
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像撮影手段のキャリブレーションパラメータを推定するキャリブレーション装置にお
いて、
　少なくとも２面を有し、各面には３次元位置が既知なキャリブレーションマーカが所定
の規則に基づいて配置されている

キャリブレーション治具
　 画像撮影手段により撮影された １枚あるいは複数枚
の画像において

前記キャリブレーションマーカ
の画像内位置を計測し、 するキャリブレーションマーカ認識手段と、
　前記キャリブレーションマーカ認識手段により された キャリブレーショ
ンマーカの ３次元位置と 画像内位置を利用して、前記画像撮影手段のキャリブレ
ーションパラメータを推定するパラメータ推定手段と、
　を具備することを特徴とするキャリブレーション装置。
【請求項２】
　前記キャリブレーション治具は、お互いに直交する３面から構成されることを特徴とす
る請求項 に記載のキャリブレーション装置。
【請求項３】
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とともに、当該キャリブレーションマーカが配置された
面の間には、当該キャリブレーションマーカが属する面を規定することが可能な面境界線
、面境界線群または面境界曲線が設けられた と、

前記 前記キャリブレーション治具の
、前記面境界線、面境界線群または面境界曲線を利用して前記キャリブレ

ーション治具の各面またはその一部を認識するとともに、
ラベリング

ラベリング 前記
前記 前記

１



　前記キャリブレーション治具は、前記キャリブレーションマーカが配置された各面に、
少なくとも２種類のキャリブレーションマーカが配置され、当該２種類のマーカの配置関
係から各面におけるマーカの同定あるいは を行うように構成されたことを特徴
とする請求項 に記載のキャリブレーション装置。
【請求項４】
　前記キャリブレーション治具は、大きさ の異なる２種類以上のキャリブ
レーションマーカを有することを特徴とする請求項 に記載のキャリブレーション装置。
【請求項５】
　前記キャリブレーション治具は、

前記キャリブレーションマーカの 、 面が交わる
原点付近に配置されたものであることを特徴とする請求項 に記載のキャリブレーション
装置。
【請求項６】
　

【請求項７】
　前記画撮影装置が撮影する前記キャリブレーション治具の画像は、前記 の
すべてが ほほ中央に るものであることを特徴とする
請求項 に記載のキャリブレーション装置。
【請求項８】
　ステレオ 前記画像撮影装置が撮影する前記キャリブレーション治具の少なく
とも一方の画像は、前記キャリブレーション治具上に配置された複数種類のキャリブレー
ションマーカのうち、 のすべてが ほぼ中央に ように
撮影されたものであることを特徴とする請求項 に記載のキャリブレーション装置。
【請求項９】
　前記画像撮影装置が撮影する前記キャリブレーション治具の画像は、前記

の一部が 中央に位置するように撮影されたものであること
を特徴とする請求項１に記載のキャリブレーション装置。
【請求項１０】
　前記キャリブレーションマーカ認識手段は、前記キャリブレーション治具の各面におけ
るキャリブレーションマーカの の処理を所定の順番に基づいて行い、既に

された近傍マーカの画像位置の情報を利用して、次に されるべきマーカ
の画像内位置を予測するとともに、その予測に従って検出されたマーカ候補から最適な候
補を選択するか、あるいは最適な候補が存在しないと判定するかの処理を行うことを特徴
とする請求項１に記載のキャリブレーション装置。
【請求項１１】
　前記キャリブレーションマーカ認識手段は、前記最適な候補の選択には、予測位置から
の距離を利用することを特徴とする請求項 に記載のキャリブレーション装置。
【請求項１２】
　前記キャリブレーションマーカ認識手段は、前記最適な候補が存在しないと判定するの
に、予測位置からの距離を尺度とし、その距離が所定の閾値を超えていた場合に存在しな
いと判定することを特徴とする請求項 に記載のキャリブレーション装置。
【請求項１３】
　前記キャリブレーションマーカ認識手段において、前記キャリブレーションマーカの

は、螺旋状に行うことを特徴とする請求項 に記載のキャリブレーション装置
。
【請求項１４】
　前記キャリブレーションマーカ認識手段が認識したキャリブレーションマーカの認識結
果 画像撮影手段で撮影された

表示する表示手段をさらに具備することを特徴とする請求項１
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ラベリング
１

、色または形状
３

前記各面の原点または方向ベクトルを検出するための
マーカとして、 中の特殊なマーカが 前記各

３

前記特殊なマーカは、残余のマーカに対して大きさ、色または形状において異なること
を特徴とする請求項５に記載のキャリブレーション装置。

特殊なマーカ
当該画像の 位置するように撮影された

５

撮影を行う

前記特殊なマーカ 当該画像の 位置する
５

面境界線、面
境界線群または面境界曲線 ほぼ

ラベリング ラベ
リング ラベリング

１０

１０

ラ
ベリング １０

を前記 当該キャリブレーションマーカの画像に重畳し、当該
認識結果を重畳した画像を



に記載のキャリブレーション装置。
【請求項１５】
　複数の画像撮影手段のキャリブレーションパラメータを推定するキャリブレーション装
置において、
　少なくとも２面を有し、各面には３次元位置が既知なキャリブレーションマーカが所定
の規則に基づいて配置されている

キャリブレーション治具
　 複数の画像撮影手段により異なる位置から撮影された

１枚あるいは複数枚の画像において
前記キャ

リブレーションマーカの画像内位置を計測し、 するキャリブレーションマーカ
認識手段と、
　前記キャリブレーションマーカ認識手段により された キャリブレーショ
ンマーカの ３次元位置と 画像内位置を利用して、前記複数の画像撮影手段のキャ
リブレーションパラメータを推定するパラメータ推定手段と、
　を具備することを特徴とするキャリブレーション装置。
【請求項１６】
　ステレオアダプタ付きの画像撮影手段のキャリブレーションパラメータを推定するキャ
リブレーション装置において、
　少なくとも２面を有し、各面には３次元位置が既知なキャリブレーションマーカが所定
の規則に基づいて配置されている

キャリブレーション治具
　 ステレオアダプタ付きの画像撮影手段 された
１枚あるいは複数枚の画像において

前記キャリ
ブレーションマーカの画像内位置を計測し、 するキャリブレーションマーカ認
識手段と、
　前記キャリブレーションマーカ認識手段により された キャリブレーショ
ンマーカの ３次元位置と 画像内位置を利用して、前記ステレオアダプタ付きの画
像撮影手段のキャリブレーションパラメータを推定するパラメータ推定手段と、
　を具備することを特徴とするキャリブレーション装置。
【請求項１７】
　画像撮影手段のキャリブレーションパラメータを推定するキャリブレーション装置にお
いて、
　少なくとも２面を有し、各面には３次元位置が既知なキャリブレーションマーカが所定
の規則に基づいて配置されている

キャリブレーション治具 前記画像撮影手
段で撮影した画像 手段と、
　 １枚あるいは複数枚の
画像において

前記キャリブレーションマーカの
画像内位置を計測し、 するキャリブレーションマーカ認識手段と、
　前記キャリブレーションマーカ認識手段により された キャリブレーショ
ンマーカの ３次元位置と 画像内位置を して、前記画像撮影手段のキャリブレ
ーションパラメータを推定するパラメータ推定手段と、
　を具備することを特徴とするキャリブレーション装置。
【請求項１８】
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とともに、当該キャリブレーションマーカが配置された
面の間には、当該キャリブレーションマーカが属する面を規定することが可能な面境界線
、面境界線群または面境界曲線が設けられた と、

前記 前記キャリブレーション治具
の 、前記面境界線、面境界線群または面境界曲線を利
用して前記キャリブレーション治具の各面またはその一部を認識するとともに、

ラベリング

ラベリング 前記
前記 前記

とともに、当該キャリブレーションマーカが配置された
面の間には、当該キャリブレーションマーカが属する面を規定することが可能な面境界線
、面境界線群または面境界曲線が設けられた と、

前記 に撮影 前記キャリブレーション治具の
、前記面境界線、面境界線群または面境界曲線を利用

して前記キャリブレーション治具の各面またはその一部を認識するとともに、
ラベリング

ラベリング 前記
前記 前記

とともに、当該キャリブレーションマーカが配置された
面の間には、当該キャリブレーションマーカが属する面を規定することが可能な面境界線
、面境界線群または面境界曲線が設けられた を、

が入力される
前記入力される手段に入力された前記キャリブレーション治具の

、前記面境界線、面境界線群または面境界曲線を利用して前記キャリブレー
ション治具の各面またはその一部を認識するとともに、

ラベリング
ラベリング 前記

前記 前記 利用



　画像撮影手段のキャリブレーションパラメータを推定するキャリブレーション方法にお
いて、
　少なくとも２面を有し、各面には３次元位置が既知なキャリブレーションマーカが所定
の規則に基づいて配置されている

キャリブレーション治具 前記画像撮影手
段で撮影した画像 工程と、
　 １枚あるいは複数枚の
画像において

前記キャリブレーションマーカの
画像内位置を計測し、 するキャリブレーションマーカを認識する工程と、
　前記キャリブレーションマーカを認識する工程により された キャリブレ
ーションマーカの ３次元位置と 画像内位置を利用して、前記画像撮影手段のキャ
リブレーションパラメータを推定する工程と、
　を有することを特徴とするキャリブレーション方法。
【請求項１９】
　画像撮影手段のキャリブレーションパラメータを推定するためにコンピュータに、
　少なくとも２面を有し、各面には３次元位置が既知なキャリブレーションマーカが所定
の規則に基づいて配置されている

キャリブレーション治具 前記画像撮影手
段で撮影した画像 機能と、
　 １枚あるいは複数枚の画像において

前記キャリブレーションマーカの画像内位置を計測し、
するキャリブレーションマーカを認識する機能と、

　前記 された キャリブレーションマーカの ３次元位置と 画像内位
置を利用して、前記画像撮影手段のキャリブレーションパラメータを推定する機能と、
　を実現させるためのキャリブレーション用プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は、画像撮影装置のキャリブレーションを行うキャリブレーション装置及びキャ
リブレーション方法、 コンピュータをそのようなキャリブレーション装置として
機能させるためのキャリブレーション用 関する。
【０００２】
【従来の技術】
画像撮影装置のキャリブレーション方法、あるいはカメラキャリブレーションは、画像処
理において重要な技術である。この技術は、特に、カメラを利用した３次元計測や物体認
識やロボットによる物体把持などに利用される。カメラキャリブレーション技術は、後述
するように、画像撮影装置（カメラ）の光学的且つ幾何学的特性を規定するものであり、
カメラの射影変換的特性パラメータと環境内におけるカメラの位置姿勢パラメータなどを
推定する問題としても重要である。これらのカメラキャリブレーションパラメータを算出
あるいは推定するためには、カメラが配置された世界座標系内にある３次元位置が既知な
マーカ（キャリブレーション用のマーカあるいはランドマーク）をカメラで撮影し、その
カメラ画像に撮影されたマーカの像の２次元位置を画像内で算出して、両者の位置関係か
ら各種のカメラパラメータを算出することになる。こうしたカメラキャリブレーションの
方法としては、従来より種々知られている（例えば、非特許文献１乃至３参照）。
【０００３】
非特許文献１に開示されている方法では、キャリブレーション治具として、すべて同一の
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とともに、当該キャリブレーションマーカが配置された
面の間には、当該キャリブレーションマーカが属する面を規定することが可能な面境界線
、面境界線群または面境界曲線が設けられた を、

が入力される
前記入力される工程で入力された前記キャリブレーション治具の

、前記面境界線、面境界線群または面境界曲線を利用して前記キャリブレー
ション治具の各面またはその一部を認識するとともに、

ラベリング
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前記 前記

とともに、当該キャリブレーションマーカが配置された
面の間には、当該キャリブレーションマーカが属する面を規定することが可能な面境界線
、面境界線群または面境界曲線が設けられた を、

