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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像装置により撮影された撮影画像を取得する画像取得手段と、
　前記撮影画像から指標を検出する指標検出手段と、
　前記指標検出手段において検出された指標を同定する指標同定手段と、
　前記指標同定手段における同定結果から、前記指標の配置情報を算出する配置情報算出
手段と、
　前記指標同定手段における同定のために各指標をどのように撮影してきたかを示す撮影
履歴を解析する解析手段と、
　前記撮影履歴と各指標との対応付けに基づいて、前記解析手段における解析結果に応じ
た画像を前記撮影画像上に合成して表示する表示手段とを備えることを特徴とする指標配
置情報計測装置。
【請求項２】
　前記解析手段は、前記指標同定手段における同定情報をもとに各指標の撮影回数を計数
し、
　前記表示手段は前記撮影回数に応じた情報を各指標に対応付けて表示することを特徴と
する請求項１に記載の指標配置情報計測装置。
【請求項３】
　撮像装置により撮影された撮影画像を取得する画像取得手段と、
　前記撮影画像から指標を検出する指標検出手段と、
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　前記指標検出手段において検出された指標を同定する指標同定手段と、
　前記指標同定手段における同定結果から、前記指標の配置情報を算出する配置情報算出
手段と、
　該指標同定手段における同定情報をもとに各指標の撮影回数を計数することにより、前
記指標同定手段における同定のために各指標をどのように撮影してきたかを示す撮影履歴
を解析する解析手段と、
　前記撮影回数に応じた情報を前記撮影履歴として各指標に対応付けて、前記解析手段に
おける解析結果に応じた画像を前記撮影画像上に合成して表示する表示手段と
を備えることを特徴とする指標配置情報計測装置。
【請求項４】
　前記解析手段は、前記指標同定手段における同定情報及び前記撮像装置の位置及び姿勢
をもとに各指標の撮影方向、撮影距離、撮影位置の少なくともいずれかを計算し、
　前記表示手段は、前記撮影方向、前記撮影距離、前記撮影位置に応じた情報を表示する
ことを特徴とする請求項１乃至３の何れか１項に記載の指標配置情報計測装置。
【請求項５】
　前記画像を撮影したときの前記撮像装置の位置及び姿勢を算出する位置姿勢算出手段を
更に備えることを特徴とする請求項１乃至４の何れか１項に記載の指標配置情報計測装置
。
【請求項６】
　前記表示手段は、各指標同士の相対的な位置を表す画像を前記撮影画像上に合成して表
示することを特徴とする請求項１乃至５の何れか１項に記載の指標配置情報計測装置。
【請求項７】
　基準座標系における既知の配置情報を持つ基準指標を設定する設定手段を備え、
　前記解析手段は、前記基準指標の同定情報をもとに基準座標系における指標の配置情報
が計算が可能かどうかを判定し、前記表示手段は、計算が可能であれば前記基準座標系を
表す画像を前記撮影画像上に合成して表示することを特徴とする請求項１乃至６のいずれ
か１項に記載の指標配置情報計測装置。
【請求項８】
　前記表示手段は、前記撮像装置の位置及び姿勢に基づき、前記解析結果に応じた画像を
生成する生成手段と、
　前記生成された解析結果に応じた画像を前記撮影画像に合成する合成手段とを有し、
　前記合成手段は前記解析結果に応じた画像を合成することを特徴とする請求項１乃至７
のいずれか１項に記載の指標配置情報計測装置。
【請求項９】
　前記表示手段は、前記解析手段による解析結果を、対応する指標が配置された面と同一
平面上に提示することを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の指標配置情報
計測装置。
【請求項１０】
　前記表示手段は、前記解析手段における解析結果に基づいて、前記各指標の３次元形状
モデルに対応付けられた情報を提示することを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項
に記載の指標配置情報計測装置。
【請求項１１】
　前記表示手段は、前記解析手段における解析結果に基づいて前記３次元形状モデルの表
面の複数部位ごとに色を変化させた画像を表示することを特徴とする請求項１０に記載の
指標配置情報計測装置。
【請求項１２】
　前記表示手段は、前記解析手段における解析結果に基づいて前記３次元形状モデルの形
状を変化させた画像を表示することを特徴とする請求項１０又は１１に記載の指標配置情
報計測装置。
【請求項１３】
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　前記解析手段は、対応する指標の撮影された方向、距離、位置、撮影回数、指標同定結
果の少なくとも１つを算出することを特徴とする請求項１乃至１２のいずれか１項に記載
の指標配置情報計測装置。
【請求項１４】
　前記解析手段は、各指標の撮影方向、撮影距離、撮影位置の少なくとも一つの情報に基
づいて指標の検出信頼度を算出し、検出信頼度に基づいて前記解析結果を決定し、
　前記表示手段に前記解析結果を表示することを特徴とする請求項１乃至１３のいずれか
１項に記載の指標配置情報計測装置。
【請求項１５】
　コンピュータを用いて、請求項１乃至１４のいずれか１項に記載の指標配置情報計測装
置を実現するためのプログラム。
【請求項１６】
　撮像手段により撮影された撮影画像を取得する画像取得工程と、
　前記撮影画像から指標を検出する指標検出工程と、
　前記指標検出工程において検出された指標を同定する指標同定工程と、
　前記指標同定工程における同定結果から、前記指標の配置情報を算出する配置情報算出
工程と、
　前記指標同定工程における同定のために各指標をどのように撮影してきたかを示す撮影
履歴を解析する解析工程と、
　前記撮影履歴と各指標との対応付けに基づいて、前記解析工程における解析結果に応じ
た画像を前記撮影画像上に合成する合成工程と
を有することを特徴とする指標配置情報計測方法。
【請求項１７】
　撮像手段により撮影された撮影画像を取得する画像取得工程と、
　前記撮影画像から指標を検出する指標検出工程と、
　前記指標検出工程において検出された指標を同定する指標同定工程と、
　前記指標同定工程における同定結果から、前記指標の配置情報を算出する配置情報算出
工程と、
　該指標同定工程における同定情報をもとに各指標の撮影回数を計数することにより、前
記指標同定工程における同定のために各指標をどのように撮影してきたかを示す撮影履歴
を解析する解析工程と、
　前記撮影回数に応じた情報を前記撮影履歴として各指標に対応付けて、前記解析工程に
おける解析結果に応じた画像を前記撮影画像上に合成する合成工程と
を有することを特徴とする指標配置情報計測方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、３次元空間中に配置した指標の配置情報を求めるための処理に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、複合現実感（Ｍｉｘｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ；ＭＲ）技術の研究が盛んである。Ｍ
