画像からの高精度な 3 次元復元に関する研究
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はじめに
近年のように，大量のマルチメディアデータ情報が

氾濫している時代において，そのマルチメディアデー
タからの情報を自動的に抽出することが重要な課題
(a)

となっている．本研究室では，画像情報に注目し，ビ
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Fig. 1 (a) Original images. (b) Feature space.

本稿では，それらに対する基礎または応用技術と
して，画像間の対応付け法に関する研究，単眼車載カ
メラ画像からの 3 次元復元に関する研究，車載カメ
ラ映像からの道路標識の検出について報告する．
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画像間の対応付けに関する研究
(a)

複数の画像間で対応するものを見つける処理は，ほ
とんどのコンピュータビジョン技術の応用において，
最初に行なわれる必要不可欠な要素技術である．そ
して，その対応づけの精度は後段の応用に大きく影
響する．対応付けの難しいケースとして，

• カメラの相対的な距離が遠い (ワイドベースライ
ン) 場合

(b)

(c)

Fig. 2 (a) Original images. (b) Lowe’s method [1]. (c)
Proposed method.

• シーンに対応付けの要素となる特徴がない場合

提案した [4]．この特徴量空間においてアフィン部分

• シーン内に繰り返しパターンを含む場合

空間を検出することにより，繰り返しパターン領域を

が挙げられる．本研究では，これらの問題に対し，そ

検出するだけでなく，特徴量空間間での変換を求める

れぞれ

ことで，画像間の繰り返しパターン領域同士の対応
を決定できる．また，計算時間も二桁ほど削減するこ

• アフィン不変な特徴量を用いたワイドベースラ

とができた．

• 布の皺や襞などに対する特徴抽出と対応付け

して，SIFT 記述子 [1] をベースにアフィン不変な記

インの対応付け

• 繰り返しパターン要素の特徴量空間を用いた対

また，ワイドベースラインに対するアプローチと
述子の開発を進めている．

応付け

3

単眼移動カメラ画像からの 3 次元復元

のアプローチで研究を続けている．
繰り返しパターンを含むシーンに対する対応付け
法では，繰り返しパターン内 n の特徴とそうでない
部分の特徴を分離して，前者は繰り返しパターンに依
存しない記述子を用いて対応付けを行い，後者はそれ
から得られた幾何学的関係を利用して，対応付けす
る方法を提案した [2]．この方法では，正確な対応付
けが行えるものの，計算時間が掛かるため，新たに，
繰り返しパターン要素の特徴量空間を用いる方法を

カメラを登載したロボットや自律走行車が，移動
しながら環境を撮影し，移動前後の画像からシーン
を復元する研究も行っている．ここでは，屋内や市街
地では平面状の物体が数多く存在することを利用し，
それらに対する複数の射影変換行列を用いた復元方
法を提案している [3]．
この方法では，通常の基本行列を元とした復元に
比べて，単純であるだけでなく，基準面からの高さで

Fig. 3

直進画像

Fig. 4 図 3 に対する復元結果．
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まとめ
我々は，マルチメディア情報における画像情報に注

目し，その画像情報から如何に精度良く情報を抽出
するかに関する研究を行っており，ここでは，まず数
多くの応用の基礎技術となる画像間の対応付けに関
する研究や，また応用技術としては，単眼移動カメラ
からのシーン 3 次元復元方法や車載カメラ映像から
の道路標識の検出に関する研究について，それぞれ
紹介を行った．これらに関して，今後も更なる改良を
続ける予定である．

Fig. 5 車載カメラ映像からの標識の検出 (従来法 (上
段)．提案法 (下段))．
直接グルーピングできるため，障害物を容易に検出
できることを示した．
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車載カメラ映像からの道路標識の検出
道路上の標識データベースを地理情報システムに

融合するためのシステムの開発を行っている．ここで
は，容易な方法でデータ収集が行えるよう，車載され
たビデオカメラで進行方向を撮影したビデオ映像を
オフライン処理により解析し，標識を認識すること
を考える．
本研究では，このビデオ映像から標識を検出する
ことを目的とする．ここでは，標識に用いられている
色に着目して色のヒストグラムを用い，連続するフ
レームにおいて尤度が最大となるフレームおよび画
像内の位置を検出結果として出力することで，比較
的安定な大きさで検出できる方法を提案した [5]．し
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