が入力される
入力された前記キャリブレーション治具の 、前記面

境界線、面境界線群または面境界曲線を利用して前記キャリブレーション治具の各面また
はその一部を認識するとともに、
ラベリング

ラベリング 前記 前記 前記

並びに、
プログラムに



大きさの正方形のキャリブレーションマーカを配置した平面ボードと、その平面ボードを
ｚ軸方向にスライドするｚステージとを用意する。その正方形の頂点を画像処理により認
識することにより、画像内でのキャリブレーションマーカの位置を計測すると共に、ｚス
テージから得られるｚ値と平面ボード上のｘｙ座標とを組み合わせることにより、世界座
標系での３次元位置を計測する。そして、対応するマーカの世界座標系における３次元位
置と複数画像内の２次元位置とを利用しながら、画像撮影装置のキャリブレーションパラ
メータを推定する。
【０００４】
また、非特許文献２は、キャリブレーションマーカを互いに垂直な３平面に配置し、その
マーカを認識することで、画像撮影装置（カメラ）のキャリブレーションを行う方法を開
示している。
【０００５】
非特許文献３では、２平面から構成されるキャリブレーション治具を考案し、そのキャリ
ブレーションボード上には、複数の正方形のマーカを配置し、その正方形のマーカの４個
の頂点を画像処理的に抽出することにより、マーカの画像内位置を推定している。これら
マーカである正方形の色は、背景の色と異なり、さらに２平面を分離できる境界が明確で
あるという特徴がある。
【０００６】
【非特許文献１】
J. Weng, P. Cohen, and M. Herniou, "Camera Calibration with Distortion Models an
d Accuracy Evaluation," IEEE Transactions of Pattern Analysis and Machine Intell
igence, pp. 965-980, 1992
【０００７】
【非特許文献２】
B. Girod, et al, edited, Principles of 3D image analysis and synthesis, Kluwer A
cademic Publishers, 2000, pp. 29-30
【０００８】
【非特許文献３】
Oliver Faugeras, Three-Dimensional Computer Vision, MIT Press, 1993, pp. 232-235
【０００９】
【発明が解決しようとする課題】
上記非特許文献１に開示の方法では、キャリブレーションマーカを平面上に配置している
ため、複数のｚの値に対する複数の画像を撮影する必要がある。また、キャリブレーショ
ンマーカがすべて同一のものを使用しているため、マーカを同定するためには、すべての
マーカを画像内に撮影する必要があり、また複数のｚ値に対して画像を撮影する際にも、
すべてのマーカが撮影されていなければならないため、キャリブレーション治具の設定方
法に制限があるという問題があった。更に、複数の画像撮影装置（カメラ）を使用する際
には、画像撮影装置間に設定が困難であるという問題があった。
【００１０】
また、上記非特許文献２に開示の方法では、３平面のうち上部２平面に均等にキャリブレ
ーションマーカを配置し、それらを認識し易くするために、大きさの異なる円マーカを使
用している。しかし、下方の平面には、上部２面とは異なるマーカ配置を行っている。具
体的には、すべて同一の大きさを均等に配置しているに過ぎない。この方法では、画像撮
影装置の光学的レンズ歪みが大きいときには、マーカの番号付けや認識に誤りが起こる可
能性が高い。その理由としては、（１）上部２平面と下部１平面の間の境界が不明確なこ
と、（２）キャリブレーションマーカが存在する背景領域の境界が不明確なため、画像内
にマーカと類似したものが撮影されると、それをキャリブレーションマーカと誤認識する
可能性があること、（３）上部と下部とで異なるマーカ配置を行っているため、画像撮影
装置であるカメラの撮影配置に制限があること、が挙げられ、実際的にキャリブレーショ
ンを行う際には、実用的な問題があった。
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【００１１】
そして、上記非特許文献３に開示の方法では、画像撮影装置のレンズ歪み（レンズディス
トーション）は無視しており、画像撮影装置をピンホールカメラモデルで近似しているに
とどまり、レンズ歪みの影響が大きくなるとキャリブレーションパラメータの算出で問題
が起こる。この理由は、（１）マーカが２平面に限定されて配置されていること、（２）
正方形の頂点の画像検出は、いわゆるコーナーポイントの検出となり、画像検出誤差の検
出成分が大きくなること、などを挙げることができる。
【００１２】
　本発明は、上記の点に鑑みてなされたもので、画像撮影装置が設置された様々な環境の
中でも、ロバストにキャリブレーションに使用されるマーカが正確に同定できることを課
題とし、特に、画像撮影装置が有する光学的歪み（レンズディストーション）が大きな場
合でも、画像内からキャリブレーションマーカを容易に且つ正確に認識し、より精密なキ
ャリブレーションパラメータを算出できるキャリブレーション装置、キャリブレーション
方法、 キャリブレーション用 提供することを目的とする。
【００１３】
【課題を解決するための手段】
　上記の目的を達成するために、請求項１に記載の発明によるキャリブレーション装置は
、
　画像撮影手段のキャリブレーションパラメータを推定するキャリブレーション装置にお
いて、
　少なくとも２面を有し、各面には３次元位置が既知なキャリブレーションマーカが所定
の規則に基づいて配置されている

キャリブレーション治具
　 画像撮影手段により撮影された １枚あるいは複数枚
の画像において

上記キャリブレーションマーカ
の画像内位置を計測し、 するキャリブレーションマーカ認識手段と、
　上記キャリブレーションマーカ認識手段により された キャリブレーショ
ンマーカの ３次元位置と 画像内位置を利用して、上記画像撮影手段のキャリブレ
ーションパラメータを推定するパラメータ推定手段と、
　を具備することを特徴とする。
【００１６】
　また、請求項 に記載の発明によるキャリブレーション装置は、請求項 に記載の発明
によるキャリブレーション装置において、上記キャリブレーション治具は、お互いに直交
する３面から構成されることを特徴とする。
【００１７】
　また、請求項 に記載の発明によるキャリブレーション装置は、請求項 に記載の発明
によるキャリブレーション装置において、上記キャリブレーション治具は、上記キャリブ
レーションマーカが配置された各面に、少なくとも２種類のキャリブレーションマーカが
配置され、当該２種類のマーカの配置関係から各面におけるマーカの同定あるいは

を行うように構成されたことを特徴とする。
【００１８】
　また、請求項 に記載の発明によるキャリブレーション装置は、請求項 に記載の発明
によるキャリブレーション装置において、上記キャリブレーション治具は、大きさ

の異なる２種類以上のキャリブレーションマーカを有することを特徴とする。
【００２１】
　また、請求項 に記載の発明によるキャリブレーション装置は、請求項 に記載の発明
によるキャリブレーション装置において、上記キャリブレーション治具は、

上記キャリブレーションマーカの
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及び、 プログラムを

とともに、当該キャリブレーションマーカが配置された
面の間には、当該キャリブレーションマーカが属する面を規定することが可能な面境界線
、面境界線群または面境界曲線が設けられた と、

上記 上記キャリブレーション治具の
、上記面境界線、面境界線群または面境界曲線を利用して前記キャリブレ

ーション治具の各面またはその一部を認識するとともに、
ラベリング

ラベリング 上記
上記 上記

２ １

３ １

ラベリ
ング

４ ３
、色ま

たは形状

５ ３
上記各面の原

点または方向ベクトルを検出するためのマーカとして、



、 面が交わる原点付近に配置されたものであることを特徴とす
る。
【００２２】
　また、請求項 に記載の発明によるキャリブレーション装置は、請求項 に記載の発明
によるキャリブレーション装置において、

　

　

　

【００２３】
　また、請求項 に記載の発明によるキャリブレーション装置は、請求項１に記載の発
明によるキャリブレーション装置において、上記キャリブレーションマーカ認識手段は、
上記キャリブレーション治具の各面におけるキャリブレーションマーカの の処
理を所定の順番に基づいて行い、既に された近傍マーカの画像位置の情報を利
用して、次に されるべきマーカの画像内位置を予測するとともに、その予測に
従って検出されたマーカ候補から最適な候補を選択するか、あるいは最適な候補が存在し
ないと判定するかの処理を行うことを特徴とする。
【００２４】
　また、請求項 に記載の発明によるキャリブレーション装置は、請求項 に記載の
発明によるキャリブレーション装置において、上記キャリブレーションマーカ認識手段は
、上記最適な候補の選択には、予測位置からの距離を利用することを特徴とする。
【００２５】
　また、請求項 に記載の発明によるキャリブレーション装置は、請求項 に記載の
発明によるキャリブレーション装置において、上記キャリブレーションマーカ認識手段は
、上記最適な候補が存在しないと判定するのに、予測位置からの距離を尺度とし、その距
離が所定の閾値を超えていた場合に存在しないと判定することを特徴とする。
【００２６】
　また、請求項 に記載の発明によるキャリブレーション装置は、請求項 に記載の
発明によるキャリブレーション装置において、上記キャリブレーションマーカ認識手段に
おいて、上記キャリブレーションマーカの は、螺旋状に行うことを特徴とする
。
【００２７】
　また、請求項 に記載の発明によるキャリブレーション装置は、請求項１に記載の発
明によるキャリブレーション装置において、上記キャリブレーションマーカ認識手段が認
識したキャリブレーションマーカの認識結果 画像撮影手段で撮影された

表示する表示手段を
さらに具備することを特徴とする。
【００３２】
　また、上記の目的を達成するために、請求項 に記載の発明によるキャリブレーショ
ン装置は、
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中の特殊なマーカが 上記各

６ ５
上記特殊なマーカは、残余のマーカに対して大

きさ、色または形状において異なることを特徴とする。
また、請求項７に記載の発明によるキャリブレーション装置は、請求項５に記載の発明

によるキャリブレーション装置において、上記画撮影装置が撮影する上記キャリブレーシ
ョン治具の画像は、上記特殊なマーカのすべてが当該画像のほほ中央に位置するように撮
影されたるものであることを特徴とする。

また、請求項８に記載の発明によるキャリブレーション装置は、請求項５に記載の発明
によるキャリブレーション装置において、ステレオ撮影を行う上記画像撮影装置が撮影す
る上記キャリブレーション治具の少なくとも一方の画像は、上記キャリブレーション治具
上に配置された複数種類のキャリブレーションマーカのうち、上記特殊なマーカのすべて
が当該画像のほぼ中央に位置するように撮影されたものであることを特徴とする。

また、請求項９に記載の発明によるキャリブレーション装置は、請求項１に記載の発明
によるキャリブレーション装置において、上記画像撮影装置が撮影する上記キャリブレー
ション治具の画像は、上記面境界線、面境界線群または面境界曲線の一部がほぼ中央に位
置するように撮影されたものであることを特徴とする。

１０

ラベリング
ラベリング

ラベリング

１１ １０

１２ １０

１３ １０

ラベリング

１４

を上記 当該キャリ
ブレーションマーカの画像に重畳し、当該認識結果を重畳した画像を

１５



　複数の画像撮影手段のキャリブレーションパラメータを推定するキャリブレーション装
置において、
　少なくとも２面を有し、各面には３次元位置が既知なキャリブレーションマーカが所定
の規則に基づいて配置されている

キャリブレーション治具
　 複数の画像撮影手段により異なる位置から撮影された

１枚あるいは複数枚の画像において
上記キャ

リブレーションマーカの画像内位置を計測し、 するキャリブレーションマーカ
認識手段と、
　上記キャリブレーションマーカ認識手段により された キャリブレーショ
ンマーカの ３次元位置と 画像内位置を利用して、上記複数の画像撮影手段のキャ
リブレーションパラメータを推定するパラメータ推定手段と、
　を具備することを特徴とする。
【００３３】
　また、上記の目的を達成するために、請求項 に記載の発明によるキャリブレーショ
ン装置は、
　ステレオアダプタ付きの画像撮影手段のキャリブレーションパラメータを推定するキャ
リブレーション装置において、
　少なくとも２面を有し、各面には３次元位置が既知なキャリブレーションマーカが所定
の規則に基づいて配置されている

キャリブレーション治具
　 ステレオアダプタ付きの画像撮影手段 された
１枚あるいは複数枚の画像において

上記キャリ
ブレーションマーカの画像内位置を計測し、 するキャリブレーションマーカ認
識手段と、
　上記キャリブレーションマーカ認識手段により された キャリブレーショ
ンマーカの ３次元位置と 画像内位置を利用して、上記ステレオアダプタ付きの画
像撮影手段のキャリブレーションパラメータを推定するパラメータ推定手段と、
　を具備することを特徴とする。
【００３４】
　また、上記の目的を達成するために、請求項 に記載の発明によるキャリブレーショ
ン装置は、
　画像撮影手段のキャリブレーションパラメータを推定するキャリブレーション装置にお
いて、
　少なくとも２面を有し、各面には３次元位置が既知なキャリブレーションマーカが所定
の規則に基づいて配置されている

キャリブレーション治具 上記画像撮影手
段で撮影した画像 手段と、
　 １枚あるいは複数枚の
画像において

上記キャリブレーションマーカの
画像内位置を計測し、 するキャリブレーションマーカ認識手段と、
　上記キャリブレーションマーカ認識手段により された キャリブレーショ
ンマーカの ３次元位置と 画像内位置を して、上記画像撮影手段のキャリブレ
ーションパラメータを推定するパラメータ推定手段と、
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とともに、当該キャリブレーションマーカが配置された
面の間には、当該キャリブレーションマーカが属する面を規定することが可能な面境界線
、面境界線群または面境界曲線が設けられた と、

上記 上記キャリブレーション治具
の 、上記面境界線、面境界線群または面境界曲線を利
用して上記キャリブレーション治具の各面またはその一部を認識するとともに、

ラベリング

ラベリング 上記
上記 上記

１６

とともに、当該キャリブレーションマーカが配置された
面の間には、当該キャリブレーションマーカが属する面を規定することが可能な面境界線
、面境界線群または面境界曲線が設けられた と、