Ｒ技術は、現実空間とコンピュータによって作られる仮想空間を継ぎ目なく融合する技術
である。ＭＲ技術の中でも、現実空間に仮想空間を重ね合わせて表示するＡｕｇｍｅｎｔ
ｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ（ＡＲ、拡張現実感、増強現実感とも呼ばれる）技術が特に注目を
集めている。
【０００３】
　ＡＲの画像表示装置には、ビデオシースルー方式と光学シースルー方式とがある。ビデ
オシースルー方式の画像表示装置は、撮像装置によって撮影された現実空間の画像に、該
撮像装置の位置及び姿勢に応じて生成された仮想空間（コンピュータグラフィクスにより
描画された仮想物体や文字情報等）の画像を重畳描画した合成画像を表示する。光学シー
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スルー方式の画像表示装置は、観察者の頭部に装着された光学シースルー型ディスプレイ
に、観察者の視点の位置及び姿勢に応じて生成された仮想空間の画像を表示する。
【０００４】
　ＡＲ技術は、患者の体表面に体内の様子を重畳表示する手術支援や、空き地に仮想のビ
ルを重畳表示する建築シミュレーション、組み立て作業時に作業手順や配線の様子を重畳
表示する組み立て支援等様々な分野への応用が期待される。
【０００５】
　ＡＲ技術において最も重要な課題の一つは、現実空間と仮想空間の間の位置合わせをい
かに正確に行うかということであり、従来より多くの取り組みが行われてきた。ＡＲにお
ける位置合わせの問題は、ビデオシースルー方式の場合はシーン中における（すなわちシ
ーン中に規定された基準座標系における）撮像装置の位置及び姿勢を求める問題に帰結す
る。同様に、光学シースルー方式の場合は、シーン中における観察者の視点あるいはディ
スプレイの位置及び姿勢を求める問題に帰結する。
【０００６】
　ビデオシースルー方式の問題を解決する方法として、シーン中に配置された複数の指標
を用いて計測対象物の位置及び姿勢を求めることが一般的に行われている。具体的には、
撮影画像内における指標の投影位置と、既知の情報である指標の基準座標系における位置
との対応関係から、基準座標系における撮像装置の位置及び姿勢を求める。
【０００７】
　また、光学シースルー方式の問題を解決する方法として、計測対象物（すなわち観察者
の頭部あるいはディスプレイ）に撮像装置を装着する。そして、ビデオシースルー方式と
同様な方法によって撮像装置の位置及び姿勢を求める。
【０００８】
　画像上の指標の投影像とその指標の３次元位置との対応をもとに撮像装置の位置及び姿
勢を求める方法は、写真測量の分野において古くから提案されている（例えば、非特許文
献１を参照）。また、前述の画像上の指標の投影像をもとに求めた撮像装置の位置及び姿
勢を初期値とし、撮像装置の位置及び姿勢を最適化することが行われている。最適化は、
画像上での指標の投影像の実際の観察位置と、投影像の計算位置、すなわち指標の３次元
位置と撮像装置の位置及び姿勢から計算される投影像の位置との誤差が最小になるように
反復演算する（例えば、非特許文献２を参照）。以上の方法によって、撮像装置が撮影し
た画像に基づいて、該撮像装置の位置及び姿勢を求めることが従来からなされてきた。
【０００９】
　一方、例えば特許文献１、２や非特許文献３で開示されているように、計測対象である
撮像装置に磁気センサや超音波センサなどの６自由度位置姿勢センサを取り付け、前述の
ような画像処理による指標の検出との併用によって位置及び姿勢を計測することも行われ
ている。センサの出力値は測定範囲によって精度は変わるが安定的に得ることができるた
め、センサと画像処理を併用する方法は、画像処理だけによる方法に比べてロバスト性を
向上させることができる。特許文献２では、６自由度位置姿勢センサから得られる撮像装
置の位置及び姿勢を初期値として、前述の画像上での指標の投影像の観察位置と計算位置
との誤差を反復演算によって最小化することによって、撮像装置の位置及び姿勢を得てい
る。
【００１０】
　発明の背景で述べた指標を利用した位置合わせ手法では、計測対象である撮像装置の基
準座標系における位置及び姿勢を求めるために、以下の情報が必要であった。空間中に存
在する同一色の円領域といった点形状の指標（以下、点指標）の場合には、その重心の基
準座標系における位置と基準座標系に対する指標の姿勢が既知である必要がある。三角形
や正方形といった多角形形状の指標の場合には、その重心の基準座標系における位置と，
基準座標系に対する指標の姿勢が既知である必要がある。正方形指標などの多角形形状の
指標の場合には、基準座標系を別途設けることなく、指標そのものを座標系の基準とする
場合が多い。ただし、複数の多角形形状の指標を用いる場合には、互いの位置及び姿勢の
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関係が既知である必要があるため、基準座標系が必要である。
【００１１】
　指標の位置及び姿勢の計測は、巻尺や分度器を用いた手作業や、測量器によって行うこ
とが可能であるが、精度や手間の問題から、画像を利用した計測が行われている。点指標
の位置計測は、バンドル調整法と呼ばれる方法で行うことができる。バンドル調整法は、
以下のような処理を用いて点指標の位置を求める。撮像装置によって撮影された点指標の
多数の画像を取得する。画像上での点指標の投影像の観察位置と、該点指標の３次元位置
及び撮像装置の位置姿勢をもとに計算される該点指標の投影像の計算位置との誤差（投影
誤差）が最小になるように、点指標の位置と撮像装置の位置姿勢を補正を繰り返し行う。
【００１２】
　また、非特許文献４では、３次元空間中に配置された多数の正方形指標の位置及び姿勢
を計測する方法が開示されている。非特許文献４では、３次元空間中に配置された多数の
正方形指標の画像を多数撮影し、投影誤差が最小になるように、繰返し演算によって各画
像を撮影した撮像装置の位置及び姿勢と、正方形指標の位置及び姿勢を求めている。
【特許文献１】特開平１１－０８４３０７号公報
【特許文献２】特開２０００－０４１１７３号公報
【非特許文献１】Ｒ．Ｍ．Ｈａｒａｌｉｃｋ，Ｃ．Ｌｅｅ，Ｋ．Ｏｔｔｅｎｂｅｒｇ，ａ
ｎｄ　Ｍ．Ｎｏｌｌｅ：“Ｒｅｖｉｅｗ　ａｎｄ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　Ｓｏｌｕｔ
ｉｏｎｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｔｈｒｅｅ　Ｐｏｉｎｔ　Ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅ　Ｐｏｓｅ
　Ｅｓｔｉｍａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｂｌｅｍ”，Ｉｎｔ’ｌ．Ｊ．ＣｏｍｐｕｔｅｒＶｉｓ
ｉｏｎ，ｖｏｌ．１３，ｎｏ．３，ｐｐ．３３１－３５６，１９９４．
