように定義する．

E0(T) =

Numsl∑
i=1

λmin( i |T) +

Numsl∑
i=1

λmed( i |T)

(3)

このとき，逆投影した点列が同一直線上にあれば，

E0(T) は小さな値を出力し（図 2 (a)），それ以外の

とき，点列は二つ以上の平面にまたがり折れ曲がった

直線として投影され，E0(T) は大きな値を出力する

（図 3 (a)）．

稜線間の平行性・直交性拘束：E1(T), E2(T)

センサ位置・姿勢 T のもとで，i 番目の稜線を逆

投影した点列の近似直線の方向ベクトルは上述の

Xmax( i |T)で与えられる．そこで，稜線間の平行性

拘束（直交性拘束）E1(T)（E2(T)）を次式のように

定義する．

E1(T)

=

Numsl∑
i=1

Numsl∑
j �=i=1

pij

∥∥Xmax( i |T)×Xmax( j |T)
∥∥

(4)

E2(T)

=

Numsl∑
i=1

Numsl∑
j �=i=1

qij

∣∣Xmax( i |T) ·Xmax( j |T)
∣∣
(5)

ここで，pij ∈ P = {pij | 1 ≤ i �= j ≤ Numsl} は i

番目と j 番目の稜線ペアが平行関係にあるとき 1，そ

うでないとき 0をとる定数，qij ∈ Q = {qij | 1 ≤ i �=
j ≤ Numsl}は i番目と j 番目の稜線ペアが直交関係

にあるとき 1，そうでないとき 0をとる定数である．

1383



電子情報通信学会論文誌 2008/5 Vol. J91–D No. 5

このとき，平行（直交）関係にある稜線のペアを

逆投影した点列のペアが平行（直交）関係にあれば，

E1(T)（E2(T)）は小さな値を出力し（図 2 (b)，(c)），

それ以外のとき，点列のペアにおける平行（直交）関

係は失われ，E1(T)（E2(T)）は大きな値を出力する

（図 3 (b)，(c)）．

平面領域の平面性拘束：E3(T)

k 番目（1 ≤ k ≤ Numps）の平面領域を幾何モデ

ルに逆投影した点の集合に対し，その共分散行列の三

つの固有値を μmin( k |T)，μmed( k |T)，μmax( k |T)

（μmin ≤ μmed ≤ μmax），それぞれの固有ベクトルを

Ymin( k |T)，Ymed( k |T)，Ymax( k |T)と表すとき，

Ymin( k |T) は分散が最小となる方向，Ymed( k |T)

は分散が 2番目に大きい方向，Ymax( k |T)は分散が

最大となる方向となる．そこで，E0(T)を定義したと

きと同様，平面領域の平面性拘束を

E3(T) =

Numps∑
k=1

μmin( k |T) (6)

のように定義する．

平面領域間の平行性・直交性拘束：E4(T), E5(T)

センサ位置・姿勢Tのもとで，k番目の平面領域を逆

投影した点列の近似平面の法線ベクトルはYmin( k |T)

で与えられる．そこで，E1(T)（E2(T)）を定義したと

きと同様，E4(T)（E5(T)）を次式のように定義する．

E4(T)

=

Numps∑
k=1

Numps∑
l�=k=1

p′
kl

∥∥Ymin( k |T)×Ymin( l |T)
∥∥

(7)

E5(T)

=

Numps∑
k=1

Numps∑
l�=k=1

q′kl

∣∣Ymin( k |T) ·Ymin( l |T)
∣∣
(8)

