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要 旨 

多数の画像から３次元モデルを再構成可能な SfM-MVS が様々な環境計測に活用されている．しかしモデルが再構成さ

れていても，現在の SfM-MVS ソフトウエアでは，モデル上の再構成精度の局所的な良否をユーザが把握できない．そこ

で，従来研究である「平行ステレオ画像ペアの視差マップに基づいた視差信頼度の推定手法」を応用し，本研究ではMVS

再構成時の複数画像ペアの深度マップに基づいて，モデル上の MVS 再構成点毎に精度レベルを推定できる手法を開発す

る．本報では，提案する精度推定手法のための従来研究の調査結果と，妥当性検証のための予備実験結果を述べる． 

1 はじめに 

多数のオーバーラップ画像から 3次元モデルを自動で再

構成できる Structure-from-Motion-Multi-View-Stereo(SfM-

MVS)[1]が，土木・測量などの大規模環境計測に活用され

ている．しかし SfM-MVS では，撮影画像の状態に依存し

てモデルの再構成精度に局所的な差が出やすい．特に，低

テクスチャ部やオクルージョン部では，精度劣化が顕著と

なる．しかし現在の SfM-MVS ソフトウエアでは，モデル

上の再構成精度の局所的な良否の情報をユーザに提供し

ないため，図 1 のようにモデル上で利用可と不可な部分を

ユーザが判別できず，実用上の問題となっている．

これまで，SfM-MVS 再構成精度の向上を目的とし，

SfM-MVS 再構成点のもつ幾何学的／光学的指標を閾値処

理する手法[2]や，画像中の空領域を機械学習で削除する手

法[3]などが提案されているが，いずれも再構成点毎の精度

レベルを予測することはできない．

そこで本研究では，これまでステレオ画像計測で研究さ

れてきた「平行ステレオ画像ペアの視差情報に基づいた視

差信頼度の推定手法」を応用し，MVS 時の複数画像ペアの

深度情報に基づきモデル上の MVS 再構成点毎の精度レベ

ルの差異を分類推定できる手法を開発する．

本報では，提案手法の基本コンセプト，従来研究の調査

結果，ならびに手法の妥当性検証のための予備実験結果を

述べる． 

2 提案手法の基本コンセプト 

本手法では，従来のステレオ画像計測時に得られる「平

行ステレオ画像ペアのマッチング後の視差マップから視

差自体の信頼度を推定する手法」の考え方を応用し，「MVS

再構成時に得られる深度マップから MVS 再構成点の信頼

度に相当する精度レベルが推定できる」と仮定する．ステ

レオ計測では，視差と深度間には一対一対応があるため，

この仮定は妥当と思われる．

本手法の概要を図 2 に示す．図のように，まずど

の MVS ソフトウエアの処理でも必ず生成される各

画像に対応した深度マップを，視差マップ相当情報

と捉え，各画像の画素ごとの深度信頼度を算出した

深度信頼度マップを生成する．次に，複数画像間で

深度マップを合成し MVS 再構成点を計算する際，

この深度信頼度を各再構成点へ属性付けし，この信

頼度を各再構成点の精度レベルを示す指標とする． 

3 視差信頼度の推定方法 

3.1 視差信頼度推定方法の選択 

視差マップ上での視差信頼度に関しては，これま

で数多くの信頼度計算方法が研究されてきた．これ

ら多くの信頼度計算方法の網羅的な性能比較を行ったサ

ーベイ論文[2][3]によれば，マップを入力とする畳み込みニ

ューラルネットワーク(CNN)の一種である Confidence CNN 

(CCNN)[4]による信頼度計算が良好な結果を残している．

また CCNNは，信頼度計算の入力が片側視差マップのみで

良く，一般に入力画像が平行ステレオ画像ペアになってい

ない MVS との親和性がある．従って，本手法では視差信

頼度の推定方法として，この CCNN の手法を応用する．  

図 3 元画像(左上)とステレオ視差マップ(左下) [4] 
右上拡大画像：正しい視差の領域 
右下の拡大画像：誤った視差の領域 

図 1 MVS再構成点群と精度レベル 

図 2 本研究の基本コンセプト 
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3.2 Confidence CNN (CCNN)による視差信頼度推定[4] 