【非特許文献２】加藤，Ｍ．Ｂｉｌｌｉｎｇｈｕｒｓｔ，浅野，橘：“マーカー追跡に基
づく拡張現実感システムとそのキャリブレーション”，日本バーチャルリアリティ学会論
文誌，ｖｏｌ．４，ｎｏ．４，ｐｐ．６０７－６１６，１９９９．
【非特許文献３】Ａ．Ｓｔａｔｅ，Ｇ．Ｈｉｒｏｔａ，Ｄ．Ｔ．Ｃｈｅｎ，Ｗ．Ｆ．Ｇａ
ｒｒｅｔｔ　ａｎｄ　Ｍ．Ａ．Ｌｉｖｉｎｇｓｔｏｎ：“Ｓｕｐｅｒｉｏｒ　Ａｕｇｍｅ
ｎｔｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ　Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ　ｂｙ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｎｇ
　Ｌａｎｄｍａｒｋ　Ｔｒａｃｋｉｎｇ　ａｎｄ　Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｔｒａｃｋｉｎｇ
”，Ｐｒｏｃ．ＳＩＧＧＲＡＰＨ’９６，ｐｐ．４２９－４３８，１９９６．
【非特許文献４】Ｇ．Ｂａｒａｔｏｆｆ，Ａ．Ｎｅｕｂｅｃｋ　ａｎｄ　Ｈ．Ｒｅｇｅｎ
ｂｒｅｃｈｔ：“Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｖｅ　Ｍｕｌｔｉ－Ｍａｒｋｅｒ　Ｃａｌｉｂｒａ
ｔｉｏｎ　ｆｏｒ　Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ　Ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎｓ”
，Ｐｒｏｃ．ＩＳＭＡＲ２００２，ｐｐ．１０７－１１６，２００２．
【非特許文献５】Ｄａｎｉｅｌ　Ｆ．Ａｂａｗｉ，Ｊｏａｃｈｉｍ　Ｂｉｅｎｗａｌｄ，
Ｒａｌｆ　Ｄｏｒｎｅｒ：”Ａｃｃｕｒａｃｙ　ｉｎ　Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｔｒａｃｋｉｎ
ｇ　ｗｉｔｈ　Ｆｉｄｕｃｉａｌ　Ｍａｒｋｅｒｓ：Ａｎ　Ａｃｃｕｒａｃｙ　Ｆｕｎｃ
ｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ＡＲＴｏｏｌＫｉｔ”，Ｐｒｏｃ．ＩＳＭＡＲ２００４，ＰＰ．２６
０－２６１，２００４．
【非特許文献６】Ｄ．Ｇ．Ｌｏｗｅ，“Ｆｉｔｔｉｎｇ　Ｐａｒａｍｅｔｅｒｉｚｅｄ　
Ｔｈｒｅｅ－Ｄｉｍｅｎｓｉｏｎａｌ　Ｍｏｄｅｌｌｓ　ｔｏ　Ｉｍａｇｅｓ”，ＩＥＥ
Ｅ　Ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎｓ　ｏｎ　Ｐａｔｔｅｒｎ　Ａｎａｌｙｓｉｓ　ａｎｄ　Ｍ
ａｃｈｉｎｅ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ，ｖｏｌ．１３，ｎｏ．５，ＰＰ．４４１－４
５０，１９９１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　前述したバンドル調整法を用いた点指標の位置計測手法では、一つの指標について最低
二枚以上の画像に撮影されないと、正確な位置姿勢を求めることができない。点指標の場
合には、一枚の画像にしか撮影されない場合には、該点指標が３次元空間中に存在する直
線が決定されるだけで、撮像装置の奥行き方向の位置が不定になる。また、点指標のみな
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らず正方形指標の位置姿勢を計測する場合においても、該指標が撮影される画像枚数が多
ければ多いほど、誤差が多数の画像に分散されることによって、少ない画像枚数の場合に
比べてより精度の高い位置姿勢を得ることができる。そのため、位置姿勢を求めたい指標
が撮影される回数がなるべく多くなるように指標を撮影することが望ましい。
【００１４】
　しかし、従来の指標計測において、操作者が撮像装置によって撮影される画像を観察し
ながら、各指標がこれまでに何回撮影されたかについての情報を確認する方法がなかった
。
【００１５】
　また、撮影枚数だけでなく、指標が観察される方向も一方向だけからではなく、多数の
方向から観察される方が精度の高い位置姿勢を得ることができる。
【００１６】
　しかし、従来の指標計測において、操作者が撮像装置によって撮影される画像を観察し
ながら、各指標がこれまでにどの方向から撮影されたかについての情報を確認する方法が
なかった。
【００１７】
　本発明は上記の課題に鑑みてなされたものであり、その目的は指標の位置姿勢計測を行
うために撮像装置によって画像を撮影する際に、操作者に画像を観察しながら各指標がこ
れまでに何回撮影されたかの情報を与え、どの指標の撮影回数が不足しており次にどの指
標を撮影するべきかをわかるようにすることにある。
【００１８】
　また、本発明の別の目的は、指標の位置姿勢計測を行うために撮像装置によって画像を
撮影する際に、操作者に画像を観察しながら各指標がこれまでにどの方向から撮影された
かの情報を与え、各指標の撮影回数が不足している方向を示して次に各指標をどの方向か
ら撮影するべきかをわかるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　上記目的を達成するために本発明は、撮像装置により撮影された撮影画像を取得する画
像取得手段と、前記撮影画像から指標を検出する指標検出手段と、前記指標検出手段にお
いて検出された指標を同定する指標同定手段と、前記指標同定手段における同定結果から
、前記指標の配置情報を算出する配置情報算出手段と、前記指標同定手段における同定の
ために各指標をどのように撮影してきたかを示す撮影履歴を解析する解析手段と、前記撮
影履歴と各指標との対応付けに基づいて、前記解析手段における解析結果に応じた画像を
前記撮影画像上に合成して表示する表示手段とを備えることを特徴とする。
　また、上記目的を達成するために本発明は、撮像装置により撮影された撮影画像を取得
する画像取得手段と、前記撮影画像から指標を検出する指標検出手段と、前記指標検出手
段において検出された指標を同定する指標同定手段と、前記指標同定手段における同定結
果から、前記指標の配置情報を算出する配置情報算出手段と、該指標同定手段における同
定情報をもとに各指標の撮影回数を計数することにより、前記指標同定手段における同定
のために各指標をどのように撮影してきたかを示す撮影履歴を解析する解析手段と、前記
撮影回数に応じた情報を前記撮影履歴として各指標に対応付けて、前記解析手段における
解析結果に応じた画像を前記撮影画像上に合成して表示する表示手段とを備えることを特
徴とする。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、指標の位置姿勢計測を行うための画像取得を行う際に、ユーザに計測
対象となる指標がこれまでに何回撮影されたかの情報を提示することで、ユーザはどの指
標の撮影回数が不足しており次にどの指標を撮影するべきかを知ることが可能になる。
【００２１】
　また、本発明によれば、ユーザに計測対象となる指標がこれまでにどの方向や距離から