ここで，Ymin( k |T)は k 番目の平面領域の投影点集

合の近似平面の法線ベクトルである．また，p′
kl ∈ P′ =

{p′
kl | 1 ≤ k �= l ≤ Numps} は k 番目と l番目の平面

領域ペアが平行関係にあるとき 1，そうでないとき 0

をとる定数，q′kl ∈ Q′ = {q′kl | 1 ≤ k �= l ≤ Numps}
は k 番目と l番目の平面領域ペアが直交関係にあると

き 1，そうでないとき 0をとる定数である．

以上，目的関数 Egeo の各項について説明してきた

が，本問題では，複数の平面から構成されたシーン，

すなわちテクスチャマッピングの状態が少なくともE0

と E3 で記述できることを仮定している．

3. 2 幾何ベース位置合せ：幾何拘束条件が未知の

場合

前節では，平行性・直交性に関する幾何拘束条件を

すべて既知と仮定していたが，これらを未知として

センサ位置・姿勢と同時に推定することも可能であ

る [5], [8]．

まず，P，Q，P′，Q′ それぞれの各要素を定数から

未知変数に修正し，式 (4)，(5)，(7)，(8)をそれぞれ

次式のように再定義する．

E1(T,P)

=

Numsl∑
i=1

Numsl∑
j �=i=1

pij

∥∥Xmax( i |T)×Xmax( j |T)
∥∥

+c1

Numsl∑
i=1

Numsl∑
j �=i=1

(1− pij) (9)

E2(T,Q)

=

Numsl∑
i=1

Numsl∑
j �=i=1

qij

∣∣Xmax( i |T) ·Xmax( j |T)
∣∣

+c2

Numsl∑
i=1

Numsl∑
j �=i=1

(1− qij) (10)

E4(T,P′)

=

Numps∑
k=1

Numps∑
l�=k=1

p′
kl

∥∥Ymin( k |T)×Ymin( l |T)
∥∥

+c4

Numps∑
k=1

Numps∑
l�=k=1

(1− p′
kl) (11)

E5(T,Q′)

=

Numps∑
k=1

Numps∑
l�=k=1

q′kl

∣∣Ymin( k |T) ·Ymin( l |T)
∣∣

+c5

Numps∑
k=1

Numps∑
l�=k=1

(1− q′kl) (12)

ここで，c1 ∼ c5 はしきい値を表す正定数である．

pij は 0 と 1 のいずれかの値をとることから，例
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えば式 (9) では，各 (i, j) ごとに
∥∥Xmax( i |T) ×

Xmax( j |T)
∥∥と c1のいずれかの値を選択しながら総和

がとられることになる．したがって，(T∗, p∗
ij)を式 (9)

の最小解とすると，
∥∥Xmax( i |T∗)×Xmax( j |T∗)

∥∥ <

c1 を満たす (i, j) では p∗
ij = 1（平行），それ以外の

(i, j)では p∗
ij = 0（非平行）となる．式 (10)∼(12)に

ついても同様である．

以上の E1，E2，E4，E5 を用いて，式 (2) の目的

関数を次式のように修正する．

Egeo(T,P,Q, P′,Q′)

= E0(T) + α1E1(T,P) + α2E2(T,Q)

+α3E3(T) + α4E4(T,P′) + α5E5(T,Q′)

+α6E6(P,Q) + α7E7(P
′,Q′) (13)

ここで，α6，α7 は重み係数，E6，E7 はそれぞれ稜線

同士，平面領域同士が同時に平行かつ直交することを

避けるために導入されたペナルティ項であり，次式で

与えられる．

E6(P,Q) =

Numsl∑
i=1

Numsl∑
j �=i=1

pijqij (14)

E7(P
′,Q′) =

Numps∑
k=1

Numps∑
l�=k=1

p′
klq

′
kl (15)

