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要 旨 

インフラ構造物の維持管理作業のために，多数の画像から 3 次元 as-isモデルを生成可能な Structure from Motionと Multi-

View Stereo (SfM-MVS)技術の活用が広がっている．しかし，高品質な 3次元モデルを生成するには，どのカメラポーズで画

像撮影するかの事前推定は困難なため，生成されるモデルの品質が低下する場合がある．本研究では SfM-MVSによる効率

的で高品質な as-is モデル生成のための最適撮影計画支援システムの開発を目的とする．本報では，予測されたモデル上の

低品質領域に対し，複数視点から追加撮影を行うカメラポーズを推定できるように手法の改良を行ったので報告する． 

1. はじめに 

近年，カメラのみでテクスチャリッチな as-isモデルを効

率的に生成可能な写真計測技術である Structure from Motion

と Multi-View Stereo (SfM-MVS)を，インフラ構造物の 3次

元 as-is (現況反映型)モデル生成に利用する動きが広がって

いる[1]．SfM-MVS はオーバラップをもつ多数の画像を入力

し，高密度なモデルを自動生成できる．しかし，どのカメラ

ポーズ(カメラの位置と姿勢)で画像を撮影すれば，高品質な

モデルが生成可能かの事前推定が困難である．そのため，

撮影した画像の位置や枚数が不適切であると，カメラポー

ズの推定が失敗する場合や，非再構成領域（穴）や大きな形

状誤差をもつ品質低下領域を含んだ高密度モデルが生成さ

れる．一方，過剰な撮影を行うと高密度モデルを生成する

MVS 処理時間が膨大となる問題が生ずる．

この問題解決のため，本研究では図 1 に示すように，短

時間で計算可能な SfM処理で推定される 3次元タイポイン

トとカメラポーズのみから，MVS 処理により最終的に生成

される高密度なモデルの品質を予測し，低品質と予測され

た領域の品質を改善できる最適な追加画像撮影位置を推定

してきた[2]．本報では，既報[2]の追加撮影用カメラポーズ

推定をより効率的に行うために，低品質領域の近似平面フ

ィッティング手法の改良と，単一の低品質領域に対し複数

視点から追加撮影を行うカメラポーズを推定できるよう手

法の改良を行い，その有効性を評価した．

2. 既報手法の概要と問題点
2.1. 既報手法の概要

追加撮影用カメラポーズ推定手法[2]について述べる．図

2 のように，まず追加撮影のためのカメラ位置の候補領域

を，近似物体表面モデルと既撮影カメラ位置を含む Oriented 

Bounding Box である撮影位置候補領域(A)として生成する．

次に，既報[2]で選択された低品質領域に基づいた追加撮影

のカメラ位置候補領域を推定する．低品質領域に最小二乗

平面𝑃𝐿𝑆をフィッティングし，低品質領域からの四角錐台を

定義し，この錐台内の領域を，追加撮影位置候補領域(B)と

する．最後に，これらの領域(A)と(B)の積領域(A ∩ B)内にお

いて，候補点を指定数だけランダムな位置に生成し，その

点集合をカメラ位置候補集合𝐶 = {𝒄𝑖 }とする．

次に，𝐶内の各カメラ位置𝒄𝑖に対し，以下の式(1),(3)で定

義される 2 種類の追加撮影位置の最適性評価指標を計算し，

式 (4)の目的関数を最小化する位置を最適追加撮影位置

𝒄𝑁𝐵𝑉として選択する．

1) 正対撮影の評価指標

追加撮影位置𝒄𝑖が低品質領域にどの程度正対しているか

を評価するため，𝑃𝐿𝑆の法線𝒏と低品質領域の重心点𝒑から，

式(1)で定義される指標𝑁𝐵𝑉𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦
𝑖 を計算する． 

𝑁𝐵𝑉𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦
𝑖 = 1 − (𝒏 ∙

𝒄𝑖 − 𝒑

‖𝒄𝑖 − 𝒑‖
) (1) 

2) 基線比の評価指標

既撮影カメラ中で低品質領域を最もカバーする参照カメラ

位置𝒄𝑟，追加撮影位置𝒄𝑖，領域重心点𝒑の位置関係が，MVS

再構成に適切な相対配置にあるかを評価した基線比を式(2)

で求める．基線比は SfM-MVS の経験則である画像間角度

を反映した評価指標であり，𝑁𝐵𝑉𝐵𝐻
𝑖 として式(3)で評価する． 

𝐵𝐻 𝑖 = |
‖𝒄𝑖 − 𝒄𝑟‖

‖𝒄𝑟𝑖 − 𝒑‖
− 0.536| (2) 

𝑁𝐵𝑉𝐵𝐻
𝑖 =

𝐵𝐻 𝑖 − 𝐵𝐻𝑚𝑎𝑥

𝐵𝐻𝑚𝑖𝑛 − 𝐵𝐻𝑚𝑎𝑥

(3) 
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式(1)，(3)の重み付き和を目的関数(4)とし，これが最小と