(7) JP 4926817 B2 2012.5.9

10

20

30

40

50

撮影されたかの情報や指標検出精度に基づいた情報を提示することで、ユーザに各指標の
撮影回数が不足している方向や距離、指標検出精度情報を示して次に各指標をどの方向か
ら撮影するべきかを知らせることが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　［第１の実施形態］
　図１は本実施形態における指標配置情報較正装置１の機能構成を示すブロック図である
。撮像部１１０はカメラであり、指標が配置されたシーンや物体を撮影する。画像入力部
１２０は、撮像部１１０によって撮影された画像をコンピュータ内に取り込む。画像入力
部１２０によってコンピュータ内に取り込まれた画像から、指標検出同定部１３０によっ
て指標を検出し、検出されたそれぞれの指標の同定を行う。データ管理部１４０は、指標
検出同定部１３０から指標の検出結果を受け取る。また操作部１５０の指示により、現在
撮像装置によって撮影されている画像を取得する命令が入力された場合、データ管理部１
４０は、指標検出同定部１３０から入力された指標の検出結果をデータ保存部１６０に保
存する。また表示部１７０は、画像入力部１２０によって取り込まれた画像を表示する。
また、操作部１５０によって、指標の配置情報、すなわち各指標の位置及び姿勢を計算す
る命令が入力された場合、データ管理部１４０は、指標位置姿勢算出部１８０に対してデ
ータ保存部１６０に保存されていた指標の検出結果を出力する。指標位置姿勢算出部１８
０は、指標の検出結果をもとに、指標の位置及び姿勢を算出する。
【００２３】
　次に、本実施形態で用いられる指標について説明する。図２は本実施形態で用いられる
指標を説明する図である。本実施形態では、図２（ａ）に示されるような正方形形状の指
標（以下、正方形指標）を配置情報較正の対象とする。正方形指標は、図２（ａ）に示す
ように、指標領域であることを示すための境界領域（黒枠）と、その黒枠で囲まれた内部
領域からなる。内部領域は、縦と横がそれぞれ５等分されており、内側の３×３領域が正
方形指標の向き及び固有の識別子を表す。３×３領域の四隅（図２（ａ）において４つの
丸でそれぞれ囲まれている領域）が正方形指標の向きを表す領域である。尚、図２（ａ）
における４つの丸は、説明のためのものであり、正方形指標には含まれていない。四隅の
うちの三つは黒く塗りつぶされており、残る一つは白く塗りつぶされている。これによっ
て正方形指標の向きを表す。各正方形指標の識別子は、３×３領域の四隅を除いた五つの
領域によって現される（図２（ａ）において斜線で示されている領域）。各領域が白く塗
りつぶされている場合は０、黒く塗りつぶされている場合は１を表すとすると、５ビット
、すなわち３２通りの識別子を表すことができる。
【００２４】
　図２（ｂ）は正方形指標の配置情報を説明する図である。正方形指標の配置情報は、基
準座標系に対する位置及び姿勢で表現される。本実施形態では、正方形指標の位置は正方
形の中心（対角線の交点）の位置であり、基準座標系に対する３次元ベクトルｔｗｍによ
って表す。正方形指標の姿勢は、図２（ｂ）のように正方形指標の座標系（指標座標系）
をとったときの基準座標系に対する姿勢であるとする。姿勢の自由度は３であるので、正
方形指標の姿勢は３次元ベクトルωｗｍによって表す。
【００２５】
　次に、以上の構成を備えた本実施形態の指標配置情報較正装置１の動作の概要について
説明する。
【００２６】
　撮像部１１０はビデオカメラであり、ユーザの操作に関わらず常に画像入力部１２０に
動画像を出力する。表示部１７０は、画像入力部１２０に入力された動画像を随時画面上
に表示する。これにより、ユーザはカメラで撮影されている画像を常に画面上で確認でき
る。ユーザはビデオカメラを自由に動かしながら、指標が配置されているシーンや物体の
画像を撮影する。
【００２７】