図 3 のように，CCNNは視差マップ中の正確・不正確な

部分に頻出する局所的な視差パターンの違いから，それぞ

れの部分を深層学習を用いて 2クラス分類する．その結果，

視差マップ中の各画素毎に，その視差が正確である確率（0

から 1 までの変数）が視差信頼度として与えられる．具体

的には，Ground truth 付視差マップを用い，視差信頼度と視

差パターンの関係を局所窓毎に CNN で学習し，その学習

モデルを用いて未知の視差マップから視差信頼度を分類

する．図 4 に，CCNNによりステレオ画像ペアから推定し

た視差マップとその視差信頼度マップ例を示す．図 4(c)の

ように，マップには，画素毎に視差が正確である確率（白：

1，黒：0 とした 0 から 1 までの変数）が与えられるため，

その後，深度データの異常や精度劣化を判定する情報とし

て活用できる．

CCNN のネットワーク構造を図 5 に示す．入力は視差マ

ップ上の 9×9 画素の局所窓であり，出力は窓の中心画素

に対応する視差の信頼度である．活性化関数には ReLU を

用いる．この構造や窓幅は予備実験で決定している． 

学習時に正解として与える視差信頼度は，視差マップと

その Ground truth 間の差分マップを 2 値化した「正確・不

正確」の 2 クラスを与える．学習の際には損失関数として

交差エントロピを，出力層の活性化関数としてシグモイド

関数を用いている．  

4 妥当性検証のための予備実験 

CCNN [4]では，ステレオ計測において視差信頼度が低下

する部分では，視差マップ上に対応するパターンが現れる

関係を利用していた．これと同様に，MVS 再構成でも，再

構成信頼度が低下（再構成誤差が増加）する部分で，深度

マップ上に対応する特有のパターンが現れるかの予備実

験を，提案手法の妥当性検証のため行った．

図 6 に屋内環境を SfM-MVS 再構成によって推定した深

度マップ例を示す．SfM-MVS ソフトウエアには[5]の再構

成手法を実装した COLMAP[6]を用い，画像データセット

には図 6(a)に示す ETH3D[7]内の kicker を用いた．図 6(b) 

の深度マップ中において，特に物体境界部や低テクスチャ

部（右の白壁，天井など）など MVS 再構成誤差が増加す

る部分で, 図 5(c)の視差マップに現れたものと同様の斑点

状の特有パターンが確認できる．従って MVS 再構成にお

いても，深度マップ上のこれらパターンの違いを [4]の

CCNN のようなネットワークにより学習することで，再構

成信頼度を推定可能なことが示唆される． 

また CCNNは，単一の視差マップのみから信頼度を計算

するネットワーク構造をとるため，MVSのように入力画像

が平行ステレオ画像ペアではない場合も，再構成に関与す

る画像１枚ごとに同様の信頼度計算プロセスをとれる．さ

らに，本手法では，視差の代わりに深度が信頼度推定の入

力になるが，視差と深度間には一対一対応関係があるため

問題とはならないと考えられる． 

5 まとめ・今後の課題 

本報では，「平行ステレオ画像ペアの視差情報に基づい

た視差信頼度の推定手法」を応用し，MVS 時の複数画像ペ

アの深度情報に基づき，モデル上の MVS 再構成点毎の精

度レベルを分類推定できる可能性を提案した．また，単一

視差マップから視差信頼度を CNN により推定する

CCNN[4]の手法を，MVS 処理時の深度マップからの再構成

点精度レベル推定にも応用できる可能性を予備実験によ

り確認した． 今後は，CCNN学習時に必要な MVS 再構成

の正解深度データ作成や CCNN 実装，深度信頼度と再構成

精度との定量関係把握が必要である．また様々なシーンに

おける学習モデルの汎用性も評価したい． 
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図 6 SfM-MVS再構成で推定した深度マップ 

(a)元画像[7]

 

(b)深度マップ
 

 

図 5 CCNNのネットワーク構造 
入力：視差マップ内の 9×9画素の窓， 出力：視差の信頼度 

(b) ステレオ画像ペアから推定した視差マップ

(a) 元画像（ステレオ画像ペアの片方）

(c) CCNNが出力した視差信頼度マップ
図 4 CCNNによる視差信頼度の推定例

9×9×1
conv(3×3s1,64)
ReLU

7×7×64
conv(3×3s1,64)
ReLU

5×5×64
conv(3×3s1,64)
ReLU

3×3×64
conv(3×3s1,64)
ReLU

1×1×64 100
ReLU

100
ReLU 1

2- 9

36 2020年度精密工学会北海道支部学術講演会

https://github.com/colmap/colmap