上記 に撮影 上記キャリブレーション治具の
、上記面境界線、面境界線群または面境界曲線を利用

して前記キャリブレーション治具の各面またはその一部を認識するとともに、
ラベリング

ラベリング 上記
上記 上記

１７

とともに、当該キャリブレーションマーカが配置された
面の間には、当該キャリブレーションマーカが属する面を規定することが可能な面境界線
、面境界線群または面境界曲線が設けられた を、

が入力される
上記入力される手段に入力された上記キャリブレーション治具の

、上記面境界線、面境界線群または面境界曲線を利用して上記キャリブレー
ション治具の各面またはその一部を認識するとともに、

ラベリング
ラベリング 上記

上記 上記 利用



　を具備することを特徴とする。
【００３５】
　また、上記の目的を達成するために、請求項 に記載の発明によるキャリブレーショ
ン方法は、
　画像撮影手段のキャリブレーションパラメータを推定するキャリブレーション方法にお
いて、
　少なくとも２面を有し、各面には３次元位置が既知なキャリブレーションマーカが所定
の規則に基づいて配置されている

キャリブレーション治具 上記画像撮影手
段で撮影した画像 工程と、
　 １枚あるいは複数枚の
画像において

上記キャリブレーションマーカの
画像内位置を計測し、 するキャリブレーションマーカを認識する工程と、
　上記キャリブレーションマーカを認識する工程により された キャリブレ
ーションマーカの ３次元位置と 画像内位置を利用して、上記画像撮影手段のキャ
リブレーションパラメータを推定する工程と、
　を有することを特徴とする。
【００３６】
　また、上記の目的を達成するために、請求項 に記載の発明によるキャリブレーショ
ン用プログラムは、
　画像撮影手段のキャリブレーションパラメータを推定するためにコンピュータに、
　少なくとも２面を有し、各面には３次元位置が既知なキャリブレーションマーカが所定
の規則に基づいて配置されている

キャリブレーション治具 上記画像撮影手
段で撮影した画像 機能と、
　 １枚あるいは複数枚の画像において

上記キャリブレーションマーカの画像内位置を計測し、
するキャリブレーションマーカを認識する機能と、

　上記 された キャリブレーションマーカの ３次元位置と 画像内位
置を利用して、上記画像撮影手段のキャリブレーションパラメータを推定する機能と、
　を実現させるためのものである。
【００４５】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
【００４６】
［第１の実施の形態］
図１の（Ａ）は、本発明の第１の実施の形態に係るキャリブレーション装置の基本構成を
示す図である。
【００４７】
即ち、このキャリブレーション装置は、キャリブレーションを実行すべき画像撮影装置１
により撮影される、キャリブレーションパターンが付加されているキャリブレーション治
具２と、上記画像撮影装置１が撮影した画像（あるいは映像信号）３を処理して上記画像
撮影装置１に関するキャリブレーションパラメータを算出する演算装置４と、から構成さ
れるものである。
【００４８】
ここで、上記画像撮影装置１は、ビデオカメラ、ディジタルカメラ、など画像を撮影ある
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１８

とともに、当該キャリブレーションマーカが配置された
面の間には、当該キャリブレーションマーカが属する面を規定することが可能な面境界線
、面境界線群または面境界曲線が設けられた を、

が入力される
上記入力される工程で入力された前記キャリブレーション治具の

、上記面境界線、面境界線群または面境界曲線を利用して上記キャリブレー
ション治具の各面またはその一部を認識するとともに、

ラベリング
ラベリング 上記

上記 上記

１９

とともに、当該キャリブレーションマーカが配置された
面の間には、当該キャリブレーションマーカが属する面を規定することが可能な面境界線
、面境界線群または面境界曲線が設けられた を、

が入力される
入力された前記キャリブレーション治具の 、上記面

境界線、面境界線群または面境界曲線を利用して前記キャリブレーション治具の各面また
はその一部を認識するとともに、
ラベリング

ラベリング 上記 上記 上記



いは入力する装置であれば何でも良い。
【００４９】
また、上記演算装置４は、パーソナルコンピュータのような汎用の計算機でも良いし、専
用の演算処理装置であっても良い。更に、上記画像（あるいは映像信号）３は、上記画像
撮影装置１と上記演算装置４との間を通信により授受しても良いし、電子メディア（例え
ば、メモリ、コンパクトフラッシュ（登録商標）メモリ、フロッピー（登録商標）ディス
ク、スマートメディア（商標）、ＣＤ－ＲＯＭ、光磁気ディスク）などによって手渡しし
ても良い。また、上記演算装置４は、上記画像撮影装置１内に存在しても良く、そのよう
な場合には、画像撮影装置１内で、ハードウェア回路あるいはソフトウェア処理で行って
も良い。
【００５０】
また、上記キャリブレーション治具２は、３個の平面２Ａが直交するコーナーキューブの
形で構成されたものである。各面２Ａは、例えば図２の（Ａ）に示すように正方形形状で
も構わないし、図２の（Ｂ）あるいは、図２の（Ｃ）に示すように三角形形状でもあるい
は５角形の形状でも良いし、更には、図示していないが円弧形状であっても構わない。こ
ららの直交する３面は、キャリブレーション治具２が規定する座標系においてｘｙ平面、
ｙｚ平面、ｚｘ平面を構成するように配慮されている。例えば、図２の（Ａ）においては
、下部に位置する面２Ａ１が、ｘｙ平面、右上に位置する面２Ａ２がｙｚ平面、左上に位
置する面２Ａ３がｚｘ平面として定義され、ｘｙ平面とｙｚ平面が交わる直線がｙ軸、ｙ
ｚ平面とｚｘ平面が交わる直線がｚ軸、ｚｘ平面とｘｙ平面が交わる直線がｘ軸、三平面
が交わる点を原点Ｏと定義することができる。このように決定することで、各面の位置関
係と座標系を決定することができる。即ち、ｘｙ平面はｚ＝０平面として定義され、ｙｚ
平面はｘ＝０平面として定義され、ｚｘ平面はｙ＝０と定義されるわけである。
【００５１】
図３の（Ａ）は、このキャリブレーション治具２を構成する１つの面２Ａを表したもので
ある。この面内には２種類の大きさの円マーカ５ｂ，５ｓが存在する。具体的には、図２
の（Ａ）に示したような３面構成のキャリブレーション治具２の場合には、前述の通り３
面が交わる原点付近に大きさの異なる３個の大マーカ５ｂが存在する。
【００５２】
本キャリブレーション治具２の各面２Ａでは、白色を背景とし、マーカ（大マーカ５ｂ・
小マーカ５ｓ）は黒色で印刷されている。また、各面でマーカ全部を含む白色の背景のこ
とを、以下、マーカ背景領域５と称する。そして、このマーカ背景領域５をさらに囲むよ
うに黒色で背景境界線（あるいは背景境界曲線）６が存在する。この背景境界線（あるい
は背景境界曲線）６は、マーカが存在する領域を制限する意味で重要であり、この背景境
界線６をどのように利用するかについては、後述する。
【００５３】
ここでは、マーカを黒色で、また背景を白色で表したが、もちろん、これとは逆の色を使
用しても良いことは明白である。また、カラーカメラを使用することができる際には、大
マーカ５ｂと小マーカ５ｓのように大きさで２種類のマーカを区別したが、色によって２
種類のマーカを区別することも可能であることは明白である。また、図３の（Ｂ）に示す
ように、大マーカ５ｂを、白黒２重円から構成するようにしても良い。また、別の構成と
しては、マーカを包含するマーカ背景領域５が灰色で、大マーカ５ｂが白、小マーカ５ｓ
が黒などのように、２階調の濃度値を利用するのではなく２階調以上の濃度値を利用する
ようなマーカ構成であっても構わない。
【００５４】
次に、このような構成のキャリブレーション装置の動作を説明する。
【００５５】
図１の（Ｂ）は、このキャリブレーション装置全体の動作フローチャートを示す図である
。
【００５６】
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即ち、キャリブレーションすべき画像撮影装置１を、上記のようなキャリブレーション治
具２を撮影できるような位置に設定し（ステップＳ１）、キャリブレーション治具２を画
像撮影装置１で撮影する（ステップＳ２）。ここで、実際に画像撮影装置１で、このキャ
リブレーション治具２を撮影を撮影する際には、上記各面２Ａの存在する大マーカ５ｂが
撮影画像内に存在するように撮影するか、あるいはその大マーカ５ｂができるだけ画像の
中央に配置されるように撮影することが、撮影者への指針となる。大マーカ５ｂの画像内
位置をこのように撮影指針にすることは、後述するように、マーカ認識の精度を向上させ
ることで重要な役割を果たす。これは、特に光学レンズのディストーションの影響が大き
いときには、重要である。
【００５７】
こうして撮影されたキャリブレーション治具２の画像（あるいは映像信号）３は、演算装
置４に送出される。而して、演算装置４において、キャリブレーション治具２の幾何学的
情報と、上記ステップＳ２で撮影された画像（あるいは映像信号）３とを利用して、上記
画像撮影装置１に関するキャリブレーションパラメータを算出する（ステップＳ３）。
【００５８】
図１の（Ｃ）は、このステップＳ３の上記演算装置４で行われるキャリブレーションパラ
メータ算出のためのサブルーチンのフローチャートを示している。
【００５９】
即ち、まず、マーカ背景領域認識の処理として、上記画像撮影装置１から得られた画像（
あるいは映像信号）３から、３個のマーカ背景領域５を抽出し、それぞれがｘｙ平面、ｙ
ｚ平面、ｚｘ平面のいずれに対応するかを同定（認識）する（ステップＳ３１）。
【００６０】
続いて、マーカ認識の処理として、上記ステップＳ３１において同定された各面（ｘｙ平
面、ｙｚ平面、ｚｘ平面）について、各面に配置された大小のマーカ５ｂ，５ｓに対応す
る領域をマーカ背景領域５で囲まれた領域内から抽出し、それらを同定（レベル付け）す
る（ステップＳ３２）。
【００６１】
ここで、大マーカ５ｂである３個のマーカを図４の（Ａ）に示すようにＡ，Ｂ，Ｃとし、
この面２Ａがキャリブレーション治具２のｘｙ平面に対応すると仮定する。この場合、Ａ
－Ｂは３次元空間である世界座標系内のｘ軸を規定するものとして考えることができ、Ａ
－Ｃは３次元空間である世界座標系内のｙ軸を規定するものとして考えることができるわ
けである。従って、詳細は後述するように、画像内でのＡ，Ｂ，Ｃの位置関係を考えると
、世界座標系のｘ軸ｙ軸について画像内における大まかな方向ベクトルを算出することが
可能となる。もちろん、この方向ベクトルは、Ａ，Ｂ，Ｃの存在する近傍では正確な推定
値であるが、Ａ，Ｂ，Ｃから極端に離れていくと、画像撮影装置１（あるいは手段）の光
学系のレンズの歪みの影響で方向ベクトルの推定値は誤差を含むものとなる。このような
課題を解決する手段として、後述するような方法で、キャリブレーションマーカの同定（
あるいは番号付け）を行うものである。
【００６２】
さらに、図４の（Ｂ）は、各面におけるマーカのラベルと座標関係を表した図である。こ
れらマーカ群は、Ａ＝Ｍ０ を基点として、反時計回りに螺旋状にＭ１ ，Ｍ２ ，…，Ｍｎ と
いう具合に番号付けされている。即ち、大マーカＢはＭ４ として、大マーカＣはＭ８ とし
て番号付けされるわけである。
【００６３】
そして、例えば図４の（Ｂ）に示すように、ｘｙ平面上のマーカ群に関しては、原点Ｏを
基準として各マーカの３次元位置座標を付与することができる。例えば、原点ＯからＭ０

までのｘ方向とｙ方向のオフセットを共にａ（メートル）、ｘ方向及びｙ方向のマーカ間
の間隔をｂ（メートル）とすると、各代表的なマーカの３次元座標値（ｘ，ｙ，ｚ）は、
以下のように簡単に計算することができる。
【００６４】
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【数１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６５】
なお、Ｍ＝０となるマーカＡを容易に検出できるように、図５の（Ａ）に示すように、原
点Ｏに最も近い大マーカ５ｂだけを図３の（Ｂ）に示したような白黒２重円から構成する
ようにしても良い。
【００６６】
以上のようなマーカ認識の処理によって、各マーカＭｉ （ｉ＝０，１，２，…）について
、そのキャリブレーション治具２が基準とする世界座標系におけるマーカ３次元位置（ｘ