(8) JP 4926817 B2 2012.5.9

10

20

30

40

50

　指標検出同定部１３０は、画像入力部１２０に入力される画像に含まれる指標の検出お
よび検出された指標の同定を行う。前述した正方形指標を画像中から検出するために、指
標検出同定部１３０は入力された画像に対して二値化及び連結領域のラベリング処理を行
い、正方形指標の境界領域である黒枠で囲まれた内部領域を抽出する。さらに、指標の内
部領域に対して直線フィッティングを行い、内部領域の正方形の４頂点の画像座標を求め
る。そして、２次元射影変換によって画像上の正方形指標を正射影画像に変換し、向き決
め領域及びビット領域を読み取ることにより、正方形指標の識別子を読み出し同定を行う
。
【００２８】
　データ管理部１４０は、指標検出同定部１３０から指標検出結果を入力する。前述した
ように、ユーザが操作部１５０を指示することにより、指標の配置情報、すなわち各指標
の位置及び姿勢を計算する命令が入力された場合には、指標検出同定部１３０から入力さ
れた指標の検出結果をデータ保存部１６０に保存する。よって、データ保存部１６０には
、複数の画像についての指標の検出結果が保存される。指標の検出結果は、画像番号－指
標の識別子－指標内部の正方形の４頂点の画像座標の組として保存される。
【００２９】
　表示部１７０は、画像入力部１２０に入力された画像を随時画面上に表示する。このと
きデータ管理部１４０は、最新の画像において検出同定された指標について、データ保存
部１６０を参照する。そして、データ管理部１４０は、データ保存部１６０に保存されて
いる該指標の検出データ数、つまりこれまでに何回撮影されたかを計数する。そして、撮
影回数が２回以上の場合と、２回未満の場合に分けて異なる方法でユーザに提示する。図
３は、指標の撮影回数に応じた提示方法を示す図である。図３（ａ）は、撮像装置により
撮影され、画像入力部１２０に入力された撮影画像を示している。この図の中で、画像中
左の指標の撮影回数は２回未満（例えば、１回）で、右の指標の撮影回数は２回以上（例
えば、４回）であるとする。図３（ｂ）は、表示部１７０に表示されることで実際にユー
ザに提示される画像を示している。この図では、指標が画像上で検出された位置に、正方
形指標の位置と姿勢に対応した形状の正方形を描いているが、撮影回数が２回以上の場合
と、２回未満の場合とで色を変えた正方形を描画する（図３（ｂ）では、２回未満の場合
には灰色、２回以上の場合には黒色で描画している）。色を変えて描画することによって
、ユーザは現在撮影されている画像上で、指標がこれまでに撮影された回数が充分である
か否かを確認することが可能となり、撮影回数が十分な回数に達していない指標を認識す
ることで、次に撮影するべき指標を知ることができる。
【００３０】
　すべての指標が２回以上撮影された場合など、ユーザが十分な画像を撮影したと判断し
た場合には、ユーザは操作部１５０から指標の配置情報、すなわち各指標の基準座標系に
おける位置および姿勢を計算する命令を入力する。そして、指標位置姿勢算出部１８０は
、複数の画像上における指標の検出結果をもとに指標の位置および姿勢を算出する。
【００３１】
　図４は、本実施形態における指標配置情報較正方法の処理の手順を示すフローチャート
である。まずステップＳ１０１０において、画像入力部１２０は撮像部１１０によって撮
影された画像を指標検出同定部１３０に出力し、指標検出同定部１３０は該画像に含まれ
る指標を検出し、各指標に固有の識別子を読み出して同定を行う。さらに、指標の４頂点
の画像座標を検出データとしてデータ管理部１４０に出力する。
【００３２】
　次にステップＳ１０２０において、データ管理部１４０は、データ保存部１６０に保存
されている指標が過去に撮影された回数を計数しているカウンタを参照し、画像中で検出
同定される各指標の撮影回数を、表示部１７０を通じてユーザに提示する。
【００３３】
　ユーザは、カメラによって現在撮影されている画像上の指標と該指標の過去の撮影回数
を画面上で参照しながら、較正対象であるすべての指標がこれまでに十分な回数（例えば
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かを判定し、操作部１５０を用いて命令を入力する。ステップＳ１０３０において、これ
までに十分な回数撮影されていると入力されたと判定された場合には、ステップＳ１０６
０に進む。命令は、キーボードの特定のキーによって入力したり、マウスを用いてＧＵＩ
から入力したりしてもよい。十分な回数撮影されていないと入力されたと判定された場合
には、ステップＳ１０４０に進む。
【００３４】
　ステップＳ１０４０では、ユーザにより操作部１５０から画像取得命令が入力されたか
どうかの判定を行う。命令は、キーボードの特定のキーによって入力したり、マウスを用
いてＧＵＩから入力したりしてもよい。画像取得命令が入力されたと判定された場合には
、ステップＳ１０５０に進み、そうでない場合にはステップＳ１０１０に戻る。
【００３５】
　ステップＳ１０５０では、ステップＳ１０１０において検出同定された指標について、
画像番号－指標の識別子－指標内部の正方形の４頂点の画像座標の組をデータ保存部１６
０に保存する。そして、各指標が検出同定された回数を示すカウンタの値を１増やし、ス
テップＳ１０１０に戻る。
【００３６】
　ステップＳ１０６０では、指標の位置姿勢の算出を行う。ここで、指標の位置姿勢の算
出方法について説明する。ここで、較正対象の、すなわち位置姿勢算出の対象となる指標
の数をＮとし、撮影された画像の枚数をＭとする。また、指標ｉ（ｉ＝１，２，…，Ｎ）
の位置姿勢を表す６次元ベクトルをａｉ、画像ｊ（ｊ＝１，２，…，Ｍ）を撮影したカメ
ラの位置姿勢を表す６次元ベクトルをｓｊと表す。指標の位置姿勢を表す６次元ベクトル
ａは、指標の基準座標系における位置
【００３７】
【数１】

、基準座標系に対する姿勢
【００３８】

【数２】

の各成分からなるベクトルであり、
【００３９】
【数３】

のように表すことができる。カメラの基準座標系における位置を
【００４０】
【数４】

、基準座標系に対する姿勢を
【００４１】

【数５】

とすると、カメラの位置姿勢を表す６次元ベクトルｓも同様に、
【００４２】
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【数６】

のように表すことができる。
【００４３】
　正方形指標の各頂点の指標座標系における座標
【００４４】

【数７】

（ｋ＝１，２，３，４）は、正方形の一辺の長さをｅとして、例えば（式１）のように表
すことができ、正方形の一辺の長さがわかる場合には既知の値となる。
【００４５】
【数８】

【００４６】
　基準座標系に対する位置姿勢がｔｗｍ、ωｗｍである指標の指標座標がｘｍである頂点
の，基準座標系に対する位置姿勢がｔｗｃ、ωｗｃであるカメラのカメラ座標ｘｃは（式
２）のように表すことができる。
ｘｃ＝Ｒ（ωｗｃ）－１・（Ｒ（ωｗｍ）・ｘｍ＋ｔｗｍ－ｔｗｃ）　　　（式２）
　但し、Ｒ（ωＷＣ）、Ｒ（ωＷｍ）はそれぞれωｗｃ、ωｗｍで表される姿勢を表す３
×３回転変換行列である。また、カメラ座標が
ｘｃ＝［ｘｃｙｃｚｃ］ｔ

である点が焦点距離がｆであるピンホールカメラによって画像上に投影される位置
ｕ＝［ｕｘｕｙ］ｔ

は、（式３）のように表すことができる。
【００４７】

【数９】

【００４８】
　すなわち、ｕは指標の位置姿勢ｔｗｍ、ωｗｍ、カメラの位置姿勢ｔｗｃ、ωｗｃの関
数となる。よって、指標ｉの頂点ｋ（ｋ＝１，２，３，４）の画像ｊ上における投影像の
位置を表す２次元ベクトルｕｉ，ｊ，ｋは、（式４）に示すように、ａｉ、ｓｊの関数と
なる。
【００４９】
　ｕｉ，ｊ，ｋ＝Ｆ（ａｉ、ｓｊ）　　　（式４）
　指標ｉの頂点ｋの画像ｊ上における投影像の実際の画像上での観察位置を
【００５０】
【数１０】

と表すと、
【００５１】
【数１１】
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と、観察位置
【００５２】
【数１２】

とａｉ、ｓｊから計算されるｕｉ，ｊ，ｋとの誤差
【００５３】

【数１３】

は（式５）のように１次近似することができる。
【００５４】
【数１４】

【００５５】
∂ｕｉ，ｊ，ｋ／∂ａｉ、∂ｕｉ，ｊ，ｋ／∂ｓｊは（式４）において、ｕｉ，ｊ，ｋを
それぞれａｉ、ｓｊの各成分によって偏微分したときの偏微分係数を並べたヤコビ行列で
ある。（式５）を各画像中で検出同定された各指標の各頂点について立て、すべての△ａ

