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要 旨 
本研究は，環境３次元レーザ計測支援を目的とし，カメラ画像への既計測点群の重畳表示システムを構築する．本手法は

カメラ画像と既計測点群から生成した画像の対応点抽出に基づくマッチング，点群内のカメラ位置姿勢推定，カメラ画像上
への点群重畳表示からなっている．本報では，より安定かつ高精度なカメラ位置姿勢推定のための，点群未計測部に起因す
る誤った画像対応点の除去による，画像間のマッチング精度改善法について提案する．

1. はじめに

近年，地上レーザスキャナ（TLS）を用いて取得される
点群データは，プラント，土木建築，法廷問題，エンター
テイメント，文化財などの幅広い分野で用いられている．
TLS は計測対象を高精度に計測できるが，遮蔽等による未
計測箇所があったり，スキャナからの距離やレーザ入射角
の悪条件により，計測点群が十分な品質（高い点密度や小
さな計測誤差など）を持っていない場合がある．これらの
問題を回避するために，多くの箇所から過剰な計測を行う
場合があるが，計測に時間を要する上，データ量が膨大に
なりハンドリングコストが高まるといった問題が生じる．
最悪の場合には，現場を離れてからの点群確認の後に，再
計測を行わなければならない．このような現状において計
測現場で即座かつ直感的に計測点群の品質等の情報を確
認できることは，質の高い計測点群取得の支援になると考
えられる．
そこで本研究では，現場における計測点群の即座かつ直

感的な確認による TLS 計測作業支援を目的とし，実環境を
撮影したカメラ画像への点群重畳表示システムを開発す
る．前報[1]では，既計測点群から生成した画像（以降点群
画像とする）とカメラ画像間の対応抽出に基づくマッチン
グと，点群空間におけるカメラの位置姿勢推定により，計
測点群の情報をカメラ画像上に重畳表示する手法を提案
した．しかし，点群未計測部の影響による誤った対応点の
抽出によるカメラの位置姿勢推定の失敗や精度低下の問
題があった．本報では，点群未計測部周辺の誤対応の除去
によるカメラ画像と点群画像間のマッチング精度改善法
を提案し，カメラの位置姿勢推定の安定性，および精度向
上を行ったので報告する． 
2. 提案する点群重畳表示手法
2.1 既提案法の概要と問題点

本研究では点群内でのカメラの位置姿勢をリアルタイ
ムで求め，実環境を撮影したカメラ画像上に点群の未計測
部や品質（レーザ入射角やスキャナからの距離など）の情
報を重畳する．既提案の点群重畳手法[1]（図 1 中黄色部）
の流れを以下に示す．
1. 点群画像生成：前処理で求めておいたカメラの内部パラ
メータを用いて，点群から点群画像を生成する．

2. 特徴点検出： ORB[2]の FAST 特徴検出器によって点群
画像とカメラ画像の特徴点を検出する．FAST 特徴検出器
では自身との画素値の差が一定以上の連続する周辺画素
を持つ画素を特徴点として検出する．

3. 対応点抽出：ORBの BRIEF 特徴記述子によってカメラ
画像と点群画像間の対応点集合を抽出し，得られた対応

点集合に対して RANSAC[4]による外れ値除去を行う． 
4. カメラ位置姿勢推定：カメラ画像と点群画像を介して得
られる点群中の対応点を用いて PnP 問題を解くことによ
り点群中のカメラの位置姿勢を推定する．

5. 点群重畳表示：推定したカメラ位置姿勢から，点群の未
計測箇所および品質（レーザ入射角やスキャナからの距
離など）を表す点群重畳用画像を生成し，カメラ画像上
へ重畳表示を行う．
既提案法により，点群の未計測箇所や点群の品質を，カ

メラで撮影した画像上にリアルタイム表示可能なことを
確認した（図 1）．一方で，既提案法には，点群の未計測部
の影響によりカメラの位置姿勢推定の精度や安定性が低
下する問題があることを確認した．
2.2 提案するカメラの位置姿勢推定の精度向上法 

2.2.1 提案法の方針 

FAST 特徴検出器は注目画素と周囲の画素との画素値の
比較により特徴点を検出するため，点群画像においては，
点群の未計測部に対応する画素の影響を受けた特徴点が
多く検出され（図 5（c）），結果として正しい対応点が抽出
されない場合が生じる．そのため，本報では未計測部の影
響を受けて生じた特徴点を検出しないようにすることで，
点群画像とカメラ画像とのマッチングの安定性と精度を
向上させる． 
点群画像において，点の色が割り当てられた画素を前景

画素と呼ぶことにすると，点群画像から検出される未計測

図 1 提案手法の概要 
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部の影響を受けた特徴点は，特徴点自身が未計測部内にす
るもの（タイプ A）と，未計測部の画素を周囲に含む前景
画素に存在するもの（タイプ B）の 2 つに分けられる．更
にタイプ B の特徴点は，計測時の遮蔽や物体表面の反射特
性等による未計測境界付近（タイプ B1）と，物体の実境界
付近（タイプ B2）に存在するものとに分けることができる
（図 2）．タイプ B2 以外の特徴点は，実環境中には存在し
ない未計測領域の影響のみを受けて生じているため，カメ
ラ画像中には特徴として表れず，正しい対応点とはなり得
ない．そのため本研究ではタイプ A とタイプ B1 の特徴点
を除去対象とする．
2.2.2 未計測部の影響を受けにくいカメラ画像-点群画