式 (13)を目的関数としてセンサ位置・姿勢 Tと幾

何拘束条件 P ∼ Q′ について最小化する．以下，最小

化アルゴリズムについて述べる．

まず，幾何拘束条件 P ∼ Q′ の各要素の定義域を離

散値 {0, 1}から連続値の範囲 [0, 1]に拡張し（下記の

式 (18)，(19)），これらの初期値をすべて 0.5 に設定

する．また，センサ位置・姿勢Tはオペレータの指示

により適当に初期設定するものとする．

次に，幾何拘束条件 P ∼ Q′ の要素をすべて定数

として固定した上で，センサ位置・姿勢 T について

式 (13) を最急降下法や共役こう配法を用いて最小化

する．

そして，センサ位置・姿勢 T を固定し，幾何拘束

条件 P ∼ Q′ について式 (13) を最小化する．ここで

は，相互結合型ネットワークを解く要領でシグモイ

ド関数による反復計算を実行する [6]．すなわち，中

間変数の集合 M = {mij | 1 ≤ i �= j ≤ Numsl}，
N = {nij | 1 ≤ i �= j ≤ Numsl}，M′ = {m′

kl | 1 ≤
k �= l ≤ Numps}，N′ = {n′

kl | 1 ≤ k �= l ≤ Numps}

を導入し，下記の更新ルールに従って M ∼ N′ と

P ∼ Q′ の各変数の更新を収束するまで交互に繰り

返す．

mij ← mij − ∂Egeo

∂pij
, nij ← nij − ∂Egeo

∂qij
(16)

m′
kl ← m′

kl − ∂Egeo

∂p′
kl

, n′
kl ← n′

kl − ∂Egeo

∂qkl
(17)

pij =
1

1 + e−mij/ST
, qij =

1

1 + e−nij/ST
(18)

p′
kl =

1

1 + e−m′
kl

/ST
, q′kl =

1

1 + e−n′
kl

/ST
(19)

ここで，ST は温度と呼ばれるパラメータである．ま

た，M ∼ N′ の各中間変数がどのような値になって

も，シグモイド関数を通すことによって幾何拘束条件

P ∼ Q′ の各変数が [0, 1] の範囲に収まることに注意

する．このようにシグモイド関数を用いた連続値モデ

ルの方が {0, 1}からなる離散値モデルよりも計算能力
が高いことが知られている [24]．

最後に，上記の P ∼ Q′ と T の間で固定する変数

を交換しながら残りの変数に関して目的関数を最小化

する手続きを収束するまで交互に繰り返すことで，式

(13)が局所最小化される．

3. 3 エッジベース位置合せ

前節までに述べてきた幾何ベース位置合せに対し，

現在まで広く利用されている位置合せ手法は，テク

スチャ画像と幾何モデルの各エッジ間の対応付けによ

るもの（以下，エッジベース手法）である [9]．エッジ

ベース手法は，テクスチャ画像中の濃淡エッジと幾何

モデル中の幾何エッジ間の近接性に基づいて両者の

各点を対応づけることにより，センサ位置・姿勢を推

定する．本論文では，この濃淡エッジには幾何ベース

手法においてテクスチャ画像から抽出した濃淡エッジ

（図 1 (b)），幾何エッジには幾何モデルへの平面当て

はめにより得られた平面間の交線を用いる [22]．この

とき，目的関数を次式のように定義する．

Ede(T) =
1

Numde

Numde∑
i=1

di (20)

ここで，Numde はテクスチャ画像上に投影した幾何

エッジ点の総数，di [pixel]は i番目の幾何エッジ点 Pi

をテクスチャ画像（画像平面）に投影した点とこの点

に最も近い位置にある濃淡エッジ点の間の距離である

（図 4）．なお，この投影点からの対応点探索には，計
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図 4 エッジベース手法
Fig. 4 Edge-based method.

算効率化のため，kd–treeを用いる．

式 (20) の目的関数を以下のように最小化する．ま

ず，i番目の幾何エッジ点 Pi のテクスチャ画像への投

影点から最も近い濃淡エッジ点を探索する．次に，こ

の濃淡エッジ点と視点を結ぶ直線に対し，幾何エッジ

点 Pi からこの直線に下した垂線の足をHiとする．そ

して，幾何モデルの平行移動と重心周りの回転移動

F = α

Numde∑
i=1

fi (21)

N = β

Numde∑
i=1

fi ×−−→GPi (22)