ｉ（ｉ＝１，２，…，Ｎ）、△ｓｊ（ｊ＝１，２，…，Ｍ）を共通の未知変数として連立
方程式として解くことにより、△ａｉ（ｉ＝１，２，…，Ｎ）、△ｓｊ（ｊ＝１，２，…
，Ｍ）を得ることができる。予め、ａｉ、ｓｊには初期値を与えておき、△ａｉ（ｉ＝１
，２，…，Ｎ）、△ｓｊ（ｊ＝１，２，…，Ｍ）を求めて、ａｉ＝ａｉ＋△ａｉ、ｓｊ＝
ｓｊ＋△ｓｊという補正を行う操作を繰り返すことで、指標の位置姿勢ａｉ（ｉ＝１，２
，…，Ｎ）を求める。
【００５６】
　カメラの位置姿勢の初期値は、カメラに磁気式、光学式、超音波式などの６自由度位置
姿勢センサを装着し、センサの計測値から得てもよい。また、基準座標系における位置姿
勢が既知の指標を撮影した画像をＤＬＴ（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｌｉｎｅａｒ　Ｔｒａｎｓｆｏ
ｒｍ）法などの公知の手法を利用して求めてもよい。
【００５７】
　指標の位置姿勢の初期値は、予め概略の位置を手動で計測しておく。また、位置姿勢が
わかっているカメラに写った指標の投影像をもとに求めてもよい。
【００５８】
　以上説明したように、本実施形態においては、シーンや物体に配置または設定された指
標の位置姿勢を画像を用いて求める際に、撮影画像上に該指標がこれまでに撮影された回
数に関する情報をユーザに示す。これにより、ユーザは、どの指標の撮影回数が不足して
おり次にどの指標を撮影するべきかを簡単に把握することができ、効率的に指標の較正を
行うことができる。
【００５９】
　［変形例１－１］
　なお、本実施形態では、撮影画像上での指標の検出位置に撮影回数により色を変えて正
方形を描画していたが、これ以外の方法でユーザに指標の撮影回数の情報を示してもよい
。例えば、正方形の外枠部分だけを色を変えて描画し、指標の内部領域全体を塗りつぶさ
なくてもよい。また、色を変えるのではなく、撮影回数が十分な指標は透明度を大きく、
撮影回数が足りない指標は透明度を小さくして正方形を描画してもよいし、その逆であっ
てもよい。さらに、撮影回数が十分な指標には何も情報を提示せず、撮影回数が足りない
指標にのみ情報を提示してもよいし、その逆であってもよい。
【００６０】
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　また、図形描画ではなく、文字情報によって撮影回数に関する情報を提示してもよい。
例えば、画像上での指標の検出領域の周辺に、指標ごとにこれまでの撮影回数を数字で示
してもよい。また、撮影回数ではなく、指標ごとに残り必要な撮影回数を数字で示しても
よい。
【００６１】
　［変形例１－２］
　本実施形態では、指標が２回以上撮影されたかどうかで情報提示方法を変えていたが、
２回に限るものではない。ユーザは自由に情報提示方法を変更する撮影回数を、操作部１
５０を用いて設定することが可能であり、そのユーザが設定した撮影回数に応じて情報提
示方法が変更される。
【００６２】
　［変形例１－３］
　本実施形態では、画像上での検出位置に情報を提示していたがこれに限るものではない
。例えば、カメラの概略の位置姿勢と、指標の概略の位置姿勢が何らかの方法でわかって
いる場合には、それらの概略の位置姿勢をもとに指標が画像上に投影される位置を計算し
、その計算位置に提示してもよい。カメラの概略の位置姿勢は、磁気式、光学式、超音波
式などの６自由度位置姿勢センサをカメラに装着することによって得てもよいし、概略ま
た正確な位置姿勢がわかっている指標の画像上での投影像をもとに計算により得てもよい
。指標の概略の位置姿勢は、あらかじめ手動で計測してもよいし、概略また正確な位置姿
勢がわかっている指標を基準として、画像から計算してもよい。
【００６３】
　［変形例１－４］
　なお、本実施形態において配置情報較正の対象となる指標を正方形指標としたが、点形
状の指標や、その他の形状の指標でも本発明の本質が損なわれることはないことは言うま
でもない。
【００６４】
　［変形例１－５］
　本実施形態では、撮影回数により指標の情報提示方法を変えていたが、基準座標系を規
定する基準指標のようにあらかじめ正確な位置姿勢がわかっている指標と、位置姿勢較正
の対象である指標とで情報提示方法を変えてもよい。
【００６５】
　［変形例１－６］
　本実施形態において、図４のフローチャートにおけるステップＳ１０３０において、指
標の撮影回数が十分かどうかの判断をユーザが行い、指標の位置姿勢算出の指示を操作部
１５０を通じてユーザが明示的に行っていた。
【００６６】
　しかしながら、ステップＳ１０３０における判定を、コンピュータが自動的に行い、ユ
ーザによる明示的な入力を必要とすることなく、すべての指標が所定回数以上撮影されて
いたらコンピュータが自動的に指標の位置姿勢の計算を開始してもよい。
【００６７】
　［第２の実施形態］
　第１の実施形態では、指標の位置計測を行うために、画像上で観察される指標が過去に
カメラによって撮影された回数についての情報をユーザに提示していた。第２の実施形態
では、ユーザに撮影画像を観察しながら各指標がこれまでにどの方向から撮影されたかの
情報を提示し、各指標の撮影回数が不足している方向を示して次に各指標をどの方向から
撮影するべきかをユーザがわかるようにする。
本実施形態における指標配置情報較正装置の機能構成を示すブロック図を図５に示す。本
実施形態における指標配置情報較正装置の機能構成は第１の実施形態の指標配置情報較正
装置に類似しており、重複部分の詳細な説明は省略する。
【００６８】