ｉ ，ｙｉ ，ｚｉ ）の位置と、対応する画像内における２次元位置（ｕｉ ，ｖｉ ）を算出す
ることができる。
【００６７】
そしてその後、パラメータ算出の処理として、上記ステップＳ３２において対応付けられ
たマーカの３次元位置（ｘｉ ，ｙｉ ，ｚｉ ）と２次元位置（ｕｉ ，ｖｉ ）とを利用するこ
とによって、画像撮影装置１に関するカメラキャリブレーションパラメータを算出する（
ステップＳ３３）。
【００６８】
以下、これらのステップＳ３１，Ｓ３２，Ｓ３３について詳細に説明する。
【００６９】
（マーカ背景領域認識方法）
まず、上記ステップＳ３１のマーカ背景領域認識の方法について説明する。
【００７０】
画像撮影装置１で撮影されたキャリブレーション治具２の画像（あるいは映像信号）３に
ついて、マーカ５ｂ，５ｓはほぼ黒色に、マーカ背景領域５はほぼ白色に撮影されている
。そこで、適切な閾値を設定して、この画像３に対して２値化処理を施すと、マーカ背景
領域５は「１」に変換され、マーカ５ｂ，５ｓを示す楕円あるいは円領域は「０」に、さ
らに背景境界線６の領域は「０」に変換される。ここで、「１」である２値領域を抽出す
ると、３個のマーカ背景領域５とその他白色に映し出されたキャリブレーション治具以外
の物体がラベル「１」で指定される２値領域（対象領域）として抽出される。ここで注意
しなければならないのは、３個のマーカ背景領域５は黒色の背景境界線６で区切られてい
るため、画像内では、必ずこれらのマーカ背景領域５は閉領域として、お互いに区別でき
るわけである。
【００７１】
画像撮影の典型的な場合は、図５の（Ｂ）に示すような場合である。この場合には、マー
カ背景領域５である画像領域Ｃ，Ｄ，Ｅとその他の領域Ａ，Ｂ，Ｆがラベル「１」の領域
として登録される。
【００７２】
そして次に、マーカ背景領域５あるいはその一部の領域だけが抽出される。この抽出の条
件としては、マーカ背景領域５は、
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１）画像の中心付近に、その一部が少なくとも位置し、
２）その面積はある閾値よりも大であり、
３）３面のマーカ背景領域５はその中央付近でお互いに隣接関係にある、などを使用すれ
ば良い。このような抽出条件により、例えば、図５の（Ｂ）の場合には、Ｃ，Ｄ，Ｅの画
像領域が抽出選択される。
【００７３】
このようにして、複数のマーカ背景領域５が抽出された後、これらがそれぞれｘｙ平面、
ｙｚ平面、ｚｘ平面のいずれに対応するかを決定する。これには、以下のような方法を利
用する。
【００７４】
まず、マーカ背景領域５として抽出された画像領域をα、β、γとする。次に、これらの
画像領域内における重心位置をＰα、Ｐβ、Ｐγとすると、
【数２】
　
　
　
により、その平均位置を計算するとともに、ベクトル
【数３】
　
　
　
　
を考えて、それらのベクトルが反時計回りになるように並べ替える。そして、画像３内の
最も下部に重心が位置するものをｘｙ平面を構成するマーカ背景領域５とし、ベクトルが
反時計回りになる順にｙｚ平面、ｚｘ平面となるものを選択することにより、３個のマー
カ背景領域５をｘｙ平面、ｙｚ平面、ｚｘ平面とすることができるわけである。例えば、
図５の（Ｂ）においては、このようにすることにより、画像領域Ｅがｘｙ平面に、画像領
域Ｄがｙｚ平面に、画像領域Ｃがｚｘ平面に対応するマーカ背景領域５であると認識でき
ることになる。
【００７５】
（マーカ認識方法）
次に、上記ステップＳ３２のマーカ認識の方法について説明する。即ち、キャリブレーシ
ョンに使用する大小のマーカの認識方法の概要に関して解説する。
【００７６】
今まで説明してきたように、マーカ背景領域５の認識が終わると、それに囲まれる大小の
マーカ５ｂ，５ｓを正確に認識することが重要になる。大小のマーカ５ｂ，５ｓは、定義
上では、円形マーカであるが、画像撮影装置１が撮影した画像３内では、必ずしも正確な
円とは撮像されない。しかしながら、その形状はほぼ楕円で近似することができる。
【００７７】
図６は、このマーカ認識処理のフローチャートを示す図である。
【００７８】
即ち、まず、マーカ背景領域５毎に、そのマーカ背景領域５内の穴埋め２値処理を行い、
マーカ背景領域５とマーカ領域とを含む包含領域を生成し、さらに、この包含領域につい
て適当な閾値を利用した２値化処理により平面内のマーカ領域と背景領域に領域分割する
か、あるいは例えばＲａｈａｒｄｊａ／Ｋｏｓａｋａの領域分割アルゴリズムなどを適用
し、画像３内から円形状（楕円形状）の領域だけを高速に抽出する（ステップＳ３２０）
。こうして、大小の楕円領域が抽出される。ここで、これらの楕円領域を、Ｅｊ （ｊ＝０
，１，２，…）と表現するものとする。
【００７９】
次に、大マーカ５ｂであるＭ０ ，Ｍ４ ，Ｍ８ に対応する大楕円領域Ｅ０ ，Ｅ４ ，Ｅ８ を選
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択する（ステップＳ３２１）。この際、マーカ間の幾何学的制約条件を考慮して、正確に
対応付けが出来ているかを確認する。
【００８０】
その後、大楕円領域Ｅ０ の重心をＰ０ としたとき、そのＰ０ における方向ベクトルｄｘ（
Ｐ０ ）とｄｙ（Ｐ０ ）を大楕円領域Ｅ４ ，Ｅ８ の位置関係から算出する（ステップＳ３２
２）。
【００８１】
以上で、アルゴリズムの初期化が終わり、マーカＭ１ ，Ｍ２ ，Ｍ３ ，…の順に（らせん状
の順番で）、マーカＭｋ （ｋ＝１，２，…，Ｎ）に対応する楕円Ｅｋ を探索する。このた
め、インデックスｋの値をまず「１」に初期設定した後（ステップＳ３２３）、以下のス
テップＳ３２４乃至ステップＳ３２９を繰り返す。
【００８２】
即ち、マーカＭＮ までのすべてのマーカを認識したかどうかを判別するため、インデック
スｋがＮを超えたか否かを判別する（ステップＳ３２４）。
【００８３】
ここで、まだ越えていない、つまり、認識していないマーカが存在する場合には、マーカ
Ｍｋ の５×５近傍において、すでに楕円と対応関係が確定しているマーカＭｊ （ｊ＜ｋ）
を収集する（ステップＳ３２５）。なお、５×５近傍とは、注目しているマーカＭｋ の座
標位置（ｘ，ｙ）に対して、ｘ軸方向の座標値の差が２間隔以内またはｙ軸方向の座標値
の差が２間隔以内ということであり、従って、５×５近傍に存在するマーカの総数は、そ
の注目マーカＭｋ を除いて２４個となる。
【００８４】
次に、それら収集したマーカ群｛Ｍｊ ｜ｊ＜ｋ｝及びそれらと対応関係が確定した楕円群
｛Ｅｊ ｜ｊ＜ｋ｝の座標値を利用して、マーカＭｋ の画像内位置を予測する。予測に関し
ては、その予測期待値と限界領域を規定する。さらに、マーカＭｋ に対応する楕円の重心
における方向ベクトルｄｘ，ｄｙも予測する（ステップＳ３２６）。
【００８５】
そして、マーカＭｋ の限界領域内に存在し且つ予測期待値に最も近い楕円Ｅｋ を選択する
（ステップＳ３２７）。
【００８６】
その後、マーカの対応関係（Ｍｋ ，Ｅｋ ）を含めて、楕円Ｅｋ の重心Ｐｋ に対応するｄｘ
（Ｐｋ ），ｄｙ（Ｐｋ ）の値を更新する（ステップＳ３２８）。
【００８７】
そして、インデックスｋの値を「１」増やした後（ステップＳ３２９）、上記ステップＳ
３２４へ戻る。
【００８８】
こうして、ステップＳ３２４乃至Ｓ３２９を繰り返し、インデックスｋの値がＮを超えた
ならば（ステップＳ３２４）、このマーカ認識処理を終了する。
【００８９】
以下、このようなマーカ認識アルゴリズムの詳細、特に、マーカと楕円との対応付け（ラ
ベリング）の詳細について説明する。即ち、マーカＭｋ と画像から抽出された楕円Ｅｊ の
間のラベリングを如何にして行うかを以下で説明する。基本的には、マーカの中で主特徴
となる大マーカ（Ｍ０ ，Ｍ４ ，Ｍ８ ）に対応する楕円をまず抽出し、その楕円群により、
マーカの幾何学位置を規定するｘ軸方向とｙ軸方向の画像内における方向ベクトルｄｘ，
ｄｙの初期推定値と原点Ｐ０ を決定する。その後、再帰的にマーカＭ１ ，Ｍ２ ，Ｍ３ ，…
に対応する楕円Ｅ１ ，Ｅ２ ，Ｅ３ ，…を順次決定する方法を採用する。
【００９０】
なおここで、各用語の定義は、以下のようである。
【００９１】
１）マーカＭｋ ：大マーカ（大円マーカ）５ｂと小マーカ（小円マーカ）５ｓ
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マーカとしては、Ｍ０ ，Ｍ４ ，Ｍ８ からなる大マーカ５ｂと、その他の小マーカ５ｓから
なる。
【００９２】
２）楕円（大）と楕円（小）Ｅｊ

マーカの画像上への投影像は一般的には楕円で近似することができる。画像内から抽出さ
れる楕円は、その幾何学的特徴と重心位置（重心座標）により記述される。
【００９３】
３）ｘ軸とｙ軸、方向ステップ（ｓｘ，ｓｙ）と方向ベクトル（ｄｘ，ｄｙ）
マーカ間の相対位置はｓｘ，ｓｙにより記述される。ここで、ｓｘ，ｓｙはそれぞれｘ軸
方向にステップ数とｙ方向のステップ数を表す。ｄｘ，ｄｙは隣接ランドマークの画像内
でのｘ方向とｙ方向の距離を表す。より具体的には、対応する楕円がｘ軸方向での１ステ
ップ進んだ距離がｄｘであり、ｙ軸方向での１ステップ進んだ距離がｄｙとなる。ｄｘ，
ｄｙは画像内で均一ではないため、抽出された各楕円の重心に対して定義される。
【００９４】
このような定義により、以下、アルゴリズム・ステップを説明する。
【００９５】
１）３個の大楕円の認識（上記ステップＳ３２１の処理）
まず、上記ステップＳ３２０の処理により領域抽出された楕円の集合を、面積によって降
べきの順にソーティングする。
【００９６】
次に、面積が大な楕円３個を選択し、それらが以下の条件を満たすか否かを判定する：
ｉ）面積がほぼ等しい（例えば、３個の楕円の面積のうち最大と最小の比がある範囲内）
この条件を満たすときには、３個の楕円が認識されたとする。そして、それら３個の楕円
をＭ０ ，Ｍ４ ，Ｍ８ として番号付けする。
【００９７】
２）方向ベクトルｄｘ，ｄｙの初期値推定
Ｍ０ ，Ｍ４ から隣接格子点間のｘ方向を規定する方向ベクトルｄｘの初期値を算出する。
【００９８】
【数４】
　
　
　
　
【００９９】
また、Ｍ０ ，Ｍ８ から隣接格子間のｙ方向を規定する方向ベクトルｄｙの初期値を算出す
る。
【０１００】
【数５】
　
　
　
　
３）中心点Ｐ０ の認識（上記ステップＳ３２２の処理）
３個の大楕円の重心に最も近い大楕円をＥ０ とラベリングし、Ｅ０ の重心を点Ｐ０ とする
。この点Ｐ０ の方向ベクトルｄｘ（Ｐ０ ），ｄｙ（Ｐ０ ）としては、上述したｄｘ，ｄｙ
の初期値を利用する。
【０１０１】
４）再帰的楕円ラベリング法
今、マーカＭｋ － １ に対応する楕円Ｅｋ － １ とその中心点Ｐｋ － １ （ｋ＝１，２，…）ま
でが求められたとし、各楕円の中心点における方向ベクトルｄｘ（Ｐｋ － １ ），ｄｙ（Ｐ
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ｋ － １ ）が算出できたと仮定する。この際、あるマーカＭｉ に対応する楕円Ｅｉ （０＜ｉ
＜ｋ）は検出できていない可能性はもちろんある。このとき、マーカＭｋ に対応する楕円
Ｅｋ をラベリングすることを考える。
【０１０２】
ａ）マーカＭｋ の５×５近傍のランドマークを収集する（上記ステップＳ３２５の処理）
。
【０１０３】
ｂ）近傍マーカＭｊ に対応し、既にラベリングされた楕円Ｅｊ の中心点Ｐｊ とその方向ベ
クトルｄｘ（Ｐｊ ），ｄｙ（Ｐｊ ）を利用して、マーカＭｋ に対応する中心値Ｐｋ の予測
値Ｐｋ

０ を算出する（上記ステップＳ３２６の処理）。これには、Ｌｊ とＬｋ 間のｘ方向
ｙ方向のステップをｓｘ，ｓｙとしたとき（ｓｘ＝－２，－１，０，１，２；ｓｙ＝－２
，－１，０，１，２）、
【数６】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０１０４】
ｃ）最近接楕円Ｅｋ を選択（上記ステップＳ３２７の処理）
マーカＭｋ の予測値Ｐｋ