を収束するまで繰り返し実行する．ここで，Fは平行

移動量，Nは重心周りの回転移動量，fi =
−−→
PiHi は幾

何モデルに対する仮想引力，αと β は正定数，Gは幾

何モデルの重心，×は外積を表す．
3. 4 位置合せ手法の統合

本節では，幾何ベース手法（3.1，3.2）とエッジベー

ス手法（3.3）の挙動を比較する．図 6 に示す入力デー

タ（詳細は 4.1に後述）に対し，センサ位置・姿勢空

間内のある軌道に沿って，幾何ベース手法における目

的関数 Egeo(T)（式 (2)，平行・直交関係は既知）と

エッジベース手法における目的関数 Ede(T)の各値を

プロットしたものを図 5 に示す．ただし，このセンサ

位置・姿勢空間内の軌道は真値を通り，この軌道に沿っ

て，センサ姿勢 R とその真値との差（以下，姿勢誤

差），及びセンサ位置 tとその真値との差（以下，位置

誤差）は，それぞれ −50度から 50度，かつ −5mか

ら 5m まで一定量で同時に変化していくものとする．

図 5 下段の図は真値のより近傍におけるプロットを拡

大表示したものである．

これらの図における横軸は，センサ位置・姿勢空間

内の軌道上の各サンプリング点における姿勢誤差（上

側の目盛り，単位：degree）と位置誤差（下側の目盛

図 5 目的関数の最小値付近の挙動
Fig. 5 Behavior of each objective function around its

minimal value.

り，単位：m）（横軸中央のゼロ値はセンサ位置・姿

勢の真値に対応），左縦軸は Egeo(T)の値，右縦軸は

Ede(T)の値を表しており，Egeo(T)と Ede(T)の挙

動を比較するため，左右の縦軸のスケールを調整して

いる．

まず，図 5 上段に示すプロットより，真値を含む比

較的広い範囲において，Ede(T)には急なこう配の局

所最小点が多く存在しているのに対し，Egeo(T)の局

所最小点はこう配が緩やかで，全体的には真値に向

かって減少していることが分かる．このことは，幾何

ベース手法ではセンサ位置・姿勢の初期値が真値と多

少離れていても真値付近に収束しやすいことを示して

いる．

次に，図 5 下段に示すプロットより，Egeo(T) は

真値近傍ではほとんど一定で，最小点以外の値に停留

しやすく，収束性が低いことが分かる．これに対し，

Ede(T)は真値付近では急なこう配で真値に向かって

減少しており，初期値が真値の十分近くに設定されて

1386



論文／逆投影と幾何拘束を用いた 2D/3D 位置合せ

いれば，高精度の位置合せが期待できる．以上の傾向

は，センサ位置・姿勢空間内の軌道を変えてもほとん

ど変わらなかった．

そこで，提案する手法では，初期位置・姿勢の変動

に対しロバストかつ高精度な位置合せを実現するため，

まず幾何ベース手法により大まかなセンサ位置・姿勢

を推定し，次に推定されたセンサ位置・姿勢を改めて

初期位置とし，エッジベース手法を適用して高精度な

推定を行うという 2 段階のアプローチをとる．なお，

本実験において，位置・姿勢誤差が比較的大きいとこ

ろでは，平行度や直交度の項（E1，E2，E4，E5），位

置・姿勢誤差が小さいところでは，直線度や平面度の

項（E0，E3）が支配的になると考えられるが，その

詳細な分析は今後の課題である．

4. 実 験 結 果

提案手法の 2D/3D 位置合せとしての性能を確認

するため，合成データと実データをそれぞれ対象と

して評価実験を行った．Egeo の各定数の値は，実

験的に，α1 = α2 = 0.8，α3 = α4 = α5 = 1.0，

α6 = α7 = 5.0，c1 = c2 = 0.7，c3 = c4 = 0.8 とし

た．また，合成データを用いた実験では 512× 512の

テクスチャ画像と 179, 704個の頂点数からなる幾何モ

デル，実データを用いた実験では 640× 480のテクス

チャ画像と 90, 521 個の頂点数からなる幾何モデルを

それぞれ入力として与えた．

4. 1 合成データ：幾何拘束条件が既知の場合

センサ位置・姿勢の初期値の変動に対するロバスト

性を示すため，提案手法を合成データに適用した．た

だし，本節では幾何拘束条件を既知（3.1）としてい

る．入力に用いた合成テクスチャ画像を図 6 (a)，合成

幾何モデルを図 6 (b)に示す．この幾何モデルは，縦

5m，横 15m，奥行き 10 mの室内環境を想定して作成

図 6 合成データ (a) テクスチャ画像 (b) 幾何モデル
Fig. 6 Synthetic data. (a) Texture image. (b) Geo-

metrical model.