(13) JP 4926817 B2 2012.5.9

10

20

30

40

50

　第１の実施形態と同様に、撮像部１１０は指標が配置されたシーンや物体を常に撮影し
ており、撮影した画像を画像入力部１２０を通してコンピュータに入力する。指標同定検
出部１３０は、画像入力部１２０から入力された画像中から指標領域を検出し、各指標に
固有の識別子を読み出して同定を行い、指標の識別子と指標の各頂点の画像座標をデータ
管理部２４０に出力する。
【００６９】
　データ管理部２４０は、指標検出同定部１３０において検出同定された各指標について
、データ保存部２５０に保存されている該指標が過去にどの方向から撮影されたかの情報
を参照し、表示部２７０を通してユーザに提示する。これによって、ユーザは現在画像に
写っている指標について、過去にどの方向から撮影されたかの情報を受け取り、次に該指
標をどの方向から撮影するべきかを知ることができる。図６に本実施形態における、過去
にどの方向から撮影されたかの情報を提示する方法を示す。図６では、正方形指標の４辺
のどちらの方向から過去に撮影されたかの情報を、画像上で検出された指標の上に重畳表
示している。図６（ａ）は、撮像部１１０で撮影され、画像入力部１２０に入力された撮
影画像である。この撮影画像が、表示部２７０において、図６（ｂ）の様に表示される。
図６（ｂ）中に示される左側の指標は、黒い三角形で塗られた部分に対応する方向から過
去に撮影されており、過去に一方向からのみ撮影された指標を示している。また図６（ｂ
）中に示される右側の指標は、２つの黒い三角形で塗られており、過去に二方向から撮影
された指標を示している。
【００７０】
　データ管理部２４０は、操作部１５０によって画像取得命令が入力されると、データ保
存部２６０に指標検出同定部１３０から出力される現在表示されている画像の指標検出同
定結果として、画像中で検出同定された指標の識別子と各頂点の画像座標及び撮影方向を
保存する。
【００７１】
　操作部１５０から指標位置姿勢計算命令が入力されると、データ管理部２４０はデータ
保存部２６０から指標検出結果を読み出して指標位置姿勢算出部１８０に出力し、指標位
置姿勢算出部１８０は該指標検出結果をもとに指標の位置姿勢を算出しこれを出力する。
【００７２】
　図７は、第２の実施形態における指標配置情報較正方法の処理の手順を示すフローチャ
ートである。まずステップＳ１０１０において、画像入力部１２０は撮像部１１０によっ
て撮影された画像を指標検出同定部１３０に出力し、指標検出同定部１３０は該画像に含
まれる指標を検出し、各指標に固有の識別子を読み出して同定を行う。さらに、指標の４
頂点の画像座標を検出データとしてデータ管理部２４０に出力する。
【００７３】
　次にステップＳ２０２０において、データ管理部２４０は、データ保存部２６０に保存
されている、指標が過去にどの方向から撮影されたかを参照し、各指標の過去の撮影方向
を、表示部２７０を通じてユーザに提示する。
【００７４】
　ユーザは、カメラによって現在撮影されている画像上の指標と該指標の過去の撮影方向
を画面上で参照しながら、較正対象であるすべての指標がこれまでに十分な撮影方向から
撮影されたかどうかの判定を行う。例えば、指標の法線を軸とした回転を四つ（すなわち
９０度）に分割し、すべての分割された方向から撮影されているか否かを判定する。ユー
ザは撮影が十分であるか否かを判定し、操作部１５０を用いて命令を入力する。ステップ
Ｓ２０３０において、これまでに十分な方向から撮影されていると入力されたと判定され
た場合には、ステップＳ１０６０に進む。命令は、キーボードの特定のキーを用いて入力
したり、マウスを用いてＧＵＩから入力したりしてもよい。十分な回数撮影されていない
と入力されたと判定された場合には、ステップＳ１０４０に進む。
【００７５】
　ステップＳ１０４０では、ユーザにより操作部１５０から画像取得命令が入力されたか
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どうかの判定を行う。命令は、キーボードの特定のキーを用いて入力したり、マウスを用
いてＧＵＩから入力したりしてもよい。画像取得命令が入力されたと判定された場合には
、ステップＳ２０５０に進み、そうでない場合にはステップＳ１０１０に戻る。
【００７６】
　ステップＳ２０５０では、ステップＳ１０１０において検出同定された指標の４頂点の
画像座標をデータ保存部１６０に保存し、さらに各指標が撮影された方向のフラグをセッ
トし、ステップＳ１０１０に戻る。ここで、各指標が撮影された方向の決定を次のように
行う。本実施形態において、較正の対象となる正方形指標の法線まわり、すなわち図２（
ｂ）における指標座標系のｚｍ軸まわりの回転を、正方形の各辺に対応するように四つに
分割し、四つの方向に対応するフラグを用意する。このとき、どの方向から撮影されたか
の判定は、画像中での撮影される正方形の各辺の長さに基づいて行い、最も長い辺に対応
する方向から撮影されたと判定してフラグをセットする。
【００７７】
　ステップＳ１０６０では、第１の実施形態と同様の方法で指標の位置姿勢の算出を行う
。
【００７８】
　以上説明したように、第２の実施形態では、ユーザに撮影画像を観察しながら各指標が
これまでにどの方向から撮影されたかの情報を提示し、各指標の撮影回数が不足している
方向を示して次に各指標をどの方向から撮影するべきかをユーザが知ることができる。
【００７９】
　［変形例２－１］
　第２の実施形態では、過去に撮影された方向に対応する画像上の指標の部分を塗りつぶ
すことにより過去に撮影された方向をユーザに提示していたが、提示方法はこれに限るも
のではない。例えば、画像上の指標の正方形の各辺の色を変えて提示してもよいし、透明
度を変えて表示してもよいし、ユーザが識別可能であればどのような方法でもよい。
【００８０】
　［変形例２－２］
　第２の実施形態では、指標が撮影された方向を、画像中における正方形の辺の長さに基
づいて決定していたが、これに限るものではない。正方形指標の各頂点の画像座標をもと
に、２次元射影変換などの方法を用いて正方形指標に対するカメラの相対位置姿勢を求め
る。そして、求めた姿勢から指標の法線軸まわりの回転を公知の方法で抽出することによ
って決定してもよい。また、第２の実施形態では、指標の法線軸まわりの回転を四つに分
解していたが、分割数は四つに限られるものではない。また、指標の法線軸まわりの回転
に限るものでもなく、指標の観察方向を任意に分割してよい。
【００８１】
　［変形例２－３］
　第２の実施形態では、指標が過去に撮影された方向についての情報をユーザに提示した
が、これに限るものではない。例えば、第１の実施形態で説明した撮影回数についての情
報も併せてユーザに提示してもよい。また、撮影方向ごとの撮影回数といった形式で情報
を提示してもよい。
【００８２】
　［変形例２－４］
　第２の実施形態では、指標が過去に撮影された方向についての情報をユーザに提示した
が、方向に限るものではなく、撮影時点でのカメラと指標との距離や、指標に対するカメ
ラの相対位置といった他の情報をユーザに提示してもよい。この距離は、指標の大きさが
既知であるので、撮像画像中の指標の大きさと、指標の既知の大きさを対比することでお
おまかな距離を求め、この距離に基づいた情報を提示すればよい。また、相対位置に関し
ても、同様である。
【００８３】
　［第３の実施形態］
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　図８は本実施形態における指標配置情報計測装置の機能構成を示すブロック図である。
撮像部８００はカメラであり、指標が配置されたシーンや物体を撮影する。画像入力部８
１０は、撮像部８００によって撮影された画像をコンピュータ内に取り込む。画像入力部
８１０によってコンピュータ内に取り込まれた画像から、指標検出部８２０によって指標
を検出する。さらに指標同定部８３０によって、指標検出部８２０によって検出された指