０ に最も近接な楕円を求める。この際、予測値Ｐｋ
０ と楕円間の

距離が
【数７】
　
　
　
　
を満たすもののみを考慮に入れる。例えば、
【数８】
　
　
　
とする。（これを図７の（Ａ）に示す。）
ｄ）ｄｘ（Ｐｋ ），ｄｙ（Ｐｋ ）を更新（上記ステップＳ３２８の処理）
Ｅｋ に対応するマーカＭｋ の５×５近傍の中で楕円対応が成功したマーカと楕円の組に関
して、そのステップがｘ方向またはｙ方向のみの組を考える。即ち、ｓｘ（Ｐｊ ），ｓｙ
（Ｐｊ ）のいずれかのみがゼロである近傍マーカＭｊ でそれに対応する楕円Ｅｊ が確定し
ているものだけを選択し、ｄｘ，ｄｙをその平均値により更新する。（これを図７の（Ｂ
）に示す。）
以上のような方法によれば、マーカ背景領域５内にある大小マーカＭ０ ，Ｍ１ ，…に対応
する楕円マーカを画像内から抽出することが可能である。マーカＭｉ の３次元座標を（ｘ

ｉ ，ｙｉ ，ｚｉ ）とし、マーカＭｉ に対応する画像位置を（ｕｉ ，ｖｉ ）とすれば、キャ
リブレーション治具２から得られるマーカの情報Ｒは、世界座標系における３次元座標値
（ｘｉ ，ｙｉ ，ｚｉ ）と２次元画像から得られる（ｕｉ ，ｖ v）の対として得ることがで
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きる。ここでさらに重要なのは、マーカ背景領域５内にあるマーカＭｉ のすべてが画像内
から検出されるとは限らないことである。即ち、
Ｒ＝｛（ｘｉ ，ｙｉ ，ｚｉ ；ｕｉ ，ｖｉ ）｜ｉ＝１，２，３，…，ｎ｝
で表されるように、検出されたマーカ群だけを集合として表現する。
【０１０５】
図７の（Ｃ）は、演算装置４が備える又は接続された表示装置に表示された認識結果を示
す図である。螺旋状に番号付けされている場合には、同図に示すように、その番号が幾何
学的に隣接するマーカの重心同士を点線（あるいは直線）で接続することで、正確に番号
付けがなされているかを、操作者あるいはユーザが目視で判断できるようになっている。
【０１０６】
もちろん、この図のように幾何学的に隣接するマーカ同士を点線あるいは直線で接続する
ばかりではく、各マーカの番号などを付加しても、その効果が得られることが明らかであ
る。
【０１０７】
また、今までの説明では、マーカの近傍として５×５近傍を利用していたが、３×３近傍
や７×７近傍を利用しても構わない。
【０１０８】
さらに、これまでは、マーカＭｋ の画像内位置Ｐｋ （ｕｋ ，ｖｋ ）を予測するのに、今ま
で同定できた近傍のマーカＭｊ の画像内位置Ｐｊ （ｕｊ ，ｖｊ ）を利用する方法を中心に
説明した。しかしながら、こうした予測は、画像内位置Ｐｊ （ｕｊ ，ｖｊ ）を直接利用し
なくても可能である。例えば、各マーカの動径ｒと角度θを利用するほう方法がある。即
ち、
【数９】
　
　
　
　
　
となる関係式を利用して、各マーカＭｋ における動径と角度（ｒｋ ，θｋ ）を予測するよ
うにすれば良い。この方法は、画像内の位置Ｐｋ （ｕｋ ，ｖｋ ）の予測方法と同様である
ので、ここでは詳しく述べない。
【０１０９】
（パラメータ算出方法）
次に、上記ステップＳ３３のパラメータ算出の方法について説明する。
【０１１０】
前節で説明したように、マーカ認識方法によって認識されたマーカ情報Ｒは、３次元点（
ｘｉ ，ｙｉ ，ｚｉ ）と対応する２次元点（ｕｉ ，ｖｉ ）の対の集合として表現できた。こ
の節では、これらを利用して画像撮影装置１のキャリブレーションパラメータを算出する
方法を説明する。
【０１１１】
まず、カメラキャリブレーションの定義を説明する。
【０１１２】
世界座標系Ｗの３次元点（ｘ，ｙ，ｚ）に対して、カメラ座標系Ｃへの座標変換を回転行
列Ｒ＝（ｒｉ ｊ ）と並進ベクトルＴ＝［ｔｘ ，ｔｙ ，ｔｚ ］ｔ を用いて表す。このとき、
カメラ画像面上の点は、ディストーションを含めて、（ｕ’，ｖ’）と書くとすると、こ
れらの関係は、
【数１０】
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で表現することができる。このとき、この表現のもとでカメラキャリブレーションで推定
すべきパラメータは１５次元のパラメータ
【数１１】
　
　
　
として表現することができる。ここで、
【数１２】
　
　
　
は、カメラの内部パラメータであり、
【数１３】
　
　
　
は世界座標系に対するカメラの位置を規定するパラメータとして、外部パラメータと呼ば
れる。カメラキャリブレーションでは、３次元点群（ｘｉ ，ｙｉ ，ｚｉ ）とその画像対応
点（ｕｉ ’，ｖｉ ’）（ｉ＝１，２，…，ｎ）を利用して、キャリブレーションパラメー
タｐを推定する問題となる。
【０１１３】
また、これらの定義式の中で、（αｕ ，αｖ ，ｕ０ ，ｖ０ ）はピンホールに関するパラメ
ータであり、（ｋ１ ，ｇ１ ，ｇ２ ，ｇ３ ，ｇ４ ）はレンズディストーションに関するパラ
メータと呼ばれる。勿論、レンズのディストーションパラメータは、より高次ディストー
ションに関するパラメータ（ｋ２ ，ｋ３ ，…）などを含んでも良い。しかしながら、以下
で説明する方法では、高次のディストーションであっても、低次のディストーションであ
っても、発明の本質には関係ないことは明白である。
【０１１４】
また、これらのキャリブレーションパラメータｐは、本発明において、画像撮影装置の光
学的パラメータと等価な言葉として使用する。
【０１１５】
このような定義において、具体的な手法は、以下のようになる。
【０１１６】
１）まず、３次元点群（ｘｉ ，ｙｉ ，ｚｉ ）とその画像対応点（ｕｉ ’，ｖｉ ’）（ｉ＝
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１，２，…，ｎ）の一部あるいは全部を利用して、パラメータｐ内のピンホールパラメー
タ
【数１４】
　
　
　
を推定する。
【０１１７】
２）次に、上記ピンホールパラメータ
【数１５】
　
　
　
とレンズディストーションに関するパラメータ
【数１６】
　
　
　
の初期推定値ｄ０ ＝［０，０，０，０，０］ｔ を組み合わせて、ｐの初期値
【数１７】
　
　
　
を生成する。
【０１１８】
３）　３次元点群（ｘｉ ，ｙｉ ，ｚｉ ）とその画像対応点（ｕｉ ’，ｖｉ ’）（ｉ＝１，
２，…，ｎ）と、ｐの初期値ｐ０ を利用して、繰り返し法により、推定値ｐを更新する。
【０１１９】
繰り返し法では、カルマンフィルタなどを用いればよい。即ち、媒介変数を（ｕｐ ，ｖｐ

）として、
【数１８】
　
　
　
　
　
　
　
と
【数１９】
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を制約式として、更新すればよい。具体的には、カルマン制約式として、ｐの初期推定値
を予測値として、平均と分散
【数２０】
　
　
で表すとともに、各計測値ｑ＝（ｕｉ ’，ｖｉ ’）に対する測定値と誤差分散を
【数２１】
　
　
　
で表すとすると、各３次元点（ｘｉ ，ｙｉ ，ｚｉ ）とその画像対応点（ｕｉ ’，ｖｉ ’）
に対して、ｐの統計量である平均と分散
【数２２】
　
　
は、以下の
【数２３】
　
　
に、カルマンフィルタにより更新される。（この際、 fを推定値のまわりで線形化するこ
とで、いわゆる拡張カルマンフィルタを使用する。）即ち、
【数２４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
なる式群で、（ｘｉ ，ｙｉ ，ｚｉ ）とその画像対応点（ｕｉ ’，ｖｉ ’）で、ｉ＝１，２
，…，ｎを変化させながら、推定値ｐを順次更新することによって、ｐの平均値
【数２５】
　
　
と推定誤差分散Ｓを更新することができるわけである。
【０１２０】
この方法については、例えば非特許文献４： Y.Motai and A. Kosaka, "SmartView: Hand-
Eye Robotic Calibration for Active Viewpoint Generation and Object Grasping," Pr
oceedings of IEEE International Conference on Robotics and Automation, Seoul, Ko
rea, pp. 2183 -2190, May 2001、あるいは、非特許文献５： A. Kosaka and A. C. Kak, 
"Fast Vision-Guided Mobile Robot Navigation Using Model-Based Reasoning and Pred
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iction of Uncertaintis," Computer Vision, Graphics, and Image Processing - Image
 Understanding, Vol. 56, No. 3, pp. 271 - 329, 1992に説明されているので、ここで
は詳細を述べない。
【０１２１】
また、今までは、上記式（Ｅ１）で説明してきたが、カメラのモデル化には、他の方法も
ある。例えば、上記非特許文献１に開示の方法では、３次元点（ｘｉ ，ｙｉ ，ｚｉ ）と対
応する画像点（ｕｉ ’，ｖｉ ’）の間に、媒介変数（ｕｄ ，ｖｄ ）を利用して、
【数２６】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
なる拘束式が成立する。従って、式（Ｅ２）で表されるカルマンフィルタを利用すること
で、同様にｐを推定することができるわけである。
【０１２２】
以上の方法では、測定される２次元点（ｕｉ ’，ｖｉ ’）に含まれる誤差成分が比較的小
さいとして、推定を行ってきたが、このカルマンフィルタを各測定点に適用する際に、３
次元点（ｘｉ ，ｙｉ ，ｚｉ ）が現在のパラメータの推定値ｐの平均値を正しいと仮定した
ときに、そのあるべき測定点からある閾値以上の距離にあるときには、その測定値が異常
値（ｏｕｔｌｉｅｒ）であると判定して、その測定点をカルマンフィルタの適用から除外
することも可能である。この方法の詳細に関しては、例えば上記非特許文献５に開示され
ているので、ここではその詳細を述べない。
【０１２３】
以上説明してきたように、キャリブレーション治具２を構成する平面２Ａの境界線（背景
境界線６）を付加することで、それぞれの平面２Ａの認識を容易にさせ、且つ、平面内に
あるキャリブレーションマーカの一部を特殊なマーカ（大きさや色が異なる）を設置する
ことで、マーカの番号付け（同定）が容易になるため、キャリブレーションに必要となる
データ内に誤認識による異常値が含まれる確率が非常に小さくなり、ロバストにキャリブ
レーションパラメータを推定あるいは算出することができるようになる。また、キャリブ
レーションパラメータを推定する際には、例えばカルマンフィルタを採用することにより
、数値計算的に少ない計算量でキャリブレーションパラメータを推定できることも、本実
施の形態で見られる重要な効果である。
【０１２４】
［第２の実施形態］

10

20

30

40

50

(21) JP 3735344 B2 2006.1.18



次に、本発明の第２の実施の形態を説明する。
【０１２５】
上記第１の実施の形態では、コーナーキューブ形状のキャリブレーション治具２を１回だ
け撮影してキャリブレーションパラメータｐを推定してきた。本実施形態で説明する方法
では、より精密な推定を行うために、キャリブレーション治具２の撮影に際し、画像撮影
装置１あるいはキャリブレーション治具２を相対的に移動させて複数回撮影することによ
り、キャリブレーションパラメータを推定するものである。この場合、画像撮影装置１の
移動方法としては、操作者が画像撮影装置１を手で移動させても良いし、あるいは特別な
移動手段（例えばＸステージや回転ステージやロボットを利用しても構わない）。以下に
説明する方法では、即ちこの移動に関する詳細な移動パラメータが既知でなくても良い。
従って、上記非特許文献４で示される方法より、さらに自由度のある方法として提案でき
、且つ装置構成も容易となる。
【０１２６】
図８の（Ａ）は、この移動手段に関する第１の構成例を示す図である。この構成例では、
上記第１の実施の形態の構成に、画像撮影装置１を移動させることで画像撮影装置１の視
点を変化させる画像撮影装置移動装置７を加えている。そして、上記画像撮影装置１及び
演算装置４とこの画像撮影装置移動装置７とは、制御装置８により、移動と撮影の演算の
タイミングが制御さるようにしている。制御信号９、制御信号１０、制御信号１１が、こ
れらのタイミングを決定するものである。
【０１２７】
一方、図８の（Ｂ）は、キャリブレーション治具２を移動させるためのキャリブレーショ
ン治具移動装置１２を付加した第２の構成例を示す図である。この場合、上記画像撮影装
置１及び演算装置４とキャリブレーション治具移動装置１２とは、制御装置８により、移
動と撮影の演算のタイミングが制御さる。制御信号１３乃至１５が、これらのタイミング
を決定するものである。
【０１２８】
これら第１及び第２の構成例のように、異なった視点からキャリブレーション治具２を撮
影するのが特に有効なのは、キャリブレーション治具内に含まれるキャリブレーション用
のマーカ（あるいは３次元点）の数が少ない時に有効となる。以下では、複数回の計測に
より、キャリブレーションパラメータを推定する方法について説明する。ここで、複数回
の撮影は、コーナーキューブに対して、少なくとも大マーカ５ｂが撮影されるようになっ
ていれば、自由な視点からの撮影で構わない。
【０１２９】
（１）まず、各視点ｋからキャリブレーション治具２を撮影し、３次元点（ｘｉ