したもの，テクスチャ画像は幾何モデルにテクスチャ

を貼り付け，照光処理したものをキャプチャして作成

したものである．このテクスチャ画像から稜線と平面

領域を抽出している様子を前述の図 1 に示す．本実験

では，以下の各位置合せ手法に対し，位置誤差 2 [m]，

各軸からの姿勢誤差 20 [degree] 以内の範囲でランダ

ムな 100通りの初期値を与え，初期値の変動が収束結

果に及ぼす影響を比較した．

（ 1） 幾何ベース手法

（ 2） エッジベース手法

（ 3） 幾何ベース手法とエッジベース手法の組合せ

（提案手法）

図 7に，各手法で得られたセンサ位置・姿勢の誤差の

頻度分布を示す．図 7 (a)∼(c)はそれぞれ上記（ 1）∼
（ 3）の手法に対応し，左側の各図は姿勢誤差の頻度

図 7 収束後の位置・姿勢誤差の頻度分布（幾何拘束条件
が既知）

Fig. 7 Distribution of the frequencies of pose error

after convergence (geometrical constraint con-

ditions are known).
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図 8 エッジベース手法の収束過程（合成データ）
Fig. 8 Convergence process of the edge-based method (synthetic data).

図 9 提案手法の収束過程（合成データ）
Fig. 9 Convergence process of the proposed method (synthetic data).

分布，右側の各図は位置誤差の頻度分布である．図 7

の特に姿勢誤差（左図）において，（ 1）幾何ベース手

法の頻度分布は単峰的で，真値付近にピークが生じて

いる，（ 2）エッジベース手法の頻度分布は双峰的で，

真値に近いところと離れたところの両方にピークが生

じている，（ 3）提案手法の頻度分布は単峰的で，真値

に近いところに高いピークが生じている，ことが分か

る．このことから，提案手法において幾何ベース手法

とエッジベース手法を相補的に組み合わせることの妥

当性が認められる．また，距離誤差が 1.5 [pixel]以下

になったときを成功とみなすと，位置合せの成功率は，

エッジベース手法で 41%，提案手法で 96%となり，提

案手法により初期値に対するロバスト性が大幅に改善

されたことが分かる．

更に，図 8 と図 9 に，それぞれエッジベース手法及

び提案手法の収束過程を示す．図 8 では，(a)が初期

位置，(b)と (c)が中間結果，(d)が最終結果である．

図 9 では，(a)が初期位置，(b)と (c)が幾何ベース位

置合せにおけるそれぞれ中間結果と最終結果，(d)が

最終結果である．これらの図において，あるセンサ位

置・姿勢の初期値に対し，エッジベース手法では局所解

に陥って位置合せに失敗しているのに対し，提案手法

では位置合せに成功している．計算時間は Xeon(TM)

CPU 3.20 GHzの PCで約 28秒であった．

図 10 収束後の位置・姿勢誤差の頻度分布（幾何拘束条件
が未知）

Fig. 10 Distribution of the frequencies of pose er-

ror after convergence (geometrical constraint

conditions are unknown).

4. 2 合成データ：幾何拘束条件が未知の場合

本節では，幾何拘束条件も未知（3.2）としたとき

の結果を紹介する．入力には，前節と同じ合成テクス

チャ画像・幾何モデルを用いた．この最適化アルゴリ

ズムでは，センサ位置・姿勢を 1回更新するごとに幾

何拘束条件を 15 回更新することを処理単位として，

これを収束するまで繰り返した．図 10 は，前節と同

様，ランダムな 100通りの初期値を与えたときに推定

されたセンサ位置・姿勢誤差の頻度分布である．図 10

の左図は，図 7 と同様，姿勢誤差の頻度分布，右図は

位置誤差の頻度分布を表す．これらの図では，幾何拘

束条件を既知とした場合の図 7 (c) と比べ，推定精度

が低下しているが，これは幾何拘束条件の推定に一部
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失敗したためである．また，幾何拘束条件の推定では，

