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色彩画像と距離画像を併用した 3次元環境モデルの生成手法に関する研究

1. 緒言
移動ロボットにおいて，事前に地図などの環境情報を

与えることが難しい場合，ロボット自身の自己位置の

推定と環境地図の作成を同時に行わなければならない．

この問題は，SLAM（Simulateneous Localization and

Mapping）問題と呼ばれ，広く研究されている．

これまでに SLAM問題に関する多くの研究が報告さ

れている．北島らの手法 [1]ではステレオカメラ画像か

ら SIFT特徴を取得し，ステレオカメラ画像のマッチン

グによって得られた距離情報と対応付けることにより，

SIFT特徴をランドマークとして，自己位置の推定を行

う．そして，光学式測域センサによる距離情報によって

2次元平面の環境地図を生成している．この手法の精度

は抽出された SIFT特徴量の数に依存しており，ステレ

オカメラから取得した画像間の SIFT特徴によるマッチ

ング，光学式測域センサなどの他のデバイスとの整合性

などを考える必要がある．

そこで本研究では，カメラと距離画像センサを搭載し

た移動ロボットにおける未知領域内での 3次元環境地図

の生成を目的とし，物体の立体的な形状と色彩情報を含

んだ点群から，床や壁，障害物などの周囲の環境認識を

するための環境地図の構築手法を提案する．これにより，

床や壁・天井などがテクスチャ付きの平面によって構成

された 3次元環境モデルが生成される．提案した 3次元

環境モデルの生成手法により 3次元環境モデルの生成実

験を行い，その有効性を示す．

2. 提案手法
提案手法では，SURF特徴に 3次元の位置情報を付加

した画像特徴をランドマークとし，フレーム間で特徴点

の位置合わせを行う．対応する特徴点の移動量によって

カメラの位置・姿勢推定を行う．この推定されたカメラ

の位置と姿勢により，距離画像の全ての画素を空間モデ

ルの 3次元位置に変換することで点群による環境地図が

生成される．次にこの点群から RANSACを拡張した 3

次元 RANSACによって平面を推定し，推定平面と色彩

画像からテクスチャを構成する．これにより，床や壁・

天井などがテクスチャ付きの平面によって構成された 3

次元環境モデルが生成される．以下に，その手順につい

て述べる．

2.1. フレーム間の位置合わせ

カメラの位置姿勢を推定するためには，連続する 2枚

のフレーム画像間の位置合わせが必要である．時刻 tに

おけるカメラ画像を C(t), 距離画像を D(t)とする．ま

た，カメラ画像C(t)における画像特徴を Sn(t)，画像特

徴の距離画像における 3次元位置を In(t)とする．

図 1に時刻 tと時刻 t − 1の対応関係を示す．画像特

徴には，画像の拡大縮小や回転，照明変化にロバストな

SURFを使用し，さらに，特徴点の距離情報を加味する

図 1 フレーム間の対応関係

ことで特徴点マッチングの精度の向上を図る．ただし，

カメラ画像と距離画像は予めキャリブレーションを行い，

カメラ画像における任意の点の 3 次元座標を距離画像

から取得できるものとする．これら 2つの特徴間には直

接的な関係を持たないため，それぞれに重みパラメータ

を定める．対応点の決定には特徴量のユークリッド距離

が最小となる特徴点を選択する．また，逸脱した移動量

を持つ誤対応点は RANSACアルゴリズムによって除去

する．

2.2. カメラの位置姿勢推定

一般的なカメラモデルは，射影行列 Pによって表さ

れる．この射影行列 Pはカメラの内部変数を表現する

内部変数 Aとカメラの位置と姿勢を表現する外部変数

[R|T]によって構成される（式 (1)）．カメラの位置と姿

勢の推定は射影行列 Pを求めることで行う．

P = A[R|T] (1)

対応する特徴点 Sn(t)と Sn(t− 1)の 3次元移動量と

色彩画像上の移動量からカメラの姿勢変化のパラメータ

である射影行列 Pを線形計算により求める．SURF特

徴量によって求まった特徴点と距離画像の 3次元位置情

報を元に，時刻 tから時刻 t − 1へのカメラの姿勢変化

のパラメータ [R|T]の各要素が求まる．

2.3. 点群データの生成

撮影開始時点を世界座標の原点として，時刻 tでのカ

メラの姿勢は次式のように表現できる．

[R|T]t =
t∏

i=1

[Ri|Ti] (2)