ｋ ，ｙｉ
ｋ ，ｚｉ

ｋ ）と対応する画像点（ｕｉ ’ｋ ，ｖｉ ’ｋ ）を計測し、その視点に関するキャ
リブレーションパラメータｐｋ を推定する。この方法は、上記第１の実施形態と同様であ
る。このように推定されたパラメータを
【数２７】
　
　
　
　
とする。
【０１３０】
（２）次に、複数視点からのキャリブレーションパラメータを統合して、推定すべきパラ
メータｐを生成する。
【０１３１】
【数２８】
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において、ｐｋ に共通なカメラ内部パラメータ（ intrinsic parameters）
【数２９】
　
　
　
とｐｋ に共通しない外部パラメータ
【数３０】
　
　
　
が存在する。ここで、ｐの初期推定値としては、
【数３１】
　
　
　
に関しては、任意の視点の内部パラメータを利用し、外部パラメータに関しては、各視点
から得られる値を用いる。
【０１３２】
（３）そして、各視点ｋで撮影された３次元点（ｘｉ

ｋ ，ｙｉ
ｋ ，ｚｉ

ｋ ）と対応する画
像点（ｕｉ ’ｋ ，ｖｉ ’ｋ ）を再度利用して、
【数３２】
　
　
　
の更新を行う。例えば、視点の数がｍとすると、ｐの次元は９＋６ｍとなる。各３次元点
と対応する画像点に関して、式（Ｅ３）と同様な２自由度の制約条件が成立するため、こ
の制約条件をカルマンフィルタの制約方程式とすることで、上記第１の実施形態と同様に
、パラメータｐの更新を行うことができる。
【０１３３】
以上のようなステップを採用することで、複数の視点から得られるパラメータを利用する
ことにより、より精密にカメラキャリブレーションパラメータを推定することができる。
【０１３４】
［第３の実施形態］
次に、本発明の第３の実施の形態を説明する。
【０１３５】
本第３の実施の形態では、１個のキャリブレーション治具２を用いて、複数のカメラのキ
ャリブレーションを同時に行うというものである。
【０１３６】
図９の（Ａ）は、本第３の実施の形態に係るキャリブレーション装置が適用される画像撮
影装置でキャリブレーション治具２を撮影している様子を示す図で、画像撮影装置は、２
個のカメラ１６，１７から構成される。
【０１３７】
図９の（Ｂ）は、このような２個のカメラ１６，１７のキャリブレーションを同時に行う
本実施の形態に係るキャリブレーション装置全体の動作フローチャートを示す図である。
【０１３８】
即ち、まず、画像撮影装置（２個のカメラ１６，１７）をキャリブレーション治具２を撮
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影できる場所に設定する（ステップＳ５）。
【０１３９】
次に、キャリブレーション治具２を、２台のカメラ１６，１７で撮影する（ステップＳ６
）。この２台のカメラによる撮影は、同期あるいは非同期のどちらでも構わない。このよ
うに撮影された２枚の画像は、演算装置４に送出される。
【０１４０】
そして、演算装置４では、各カメラ毎に、カメラキャリブレーションパラメータがまず算
出される（ステップＳ７）。
【０１４１】
続いて、カメラ間の相対的な位置姿勢関係を表すパラメータが算出される（ステップＳ８
）。これは、いわゆる２眼ステレオで良く利用されるレクティフィケーションのためのカ
メラパラメータを算出することに対応する。
【０１４２】
なお、各カメラ１６，１７についてカメラパラメータが算出された後に、レクティフィケ
ーションに必要となるカメラパラメータを算出する方法については、例えば上記非特許文
献３、あるいは、非特許文献６： E. Trucco and A. Verri, Introductory Techniques fo
r 3-D Computer Vision, Prentice Hall, 1998に詳細で述べられているので、ここでは説
明しない。ただし、重要なポイントとして、本発明の場合には、レンズのディストーショ
ンパラメータを同時に推定している。そこで、レクティフィケーション処理をする前に、
レンズのディストーション成分を画像から除去する操作を加え、レクティフィケーション
することが、上記非特許文献３と上記非特許文献６の場合と異なる。
【０１４３】
一般的に、複数のカメラで同一のキャリブレーション治具を撮影する場合には、左右のカ
メラが撮影できる範囲が異なるため、左カメラであるカメラ１６と右カメラであるカメラ
１７の両方に、キャリブレーションマーカが同時に撮影されているとは限らない。また、
マーカや背景画像の写り方が異なるので、左右画像でのマーカの同定（同一のマーカには
同一の番号を付与すること）が困難になることが問題である。しかしながら、本発明の方
法では、キャリブレーション治具２を構成する３面の平面２Ａに境界線（背景境界線６）
が明確にあり、且つ、マーカを同定するために特徴的な大マーカ５ｂが存在するために、
マーカの同定が容易になっているという新しい構成と効果があるため、カメラのキャリブ
レーションパラメータを算出する際によりロバストな推定（算出）が可能になるというメ
リットがある。
【０１４４】
また、図９の（Ａ）では、画像撮影装置１を２個のカメラ１６，１７によって構成した場
合について説明したが、そのような２個のカメラを利用せずに、図１０の（Ａ）に示すよ
うに、ステレオアダプタ付きカメラ１８を利用して画像撮影装置１を構成した場合におい
ても、本実施の形態は適用可能である。即ち、このようなステレオアダプタ付きカメラ１
８の場合には、図１０の（Ｂ）に示すように、１枚の画像の中に視差の異なったキャリブ
レーション治具２の画像が撮影されることになり、１枚の画像を２枚分に切り出すことに
より、あたかも２個のカメラで撮影したかのごとく画像を得ることができるものである。
その他、作用効果ともに２個のカメラの場合と同様であるため、ここでは詳細は述べない
。従って、画像撮影装置 1をこのようなステレオアダプタ付きカメラ１８により構成した
場合にも、図９の（Ｂ）と同様な動作フローチャートに従った動作を行うキャリブレーシ
ョン装置とすれば良い。
【０１４５】
［第４の実施形態］
次に、本発明の第４の実施の形態を説明する。
【０１４６】
上記第１乃至第３の実施の形態では、直交する３平面を含むキャリブレーション治具２を
中心に説明してきた。しかしながら本発明では、必ずしも直交するコーナーキューブ型の
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キャリブレーション治具２でなくても構わない。基本的には、少なくとも２平面あるいは
曲面から構成されるキャリブレーション治具であれば良く、且つ、平面あるいは曲面内の
マーカの３次元位置が容易にモデリングあるいは登録できるものであれば良い。
【０１４７】
このような観点から、キャリブレーション治具としては、図１１の（Ａ）に示すような正
四面体のキャリブレーション治具１９であっても構わないし、図１１の（Ｂ）に示すよう
な凹形状でなく凸形状の直交する３平面を含むコーナーキューブ状のキャリブレーション
治具２０であっても良い。さらに、図２の（Ａ）乃至（Ｃ）で示されるように、各面が各
種の形状を有していても良い。基本的に、本発明の第１の実施の形態で説明したように、
各面には、その面の原点あるいは方向ベクトルを容易に検出できるマーカが設置されてい
ることが重要である。このような特徴的なマーカが各面にあり、番号付けが容易であれば
、上記第１乃至第３の実施の形態で示された方法は、すべて適用可能である。
【０１４８】
以上実施の形態に基づいて本発明を説明したが、本発明は上述した実施の形態に限定され
るものではなく、本発明の要旨の範囲内で種々の変形や応用が可能なことは勿論である。
【０１４９】
（付記）
上記の具体的実施の形態から、以下のような構成の発明を抽出することができる。
【０１５０】
（１）　画像撮影手段のキャリブレーションパラメータを推定するキャリブレーション装
置において、
少なくとも２面を有し、各面には３次元位置が既知なキャリブレーションマーカが所定の
規則に基づいて配置されているキャリブレーション治具と、
上記キャリブレーション治具を撮影する上記画像撮影手段と、
上記画像撮影手段により撮影された１枚あるいは複数枚の画像において上記キャリブレー
ションマーカの画像内位置を計測し、番号付けするキャリブレーションマーカ認識手段と
、
上記キャリブレーションマーカ認識手段により番号付けされたキャリブレーションマーカ
の３次元位置と画像内位置を利用して、上記画像撮影手段のキャリブレーションパラメー
タを推定するパラメータ推定手段と、
を具備することを特徴とするキャリブレーション装置。
【０１５１】
（対応する実施の形態）
（１）に記載のキャリブレーション装置に関する実施の形態は、第１及び第２の実施の形
態が対応する。
【０１５２】
（作用効果）
（１）に記載のキャリブレーション装置によれば、３次元位置が既知なキャリブレーショ
ンマーカを所定の規則に基づいて複数面に配置することで、必要最低限の撮影回数でキャ
リブレーション治具を撮影し、キャリブレーションパラメータを算出するのに必要なマー
カを容易に認識し、且つ、キャリブレーションパラメータをロバストに算出することがで
きる。
【０１５３】
（２）　上記キャリブレーションマーカが上記所定の規則に基づいて配置されている上記
キャリブレーション治具は、所定の規則に基づいて番号付け可能にキャリブレーションマ
ーカが配置されたキャリブレーション治具であることを特徴とする（１）に記載のキャリ
ブレーション装置。
【０１５４】
（対応する実施の形態）
（２）に記載のキャリブレーション装置に関する実施の形態は、第１及び第２の実施の形
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態が対応する。
【０１５５】
（作用効果）
（２）に記載のキャリブレーション装置によれば、所定の規則に基づいて番号付け可能に
キャリブレーションマーカを複数面に配置することで、各面に配置されたマーカの同定が
容易になり、キャリブレーションパラメータを算出するのに必要なマーカを容易に認識し
、且つ、キャリブレーションパラメータをロバストに算出することができる。
【０１５６】
（３）　上記キャリブレーション治具は、上記キャリブレーションマーカが配置された面
の間に、キャリブレーションマーカが属する面を規定することが可能な面境界線あるいは
面境界線群あるいは面境界曲線があることを特徴とする（１）に記載のキャリブレーショ
ン装置。
【０１５７】
（対応する実施の形態）
（３）に記載のキャリブレーション装置に関する実施の形態は、第１及び第２の実施の形
態が対応する。
【０１５８】
（作用効果）
（３）に記載のキャリブレーション装置によれば、キャリブレーション治具を構成する複
数面間の境界線があることで、複数面の同定及び各面に配置されたマーカの同定が容易に
なり、キャリブレーションパラメータを算出するのに必要なマーカを容易に認識し、且つ
、キャリブレーションパラメータをロバストに算出することができる。
【０１５９】
（４）　上記キャリブレーション治具は、お互いに直交する３面から構成されることを特
徴とする（３）に記載のキャリブレーション装置。
【０１６０】
（対応する実施の形態）
（４）に記載のキャリブレーション装置に関する実施の形態は、第１及び第２の実施の形
態が対応する。
【０１６１】
（作用効果）
（４）に記載のキャリブレーション装置によれば、キャリブレーション治具を構成する複
数面の関係が容易になることで、複数面の同定及び各面に配置されたマーカの同定が簡単
化され、キャリブレーションパラメータを算出するのに必要なマーカを容易に認識し、且
つ、キャリブレーションパラメータをロバストに算出することができる。
【０１６２】
（５）　上記キャリブレーション治具は、上記キャリブレーションマーカが配置された各
面に、少なくとも２種類のキャリブレーションマーカが配置され、当該２種類のマーカの
配置関係から各面におけるマーカの同定あるいは番号付けを行うように構成されたことを
特徴とする（４）に記載のキャリブレーション装置。
【０１６３】
（対応する実施の形態）
（５）に記載のキャリブレーション装置に関する実施の形態は、第１及び第２の実施の形
態が対応する。
【０１６４】
（作用効果）
（５）に記載のキャリブレーション装置によれば、各面に配置されたマーカの同定が容易
になり、キャリブレーションパラメータを算出するのに必要なマーカを容易に認識し、且
つ、キャリブレーションパラメータをロバストに算出することができる。
【０１６５】
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（６）　上記キャリブレーション治具は、大きさの異なる２種類以上のキャリブレーショ
ンマーカを有することを特徴とする（５）に記載のキャリブレーション装置。
【０１６６】
（対応する実施の形態）
（６）に記載のキャリブレーション装置に関する実施の形態は、第１及び第２の実施の形
態が対応する。
【０１６７】
（作用効果）
（６）に記載のキャリブレーション装置によれば、各面に配置されたマーカの同定が容易
になり、キャリブレーションパラメータを算出するのに必要なマーカを容易に認識し、且
つ、キャリブレーションパラメータをロバストに算出することができる。
【０１６８】
（７）　上記キャリブレーション治具は、色の異なる２種類以上のキャリブレーションマ