像の対応抽出 

本手法は，前処理として点群からの物体境界点抽出（図
1）を行い，点群画像からの特徴点検出処理は，物体境界以
外の未計測部の色補間（図 2①），特徴点検出（図 2②），そ
して不適特徴点除去（図 2③）からなる．タイプ A の特徴
点は元の未計測領域を考慮した不適特徴点除去により消
去し，タイプ B1 の特徴点は，色補間処理に検出されなく
なる（未計測領域の内部に移動し，不適特徴点として除去
される）．一方でタイプ B2 の特徴点は，物体境界点の周辺
が補完されず画像が変化しないため，保持される．  
まず点群から物体境界点を抽出する．物体境界点は，レ

ーザ計測時のレーザ照射の方位角と仰角で点を規則配置
した構造化点群上[3]で近接する点がスキャナ位置から見
て一定距離以上遠方にある点として検出する（図 3）．次に
点群画像上で物体境界付近以外の未計測部に対して色補
間を行う．色補間は，未計測部の画素𝑘𝑘を中心とするカーネ
ル内（本研究では，5×5px の窓を利用）に物体境界点が存
在しない場合，カーネル内に存在する前景の画素集合𝑅𝑅(𝑘𝑘)
の画素値の平均を𝑘𝑘に割り当てることにより行う（図 4）．
そして，得られた点群補間画像から FAST 特徴検出器によ
り特徴点を検出し，最後に不適特徴点除去では補間前の点
群画像の未計測領域の画素に対応する特徴点を除去する．
対応点抽出処理では，点群画像に対して以上の処理を適用
し得られた特徴点を用いる．
3. 提案手法の適用結果および精度評価実験

北海道大学内の熱源機械室を対象に提案手法を適用し
た．点群は FARO FOCUS 3D S120 を用いて 1 ヵ所から取
得した約 1 千万点のものを用いた．カメラ画像は Surface 
Pro 7 のフロントカメラ（解像度 640×360px）を用いて取
得した．図 5（a）（b）に点群画像とその点群補間画像を示
し，同図（c）（d）に前報および提案法適用後の点群画像中
の特徴点抽出結果を示す．結果より，未計測部や遮蔽境界
上の特徴点が減少していることが分かる．  
また，カメラ位置姿勢推定の精度と安定性向上への提案

手法の効果を確認するために，カメラ位置姿勢の真値が既
知の 50 フレームのカメラ画像に対して，既提案法と提案
手法を適用し，カメラ位置姿勢の推定誤差および推定成功
フレーム数を評価した．カメラ位置姿勢の推定誤差の評価
結果を表 1 に示す．結果より，提案手法は推定カメラ位置
姿勢の平均誤差，最大誤差，標準偏差をすべて低減してい
ることが分かる．またカメラ位置姿勢の推定成功フレーム
率は既提案法の 84（42/50）％に対し，提案手法は 98
（49/50）％であった．以上より，提案手法はカメラ位置姿
勢推定の精度および安定性向上に有効であることが分か
った．
物体境界点抽出の処理時間は 0.32 秒であった．また，提 

表 1 カメラの位置姿勢推定の精度評価 
位置[m] 姿勢[°]

既提案法 提案手法 既提案法 提案手法
平均誤差 0.202 0.142 0.859 0.614
最大誤差 0.807 0.446 4.029 1.684
標準偏差 0.184 0.080 0.755 0.340

案手法を用いた 1フレームあたりのカメラの位置姿勢推定
時間は約 0.6 秒（CPU：Intel Core i7-1067G7）であり，提
案した不適特徴点除去の導入により処理時間が約 0.35 秒
増加した． 
4. おわりに
本報では，カメラ画像と点群画像の対応抽出に基づくカ

メラ画像上へのリアルタイム点群重畳表示における，点群
画像の未計測箇所の不適特徴点除去手法を提案し，カメラ
の位置姿勢推定の精度と安定性向上が行えることを確認
した．
参考文献 

[1] 大野他, 環境 3 次元レーザ計測支援のための実環境への点群重畳表示に
関する研究, 2020 年度精密工学会秋季大会学術講演会講演論文集, A0407
(2020) 

[2] E. Rublee et al., ORB: An efficient alternative to SIFT or SURF, Proc. 2011
IEEE International Conference on Computer Vision, 2564-2571 (2011) 

[3] 髙橋他, レーザ計測点群からの規則性を考慮した屋内環境モデリング,
2019 年度精密工学会北海道支部学術講演会講演論文集, 657-658 (2019) 

[4] M.A. Fischler et al., Random sample consensus: a paradigm for model
fitting with applications to image analysis and automated cartography,
Communications of the ACM, 24(6), 381-395 (1981) 

図 2 不適特徴点除去の概要 

図 3 物体境界抽出 図 4 未計測部の補間 
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