稜線間の平行関係が 94.7%，直交関係が 93.4%，平面

領域間の平行・直交関係が 100%正しく推定された．

図 11 に，幾何拘束条件が反復計算によって正しく

推定されていく様子を示す．図 11 の上段左に各稜線，

上段右に各平面領域を示す．図 11 中段に各稜線ペア

における直交性拘束（左図）と平行性拘束（右図）が

推定されていく様子，下段に各平面領域ペアにおける

図 11 幾何拘束条件の推定
Fig. 11 Estimation of geometrical constraint condi-

tions.

図 14 提案手法の収束過程（実データ）
Fig. 14 Convergence process of the proposed method (real data).

直交性拘束（左図）と平行性拘束（右図）が推定され

ていく様子をそれぞれ示す．各図の横軸は計算回数，

縦軸は変数 pij，qij，p′
kl，qkl のいずれかを表す．

本実験における位置合せの成功率（成功の判定基準

は前節と同じ）は，提案手法が 75%であり，前節ほど

ではないものの，エッジベース手法の 41%から大きく

向上している．なお，位置合せに成功したときの大部

分は位置合せと同時に幾何拘束条件も正しく推定され

ていることが確認された．計算時間は前節と同スペッ

クの PCで約 34秒であった．

4. 3 実データ：幾何拘束条件が未知の場合

実際に計測したテクスチャ画像とレンジデータを

用いて実験を行った結果を示す．テクスチャ画像は，

カラーセンサとして通常のデジタルカメラ（Fujifilm

図 12 実データ．(a) テクスチャ画像．(b) 幾何モデル
Fig. 12 Real data. (a) Texture image. (b) Geomet-

rical model.

図 13 領域抽出．(a) 稜線．(b) 平面領域
Fig. 13 Region extraction. (a) Line segments. (b)

Planar regions.
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図 15 テクスチャマッピング
Fig. 15 Texture mapping.

FinePix S7000）を用いて撮影された（図 12 (a)）．幾

何モデルは，レーザ式のレンジセンサ（SICK LMS-

200）を載せたターンテーブルを回転させて距離計測

を行うことにより取得された（図 12 (b)）．

図 13 (a)，(b)に，テクスチャ画像から稜線と平面

領域を抽出した結果を示す．特に図 13 (b)の一部で，

天井や壁の各領域から複数の平面領域が抽出されてし

まっているが，このエラーは平面領域間の平行性・直

交性拘束が正しく推定できれば，位置合せ結果に及ぼ

す影響は少ないと考えられる．図 14 に，提案手法に

より位置合せされている様子を示す．図 14 では，(a)

が初期位置，(b)と (c)が幾何ベース位置合せにおける

それぞれ中間結果と最終結果，(d)が最終結果である．

実験の結果，得られた稜線のテクスチャ画像上での

位置合せ誤差は最大 1.5 [pixel]であり，また稜線同士

の平行・直交関係，平面領域同士の平行・直交関係は

すべて正しく推定された．計算時間は前節と同スペッ

クの PCで約 90秒であった．図 15 に，センサ位置・

姿勢の推定値を用いてテクスチャマッピングを行った

例を示す．

5. む す び

本論文では，幾何モデルと未知の任意の視点から取

得されたテクスチャ画像を入力とし，カラー・レンジ

センサ間の相対位置関係を推定する手法を新たに提案

した．提案手法を合成データと実データにそれぞれ適

用し，本手法の有効性を確認した．テクスチャ画像と

幾何モデルの位置合せにおいて，これまでセンサ間の

相対位置姿勢の初期値を真値にかなり近く設定する必

要があったのに対し，本論文では幾何拘束に基づく大

域的手法とエッジ対応に基づく局所的手法の統合の相

乗効果により，センサ間の初期位置・姿勢の変動に対

するロバスト性と精度を向上させた．本論文では，曲

面のみから構成される物体に対する位置合せについて

は取り扱わなかったが，今後の課題として，このよう

な対象にも適応できるように本手法を拡張することが

挙げられる．
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