ーカを有することを特徴とする（５）に記載のキャリブレーション装置。
【０１６９】
（対応する実施の形態）
（７）に記載のキャリブレーション装置に関する実施の形態は、第１及び第２の実施の形
態が対応する。
【０１７０】
（作用効果）
（７）に記載のキャリブレーション装置によれば、各面に配置されたマーカの同定が容易
になり、キャリブレーションパラメータを算出するのに必要なマーカを容易に認識し、且
つ、キャリブレーションパラメータをロバストに算出することができる。
【０１７１】
（８）　上記キャリブレーション治具は、形状の異なる２種類以上のマーカを有すること
を特徴とする（５）に記載のキャリブレーション装置。
【０１７２】
（対応する実施の形態）
（８）に記載のキャリブレーション装置に関する実施の形態は、第１及び第２の実施の形
態が対応する。
【０１７３】
（作用効果）
（８）に記載のキャリブレーション装置によれば、各面に配置されたマーカの同定が容易
になり、キャリブレーションパラメータを算出するのに必要なマーカを容易に認識し、且
つ、キャリブレーションパラメータをロバストに算出することができる。
【０１７４】
（９）　上記キャリブレーション治具は、上記キャリブレーションマーカのうちの少なく
とも１種類が、３面が交わる原点付近に配置されたものであることを特徴とする（５）に
記載のキャリブレーション装置。
【０１７５】
（対応する実施の形態）
（９）に記載のキャリブレーション装置に関する実施の形態は、第１及び第２の実施の形
態が対応する。
【０１７６】
（作用効果）
（９）に記載のキャリブレーション装置によれば、基準となるマーカを３面が交わる原点
付近に配置することで、画像撮影装置で撮影する際に、これらをすべて含むように、ある
いはこれらが画像内のほぼ中央に配置されるように撮影することが可能となるので、マー
カの認識率が向上するとともに、キャリブレーション方法の成功率を向上させることがで
きる。
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【０１７７】
（１０）　複数の視点から上記キャリブレーション治具が写っている複数枚の画像を撮影
するために、上記画像撮影装置あるいはキャリブレーション治具を相対的に移動させる移
動手段をさらに具備することを特徴とする（１）に記載のキャリブレーション装置。
【０１７８】
（対応する実施の形態）
（１０）に記載のキャリブレーション装置に関する実施の形態は、第２及び第３の実施の
形態が対応する。
【０１７９】
（作用効果）
（１０）に記載のキャリブレーション装置によれば、キャリブレーション治具の撮影を容
易にすることができ、高速にキャリブレーションパラメータを算出することができる。
【０１８０】
（１１）　上記キャリブレーションマーカ認識手段は、上記キャリブレーション治具の各
面におけるキャリブレーションマーカの番号付けの処理を所定の順番に基づいて行い、既
に番号付けされた近傍マーカの画像位置の情報を利用して、次に番号付けされるべきマー
カの画像内位置を予測するとともに、その予測に従って検出されたマーカ候補から最適な
候補を選択するか、あるいは最適な候補が存在しないと判定するかの処理を行うことを特
徴とする（１）に記載のキャリブレーション装置。
【０１８１】
（対応する実施の形態）
（１１）に記載のキャリブレーション装置に関する実施の形態は、第１の実施の形態が対
応する。
【０１８２】
（作用効果）
（１１）に記載のキャリブレーション装置によれば、画像撮影装置の光学系レンズ歪みが
大きい場合でも、キャリブレーションマーカの番号付けが失敗する確率を小さくすること
ができ、ロバストなキャリブレーション方法を提供することができる。
【０１８３】
（１２）　上記キャリブレーションマーカ認識手段は、上記最適な候補の選択には、予測
位置からの距離を利用することを特徴とする（１１）に記載のキャリブレーション装置。
【０１８４】
（対応する実施の形態）
（１２）に記載のキャリブレーション装置に関する実施の形態は、第１の実施の形態が対
応する。
【０１８５】
（作用効果）
（１２）に記載のキャリブレーション装置によれば、予測位置からの距離を利用するので
、最適な候補の選択を容易に行うことができる。
【０１８６】
（１３）　上記キャリブレーションマーカ認識手段は、上記最適な候補が存在しないと判
定するのに、予測位置からの距離を尺度とし、その距離が所定の閾値を超えていた場合に
存在しないと判定することを特徴とする（１１）に記載のキャリブレーション装置。
【０１８７】
（対応する実施の形態）
（１３）に記載のキャリブレーション装置に関する実施の形態は、第１の実施の形態が対
応する。
【０１８８】
（作用効果）
（１３）に記載のキャリブレーション装置によれば、単純な閾値判定を行うようにしてい
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るので、最適な候補が存在しないことの判定を容易に行うことができる。
【０１８９】
（１４）　上記キャリブレーションマーカ認識手段において、上記キャリブレーションマ
ーカの番号付けは、螺旋状に行うことを特徴とする（１１）に記載のキャリブレーション
装置。
【０１９０】
（対応する実施の形態）
（１４）に記載のキャリブレーション装置に関する実施の形態は、第１の実施の形態が対
応する。
【０１９１】
（作用効果）
（１４）に記載のキャリブレーション装置によれば、螺旋状に番号付けされるので、既に
番号付けされた近傍マーカとして複数のマーカが利用でき、より最適な候補を予測できる
ようになる。
【０１９２】
（１５）　上記キャリブレーションマーカ認識手段が認識したキャリブレーションマーカ
の認識結果を、上記画像撮影手段で撮影された画像あるいは別の画像にその結果を重畳し
て表示する表示手段をさらに具備することを特徴とする（１）に記載のキャリブレーショ
ン装置。
【０１９３】
（対応する実施の形態）
（１５）に記載のキャリブレーション装置に関する実施の形態は、第１の実施の形態が対
応する。
【０１９４】
（作用効果）
（１５）に記載のキャリブレーション装置によれば、マーカ認識結果が正しいかどうかを
、目視で簡単に確認することができる。
【０１９５】
（１６）　上記画撮影装置が撮影する上記キャリブレーション治具の画像は、上記キャリ
ブレーション治具上に配置された複数種類のキャリブレーションマーカのうち、少なくと
も１種類のキャリブレーションマーカのすべてが写っているものであることを特徴とする
（１）に記載のキャリブレーション装置。
【０１９６】
（対応する実施の形態）
（１６）に記載のキャリブレーション装置に関する実施の形態は、第１の実施の形態が対
応する。
【０１９７】
（作用効果）
（１６）に記載のキャリブレーション装置によれば、キャリブレーションマーカの認識の
基本となるマーカをすべて確実に認識することができるので、キャリブレーションの失敗
を減少させることができる。
【０１９８】
（１７）　上記画像撮影装置が撮影する上記キャリブレーション治具の画像は、上記キャ
リブレーション治具上に配置された複数種類のキャリブレーションマーカのうち、少なく
とも１種類のキャリブレーションマーカのすべてがほほ中央に写っているものであること
を特徴とする（１）に記載のキャリブレーション装置。
【０１９９】
（対応する実施の形態）
（１７）に記載のキャリブレーション装置に関する実施の形態は、第１の実施の形態が対
応する。
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【０２００】
（作用効果）
（１７）に記載のキャリブレーション装置によれば、キャリブレーションマーカの認識の
基本となるマーカをすべて確実に認識することができ、且つ、レンズディストーションの
影響が大きい場合にも、他のマーカの認識が容易にできるようになるので、キャリブレー
ションの失敗を減少させることができる。
【０２０１】
（１８）　ステレオアダプタを装着した上記画像撮影装置が撮影する上記キャリブレーシ
ョン治具の少なくとも一方の画像は、上記キャリブレーション治具上に配置された複数種
類のキャリブレーションマーカのうち、少なくとも１種類のキャリブレーションマーカの
すべてがほぼ中央に配置されるように撮影されたものであることを特徴とする（１）に記
載のキャリブレーション装置。
【０２０２】
（対応する実施の形態）
（１８）に記載のキャリブレーション装置に関する実施の形態は、第２の実施の形態が対
応する。
【０２０３】
（作用効果）
（１８）に記載のキャリブレーション装置によれば、ステレオアダプタを利用した場合に
も、キャリブレーションマーカの認識の基本となるマーカをすべて確実に認識することが
でき、且つ、レンズディストーションの影響が大きい場合にも、他のマーカの認識が容易
にできるようになるので、キャリブレーションの失敗を減少させることができる。
【０２０４】
（１９）　上記画像撮影装置が撮影する上記キャリブレーション治具の画像は、上記キャ
リブレーション治具を構成する複数の面の境界線あるいは境界曲線の一部が中央に位置す
るように撮影されたものであることを特徴とする（１）に記載のキャリブレーション装置
。
【０２０５】
（対応する実施の形態）
（１９）に記載のキャリブレーション装置に関する実施の形態は、第１の実施の形態が対
応する。
【０２０６】
（作用効果）
（１９）に記載のキャリブレーション装置によれば、キャリブレーション治具の撮影を確
実なものにすることができる。
【０２０７】
（２０）　複数の画像撮影手段のキャリブレーションパラメータを推定するキャリブレー
ション装置において、
少なくとも２面を有し、各面には３次元位置が既知なキャリブレーションマーカが所定の
規則に基づいて配置されているキャリブレーション治具と、
上記キャリブレーション治具を異なる位置から撮影する上記複数の画像撮影手段と、
上記複数の画像撮影手段により異なる位置から撮影された１枚あるいは複数枚の画像にお
いて上記キャリブレーションマーカの画像内位置を計測し、番号付けするキャリブレーシ
ョンマーカ認識手段と、
上記キャリブレーションマーカ認識手段により番号付けされたキャリブレーションマーカ
の３次元位置と画像内位置を利用して、上記複数の画像撮影手段のキャリブレーションパ
ラメータを推定するパラメータ推定手段と、
を具備することを特徴とするキャリブレーション装置。
【０２０８】
（対応する実施の形態）
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（２０）に記載のキャリブレーション装置に関する実施の形態は、第３の実施の形態が対
応する。
【０２０９】
（作用効果）
（２０）に記載のキャリブレーション装置によれば、複数の画像撮影装置があっても、必
要最低限の撮影回数でキャリブレーション治具を撮影し、同一のキャリブレーション治具
と各面に配置されたマーカの同定が容易になり、キャリブレーションパラメータを算出す
るのに必要なマーカを容易に認識し、且つ、キャリブレーションパラメータをロバストに
算出することができる。
【０２１０】
（２１）　ステレオアダプタ付きの画像撮影手段のキャリブレーションパラメータを推定
するキャリブレーション装置において、
少なくとも２面を有し、各面には３次元位置が既知なキャリブレーションマーカが所定の
規則に基づいて配置されているキャリブレーション治具と、
ステレオアダプタを介して撮影することにより上記キャリブレーション治具を異なる位置
から撮影する上記ステレオアダプタ付きの画像撮影手段と、
上記ステレオアダプタ付きの画像撮影手段により異なる位置から撮影された１枚あるいは
複数枚の画像において上記キャリブレーションマーカの画像内位置を計測し、番号付けす
るキャリブレーションマーカ認識手段と、
上記キャリブレーションマーカ認識手段により番号付けされたキャリブレーションマーカ
の３次元位置と画像内位置を利用して、上記ステレオアダプタ付きの画像撮影手段のキャ
リブレーションパラメータを推定するパラメータ推定手段と、
を具備することを特徴とするキャリブレーション装置。
【０２１１】
（対応する実施の形態）
（２１）に記載のキャリブレーション装置に関する実施の形態は、第３の実施の形態が対
応する。
【０２１２】
（作用効果）
（２１）に記載のキャリブレーション装置によれば、ステレオアダプタ形式の画像撮影装
置であっても、必要最低限の撮影回数でキャリブレーション治具を撮影し、同一のキャリ
ブレーション治具と各面に配置されたマーカの同定が容易になり、キャリブレーションパ
ラメータを算出するのに必要なマーカを容易に認識し、且つ、キャリブレーションパラメ
ータをロバストに算出することができる。
【０２１３】
（２２）　画像撮影手段のキャリブレーションパラメータを推定するキャリブレーション
装置において、
少なくとも２面を有し、各面には３次元位置が既知なキャリブレーションマーカが所定の
規則に基づいて配置されているキャリブレーション治具を上記画像撮影手段で撮影した画
像を入力する手段と、
上記撮影された１枚あるいは複数枚の画像において上記キャリブレーションマーカの画像
内位置を計測し、番号付けするキャリブレーションマーカ認識手段と、
上記キャリブレーションマーカ認識手段により番号付けされたキャリブレーションマーカ
の３次元位置と画像内位置を利属して、上記画像撮影手段のキャリブレーションパラメー
タを推定するパラメータ推定手段と、
を具備することを特徴とするキャリブレーション装置。