なる位置𝒄𝑖を最適追加撮影位置𝒄𝑁𝐵𝑉として導出する．

𝒄𝑁𝐵𝑉 = arg  min
𝒄𝑖∈𝐶

(𝑤𝑓 𝑁𝐵𝑉𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙𝑖𝑡𝑦
𝑖 + 𝑤𝐵𝐻 𝑁𝐵𝑉𝐵𝐻

𝑖 ) (4) 

ただし𝑤𝑓 , 𝑤𝐵𝐻は重みであり，𝑤𝑓 = 𝑤𝐵𝐻 = 1/2とした．最後

に，式(4)で選択された𝒄𝑁𝐵𝑉から，低品質領域重心点𝒑へのベ

クトルを，追加撮影の最適カメラ姿勢として決定する．

2.2. 既報 [2]の問題点

既報[2]の問題点は，2 点ある．まず，追加撮影位置候補領

域(B)を生成する際，選択した低品質領域の形状にかかわら

ず，最小二乗法を用いて平面をフィッティングしている．

そのため低品質領域と平面との差異が大きい場合，領域の

近似誤差が大きくなり，結果的に低品質領域に正対しない

カメラ位置候補が配置され，低品質領域の品質を向上させ

るのに効果的なカメラポーズを推定できない問題がある．

また既報[2]では，式(2)の𝒄𝑟を，選択した低品質領域内で

最多のタイポイント撮影点数をもつ既撮影画像位置として

𝒄𝑁𝐵𝑉を推定していた．しかし式(2)で𝒄𝑁𝐵𝑉が𝒄𝑟のみに依存し，

さらに追加される画像が一枚のみとなるため，低品質領域

1 カ所に対する大幅な改善ができない場合があった． 

3. 提案する追加撮影位置の導出手法 

そこで，選択した低品質領域に対して，RANSAC を用い

て複数の平面フィットを行う方法に改良する．但し，低品

質領域を構成するメッシュ頂点のタイポイントのみに平面

フィットを行っても，点数が少なく適切な平面を推定でき

ない．そのため図 2 のように，メッシュ面分内にランダム

点を多数生成し，これらの点群と頂点に対し平面 RANSAC

を反復することで，領域にフィットする複数平面を抽出す

る．これにより複雑形状を持つ低品質領域を複数に分割し

た各領域で追加撮影カメラポーズを求めることができる．

次に，参照画像への依存性を解消するために，単一の低

品質領域に対し，反復的に複数の追加撮影位置を導出する．

式(2)の参照画像位置𝒄𝑟 に𝒄𝑁𝐵𝑉を代入し，式(4)より再度，最

適追加撮影位置𝒄𝑁𝐵𝑉
′ を求める．これを反復し，分割された

低品質領域 1 カ所に対しても，必要に応じ複数視点の追加

撮影カメラポーズを求めることが可能となる． 

4. 有効性検証実験
雁来大橋橋脚外周を密に撮影した 171 枚の元画像集合𝑈

から，ランダムに選択した 30枚を初期画像集合𝐼0とし，提

案手法により最適な追加撮影カメラ位置を導出した．SfM-

MVS には Context-Capture[3]を用いた．𝐼0から生成した近似

物体表面モデル，品質予測結果，および追加撮影用カメラ

ポーズを図 3 に示す．次に，算出された最適カメラポーズ

に最も近い撮影画像を画像群𝑈 − 𝐼0内から選択し，𝐼0に追加

し撮影済み画像集合𝐼1を生成する．以上の画像追加を 5 回

反復し，最終的に 92 枚の画像群𝐼5，𝐼0および既報[2]で画像

追加を 7 回反復し，最終的に 72 枚の画像から各々生成した

高密度メッシュモデルを図 4(a)-(c)に比較した．図 5に，奇

数回の画像集合追加ごとに生成した高密度メッシュモデル

と地上型レーザスキャナ点群との平均誤差の推移を示す． 

本報および既報手法のいずれも，形状に欠損部のない高

密度モデルを生成可能であることが確認された．本報の手

法では，追加した総画像数が既報よりも増加したが，1回あ

たりに追加すべき画像数が増えたため，1 回目の画像追加

で再構成モデルの誤差が既報より大幅に減少したことがわ

かる．また，同程度のモデル誤差に達する SfMの反復回数

も減少し，実現場での追加撮影作業の効率を考えると，既

報のような 1 画像ずつの追加より，効率的に低品質領域の

誤差改善が行えることが分かった．一方，最終的な画像枚

数は増加し，MVS 再構成時間が増加することも確認された． 

5. おわりに 

本報では，SfM-MVS による再構成モデル上の低品質領域

の品質を効果的に向上できる複数視点からの追加撮影用カ

メラポーズ推定手法を提案し，その有効性を単一視点の追

加撮影の場合と比較評価した．その結果，追加画像枚数は

増加するものの，初期の画像追加時に，より効率的に低品

質領域のモデル誤差を改善できる可能性が示唆された．
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図 3 初期画像集合(30枚)を用いた提案手法適用結果  

図 4 MVS による高密度メッシュモデル(矢印：欠損部) 
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