これを用いることで，各時刻における距離画像の各画

素をその時刻でのカメラ姿勢に従って 3次元空間上に射

影する（式 (3)）．
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また，距離画像の各画素に対応する色彩情報を含める



ことで，3次元空間上に色彩情報を含む点群データとし

て生成される．

2.4. 平面の推定

平面mを構成する方程式は式 (4)で表現される．

0 = Amx+Bmy + Cmz +Dm (4)

RANSACを拡張した 3次元 RANSACによって点群

データ中に含まれる平面のパラメータAm, Bm, Cm, Dm

を推定する．推定されたパラメータによって，平面を構

成する点群を点群データから除去し，残された点群デー

タに再度 3次元 RANSACを行うことで新たな平面を推

定する．これらの手順を繰り返すことにより，点群デー

タから平面の推定を行う．

2.5. テクスチャの構成

撮影された時点のカメラの位置姿勢に基づいて，距離

画像を 3次元環境上の位置情報に射影する．射影された

画像ごとに，求まった平面方程式を満たす領域を求め，

ラベリング処理を行い，各領域の輪郭と対応するカメラ

画像から色彩情報を取得する．

図 2 凸分解が必要な例 図 3 3角パッチの例

取得した輪郭が図 2のような凹多角形状である場合，

凸多角形の輪郭群に分解する．輪郭上の連続する 3点を

取得し，3点間の外積と内積から内角が 180度以上であ

れば，輪郭上で隣接しない最近傍点を選択し，2つの領

域に分割する．この操作を内角が 180未満の凸多角形の

集合になるまで繰り返す．

テクスチャは 3点で構成される三角パッチによって表

現する．図 3に 3角パッチによるテクスチャ構成の例を

示す．図中の輪郭座標から任意の点 kを選択し，前後 1

点ずつ取り出して k − 1, k + 1とする．取り出した 3点

をもとに三角パッチを構成する．次に，k + 1を新たな

kとして，k + 1方向に進めた点を新たな k + 1とする．

決定した 3点 k − 1, k, k + 1をもとに三角パッチを構成

する．続けて，k− 1を新たな kとし，k− 1方向に進め

た点を新たな k − 1とする．これにより，新たに得られ

た 3点 k−1, k, k+1によって構成される 3点で三角パッ

チを構成する．以上を繰り返すことによりテクスチャを

表現する．

3. 3次元環境モデルの生成実験
本手法の有効性を示すために 3次元環境モデルの生成

実験を行った．実験は屋内の環境を対象とし，自然光と

蛍光灯下の照明条件で行った（図 4）．また，カメラ画像

と距離画像の入力にはKinectセンサ（Microsoft Kinect

for Xbox）を用いた．Kinectセンサを手に持ち移動させ

ることで，3次元環境モデルの生成を行った．図 5にカ

メラの姿勢推定により生成された点群データを示す．

図 4 実験環境

図 5 点群データ 図 6 平面推定

生成された点群データから平面を推定し，3次元環境

モデル上に描画したものを図 6に示す．図より，壁（黄，

青），床（水），机（紫）の平面が推定されていること

が分かる．また誤検出として緑・茶色平面が検出されて

いる．

図 7に推定された平面をテクスチャとして生成した 3

次元環境モデルを示す．天井平面（赤）と壁平面（黄，

青）が垂直に交わっており，机上平面（紫）と床平面（水）

が平行であることから実空間上の平面が正しく 3次元空

間にマッピングされていることが確認された．よって，

平面情報によって構成された 3次元環境モデルが生成が

正しくされており，提案した 3次元環境モデルの生成手

法の有効性が示された．

図 7 生成された 3次元環境モデル

4. 結言
本研究では，平面情報によって構成される 3次元環境

モデルを距離画像と色彩画像を併用することで生成する

手法を提案した．提案手法を用いて 3次元環境モデルの

生成実験を行った結果，カメラの入力画像を 3次元空間

にテクスチャとしてマッピングした色彩情報を含む 3次

元環境モデルが生成され，本手法が有効であることが示

された．
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