【０２１４】
（対応する実施の形態）
（２２）に記載のキャリブレーション装置に関する実施の形態は、第１及び第２の実施の
形態が対応する。
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【０２１５】
（作用効果）
（２２）に記載のキャリブレーション装置によれば、３次元位置が既知なキャリブレーシ
ョンマーカを所定の規則に基づいて複数面に配置することで、必要最低限の撮影回数でキ
ャリブレーション治具を撮影し、キャリブレーションパラメータを算出するのに必要なマ
ーカを容易に認識し、且つ、キャリブレーションパラメータをロバストに算出することが
できる。
【０２１６】
（２３）　画像撮影手段のキャリブレーションパラメータを推定するキャリブレーション
方法において、
少なくとも２面を有し、各面には３次元位置が既知なキャリブレーションマーカが所定の
規則に基づいて配置されているキャリブレーション治具を上記画像撮影手段で撮影した画
像を入力する工程と、
上記撮影された１枚あるいは複数枚の画像において上記キャリブレーションマーカの画像
内位置を計測し、番号付けするキャリブレーションマーカを認識する工程と、
上記キャリブレーションマーカを認識する工程により番号付けされたキャリブレーション
マーカの３次元位置と画像内位置を利用して、上記画像撮影手段のキャリブレーションパ
ラメータを推定する工程と、
を有することを特徴とするキャリブレーション方法。
【０２１７】
（対応する実施の形態）
（２３）に記載のキャリブレーション方法に関する実施の形態は、第１及び第２の実施の
形態が対応する。
【０２１８】
（作用効果）
（２３）に記載のキャリブレーション方法によれば、３次元位置が既知なキャリブレーシ
ョンマーカを所定の規則に基づいて複数面に配置することで、必要最低限の撮影回数でキ
ャリブレーション治具を撮影し、キャリブレーションパラメータを算出するのに必要なマ
ーカを容易に認識し、且つ、キャリブレーションパラメータをロバストに算出することが
できる。
【０２１９】
（２４）　画像撮影手段のキャリブレーションパラメータを推定するためにコンピュータ
に、
少なくとも２面を有し、各面には３次元位置が既知なキャリブレーションマーカが所定の
規則に基づいて配置されているキャリブレーション治具を上記画像撮影手段で撮影した画
像を入力する機能と、
上記撮影された１枚あるいは複数枚の画像において上記キャリブレーションマーカの画像
内位置を計測し、番号付けするキャリブレーションマーカを認識する機能と、
上記番号付けされたキャリブレーションマーカの３次元位置と画像内位置を利用して、上
記画像撮影手段のキャリブレーションパラメータを推定する機能と、
を実現させるためのキャリブレーション用プログラム。
【０２２０】
（対応する実施の形態）
（２４）に記載のキャリブレーション用プログラムに関する実施の形態は、第１及び第２
の実施の形態が対応する。
【０２２１】
（作用効果）
（２４）に記載のキャリブレーション用プログラムによれば、３次元位置が既知なキャリ
ブレーションマーカを所定の規則に基づいて複数面に配置することで、必要最低限の撮影
回数でキャリブレーション治具を撮影し、コンピュータによって、キャリブレーションパ
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ラメータを算出するのに必要なマーカを容易に認識し、且つ、キャリブレーションパラメ
ータをロバストに算出することができる。
【０２２２】
（２５）　画像撮影手段で所定のキャリブレーションマーカを有するキャリブレーション
治具を撮影し、上記撮影された画像に基づいて上記撮影手段のキャリブレーションパラメ
ータを推定するキャリブレーション装置と組み合わせるキャリブレーション治具であって
、
少なくとも複数の面と、
上記複数の面の各々に所定の規則に基づいて配置されるとともに、３次元位置が既知な複
数種類のキャリブレーションマーカと、
を備えることを特徴とするキャリブレーション治具。
【０２２３】
（対応する実施の形態）
（２５）に記載のキャリブレーション治具に関する実施の形態は、第１及び第２の実施の
形態が対応する。
【０２２４】
（作用効果）
（２５）に記載のキャリブレーション治具によれば、３次元位置が既知なキャリブレーシ
ョンマーカを所定の規則に基づいて複数面に配置することで、必要最低限の撮影回数でキ
ャリブレーション治具を撮影し、キャリブレーションパラメータを算出するのに必要なマ
ーカを容易に認識し、且つ、キャリブレーションパラメータをロバストに算出することが
できる。
【０２２５】
（２６）　上記キャリブレーションマーカが配された面の間に、キャリブレーションマー
カが属する面を規定することが可能な面境界線あるいは面境界線群あるいは面境界曲線が
あることを特徴とする（２５）に記載のキャリブレーション治具。
【０２２６】
（対応する実施の形態）
（２６）に記載のキャリブレーション治具に関する実施の形態は、第１及び第２の実施の
形態が対応する。
【０２２７】
（作用効果）
（２６）に記載のキャリブレーション治具によれば、キャリブレーション治具を構成する
複数面間の境界線があることで、複数面の同定及び各面に配置されたマーカの同定が容易
になり、キャリブレーションパラメータを算出するのに必要なマーカを容易に認識し、且
つ、キャリブレーションパラメータをロバストに算出することができる。
【０２２８】
（２７）　互いに直交する３面から構成されることを特徴とする（２５）に記載のキャリ
ブレーション治具。
【０２２９】
（対応する実施の形態）
（２７）に記載のキャリブレーション治具に関する実施の形態は、第１及び第２の実施の
形態が対応する。
【０２３０】
（作用効果）
（２７）に記載のキャリブレーション治具によれば、キャリブレーション治具を構成する
複数面の関係が容易になることで、複数面の同定及び各面に配置されたマーカの同定が簡
単化され、キャリブレーションパラメータを算出するのに必要なマーカを容易に認識し、
且つ、キャリブレーションパラメータをロバストに算出することができる。
【０２３１】
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（２８）　上記キャリブレーションマーカが配置された各面に少なくとも２種類のキャリ
ブレーションマーカが配置され、当該２種類のマーカの配置関係から各面におけるマーカ
の同定あるいは番号付け可能なように構成されたことを特徴とする（２７）に記載のキャ
リブレーション治具。
【０２３２】
（対応する実施の形態）
（２８）に記載のキャリブレーション治具に関する実施の形態は、第１及び第２の実施の
形態が対応する。
【０２３３】
（作用効果）
（２８）に記載のキャリブレーション治具によれば、各面に配置されたマーカの同定が容
易になり、キャリブレーションパラメータを算出するのに必要なマーカを容易に認識し、
且つ、キャリブレーションパラメータをロバストに算出することができる。
【０２３４】
（２９）　大きさの異なる２種以上のキャリブレーションマーカを有することを特徴とす
る（２８）に記載のキャリブレーション治具。
【０２３５】
（対応する実施の形態）
（２９）に記載のキャリブレーション治具に関する実施の形態は、第１及び第２の実施の
形態が対応する。
【０２３６】
（作用効果）
（２９）に記載のキャリブレーション治具によれば、各面に配置されたマーカの同定が容
易になり、キャリブレーションパラメータを算出するのに必要なマーカを容易に認識し、
且つ、キャリブレーションパラメータをロバストに算出することができる。
【０２３７】
（３０）　色の異なる２種類以上のキャリブレーションマーカを有することを特徴とする
（２８）に記載のキャリブレーション治具。
【０２３８】
（対応する実施の形態）
（３０）に記載のキャリブレーション治具に関する実施の形態は、第１及び第２の実施の
形態が対応する。
【０２３９】
（作用効果）
（３０）に記載のキャリブレーション治具によれば、各面に配置されたマーカの同定が容
易になり、キャリブレーションパラメータを算出するのに必要なマーカを容易に認識し、
且つ、キャリブレーションパラメータをロバストに算出することができる。
【０２４０】
（３１）形状の異なる２種類以上のキャリブレーションマーカを有することを特徴とする
（２８）に記載のキャリブレーション治具。
【０２４１】
（対応する実施の形態）
（３１）に記載のキャリブレーション治具に関する実施の形態は、第１及び第２の実施の
形態が対応する。
【０２４２】
（作用効果）
（３１）に記載のキャリブレーション治具によれば、各面に配置されたマーカの同定が容
易になり、キャリブレーションパラメータを算出するのに必要なマーカを容易に認識し、
且つ、キャリブレーションパラメータをロバストに算出することができる。
【０２４３】
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（３２）　上記キャリブレーションマーカのうちの少なくとも１種類が、３面が交わる原
点付近に配置されたものであることを特徴とする（２８）に記載のキャリブレーション治
具。
【０２４４】
（対応する実施の形態）
（３２）に記載のキャリブレーション治具に関する実施の形態は、第１及び第２の実施の
形態が対応する。
【０２４５】
（作用効果）
（３２）に記載のキャリブレーション治具によれば、基準となるマーカを３面が交わる原
点付近に配置することで、画像撮影装置で撮影する際に、これらをすべて含むように、あ
るいはこれらが画像内のほぼ中央に配置されるように撮影することが可能となるので、マ
ーカの認識率が向上するとともに、キャリブレーション方法の成功率を向上させることが
できる。
【０２４６】
【発明の効果】
　以上詳述したように、本発明によれば、画像撮影装置が設置された様々な環境の中でも
、ロバストにキャリブレーションに使用されるマーカが正確に同定でき、特に、画像撮影
装置が有する光学的歪み（レンズディストーション）が大きな場合でも、画像内からキャ
リブレーションマーカを容易に且つ正確に認識し、より精密なキャリブレーションパラメ
ータを算出できるキャリブレーション 、キャリブレーション 、及びキャリブレー
ション を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　（Ａ）は本発明の第１の実施の形態に係るキャリブレーション装置の基本構成
を示す図、（Ｂ）は第１の実施の形態に係るキャリブレーション装置全体の動作フローチ
ャートを示す図であり、（Ｃ）はキャリブレーションパラメータ算出のためのサブルーチ
ンのフローチャートを示す図である。
【図２】　（Ａ）乃至（Ｃ）はそれぞれキャリブレーション治具の例を示す図である。
【図３】　（Ａ）はキャリブレーション治具を構成する１つの面を示す図であり、（Ｂ）
はキャリブレーションマーカの別の例を示す図である。
【図４】　（Ａ）は３個の大マーカの位置関係を説明するための図であり、（Ｂ）は各面
におけるマーカのラベルと座標関係を表した図である。
【図５】　（Ａ）はキャリブレーション治具を構成する１つの面の別の例を示す図であり
、（Ｂ）は撮影された画像の典型例を示す図である。
【図６】　マーカ認識処理のフローチャートを示す図である。
【図７】　（Ａ）は最近接楕円の選択方法を説明するための図、（Ｂ）はｄｘ，ｄｙの更
新を説明するための図であり、（Ｃ）は認識結果の表示例を示す図である。
【図８】　（Ａ）は本発明の第２の実施の形態に係るキャリブレーション装置の第１の構
成例を示す図であり、（Ｂ）は第２の実施の形態に係るキャリブレーション装置の第２の
構成例を示す図である。
【図９】　（Ａ）は本発明の第３の実施の形態に係るキャリブレーション装置が適用され
る画像撮影装置でキャリブレーション治具を撮影している様子を示す図であり、（Ｂ）は
第３の実施の形態に係るキャリブレーション装置全体の動作フローチャートを示す図であ
る。
【図１０】　（Ａ）はステレオアダプタ付きカメラを利用した画像撮影装置でキャリブレ
ーション治具を撮影している様子を示す図であり、（Ｂ）はその場合の撮影画像を示す図
である。
【図１１】　（Ａ）及び（Ｂ）はそれぞれ本発明の第４の実施の形態に係るキャリブレー
ション治具の例を示す図である。
【符号の説明】
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１…画像撮影装置、２，１９，２０…キャリブレーション治具、２Ａ…面、２Ａ１…下部
に位置する面、２Ａ２…右上に位置する面、２Ａ３…左上に位置する面、３…画像（ある
いは映像信号）、４…演算装置、５…マーカ背景領域、５ｂ…大マーカ（大円マーカ）、
５ｓ…小マーカ（小円マーカ）、６…背景境界線（あるいは背景境界曲線）、７…画像撮
影装置移動装置、８…制御装置、９，１０，１１，１３，１４，１５…制御信号、１２…
キャリブレーション治具移動装置、１６，１７…カメラ、１８…ステレオアダプタ付きカ
メラ。

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

(37) JP 3735344 B2 2006.1.18



【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】
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