標の同定を行う。データ管理部８４０は、指標同定部８３０から入力された指標の同定結
果をデータ保存部８５０に保存する。また、解析部８６０はデータ保存部８５０に保存さ
れた同定結果の解析を行う。表示部８７０は、画像入力部８１０によって取り込まれた画
像に、解析部８６０における解析結果に応じた画像を合成した画像を表示する。また、操
作部８８０によって、指標の配置情報を計算する命令が入力された場合、データ管理部８
４０は、指標配置情報算出部８９０に対してデータ保存部８５０に保存されていた指標の
同定結果を出力する。指標配置情報算出部８９０は、指標の同定結果をもとに、指標の配
置情報を算出する。
【００８４】
　本実施形態において計測対象となる指標は、例えば、正方形指標や点指標を使用する。
【００８５】
　次に、以上の構成を備えた本実施形態の指標配置情報計測装置の動作の概要について説
明する。撮像部８００は、ビデオカメラであるとし、ユーザの操作に関わらず常に画像入
力部８１０に動画像を出力する。表示部８７０は、画像入力部８１０に入力された動画像
を随時画面上に表示する。これにより、ユーザはビデオカメラで撮影されている画像を常
に画面上で確認できる。ユーザはビデオカメラを自由に動かしながら、指標が配置されて
いるシーンや物体の画像を撮影する。
【００８６】
　指標検出部８２０は、画像入力部８１０に入力された画像に含まれる指標を検出する。
前述した正方形指標を画像中から検出するために、指標検出部８２０は入力された画像に
対して二値化及び連結領域のラベリング処理を行い、正方形指標の境界領域である黒枠で
囲まれた内部領域を抽出する。さらに、指標の内部領域に対して直線フィッティングを行
い、内部領域の正方形の４頂点の画像座標を求め、指標同定部８３０に画像及び画像座標
の組合せを出力する。
【００８７】
　指標同定部８３０は、指標検出部８２０より入力された画像座標に基づいて、２次元射
影変換によって画像上の正方形指標を正射影画像に変換し、向き決め領域及びビット領域
を読み取ることにより、正方形指標の識別子を読み出し同定を行う。
【００８８】
　データ管理部８４０は、指標同定部８３０から指標同定結果を入力する。ユーザの入力
に基づく操作部８８０の指示により、現在ビデオカメラによって撮影されている画像を取
得する命令が入力された場合には、指標同定部８３０から入力された指標の同定結果をデ
ータ保存部８５０に保存する。よって、データ保存部８５０には、複数の画像についての
指標の同定結果が保存さている。指標の同定結果は、画像番号－指標の識別子－指標内部
の正方形の４頂点の画像座標の組として保存される。
【００８９】
　解析部８６０は、操作部８８０により現在ビデオカメラによって撮影されている画像を
取得する命令が入力され、指標同定部８３０から入力された指標の同定結果がデータ保存
部８５０に保存されたときに、データ保存部８５０に保存されたすべての指標の同定結果
を解析する。そして、計測対象の指標の基準座標系における配置情報が計測可能であるか
の判定を行う。判定は、例えば基準座標系における配置情報が既知である指標が所定回数
撮影されているかどうかに基づいて行う。基準座標系における配置情報が既知である指標
は、図２（ａ）に示すような正方形指標であってもよいし、図９に示すような配置情報が
点の位置で表される指標（以下、点指標）であってもよい。図９における点指標は、円形
状であって指標内部が同一色である指標である。本実施形態では、点指標の位置を円の重
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心であるとする。
【００９０】
　従来の写真測量技術と同様に、指標の同定結果のみから算出される指標の配置情報は、
指標同士の相対的な位置関係しか得ることができない。その相対的な位置関係は、任意の
基準座標系（以下、相対基準座標系と呼ぶ）、例えばある正方形指標の指標座標系、を基
準とした各指標の位置及び姿勢によって表すことができる。計測対象指標の基準座標系に
おける配置情報が計測可能であるためには、相対基準座標系と基準座標系との対応が既知
である必要がある。相対基準座標系と基準座標系のスケールが同じであると仮定すると、
二つの座標系の対応は、一方の座標系に対する他方の座標系の位置及び姿勢によって表さ
れる。
【００９１】
　相対基準座標系と基準座標系との対応を求めるためには、基準座標系における位置及び
姿勢が既知である１個以上の正方形指標の、相対基準座標系における位置及び姿勢が計測
される必要がある。サイズが既知である正方形指標の相対基準座標系における位置及び姿
勢を計測するためには、該正方形指標は相対基準座標系における位置及び姿勢が既知のカ
メラにより少なくとも１回以上撮影されている必要がある。また、基準座標系における位
置が既知で、同一直線上にない３個以上の点指標の相対基準座標系における位置が計測さ
れる場合にも、相対基準座標系と基準座標系との対応を求めることができる。点指標の相
対基準座標系における位置を計測するためには、該点指標は相対基準座標系における位置
及び姿勢が既知のカメラにより少なくとも２回以上撮影されている必要がある。
【００９２】
　解析部８６０は、データ保存部８５０に保存されている同定結果を解析する。例えば基
準座標系における位置及び姿勢が既知の正方形指標が１回以上撮影されているか、または
基準座標系における位置が既知の３個以上の点指標が各々２回以上撮影されているかどう
かを解析する。そして解析部８６０は計測対象の指標の基準座標系における配置情報が計
測可能であるかの判定を行い、判定結果を解析結果として出力する。
【００９３】
　操作部８８０を介して、ユーザは現在ビデオカメラによって撮影されている画像を取得
する命令を入力するとともに、指標の配置情報、すなわち各指標の位置及び姿勢を計算す
る命令を指標配置情報算出部８９０に入力する。指標配置情報算出部８９０は、解析部８
６０において基準座標系における指標の配置情報計測が可能であるという解析結果が出力
された場合には、各指標の基準座標系における位置及び姿勢を算出する。解析部８６０に
おいて基準座標系における指標の配置情報計測が不可能という解析結果が出力された場合
、計測対象の指標から正方形指標を１つ選択し、選択された指標の指標座標系を相対基準
座標系として、その座標系における各指標の位置及び姿勢を算出する。ユーザは、ビデオ
カメラによって画像の撮像を行いながら、例えば十分な枚数の画像を撮影したと判断した
場合などに、指標配置情報を計算する命令を指標配置情報算出部８９０に入力し、指標配
置情報を算出する。また、ユーザが操作部８８０を介して画像を撮影する命令を入力した
ときに、該画像における指標の同定結果をデータ保存部８５０に保存した後、データ保存
部８５０に保存されている同定結果をもとに自動的に指標配置情報算出部８９０が指標配
置情報を算出してもよい。指標配置情報算出部８９０において算出された指標配置情報は
、データ管理部１４０を介して、データ保存部８５０に保存される。保存される指標配置
情報は、基準座標系または相対基準座標系における配置情報であり、ユーザは画像の取得
と配置情報算出を繰り返しながら、最終的に基準座標系において十分な精度を有する指標
配置情報を計測する。また、指標の基準座標系における配置情報が既知である場合にも、
該配置情報はデータ保存部８５０に保存されているものとする。
【００９４】
　位置姿勢算出部９００は、データ保存部８５０に保存されている指標配置情報に基づい
て、現在のビデオカメラの位置及び姿勢を算出する。位置姿勢算出部９００は、撮像部８
００から画像入力部８１０に入力された画像における指標同定結果を指標同定部８３０か
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ら入力し、正方形指標の各頂点または点指標の画像座標３次元座標との対応をもとに、該
画像を撮影した際のビデオカメラの位置及び姿勢を算出する。
【００９５】
　表示部８７０は、画像入力部８１０に入力される画像を随時画面上に表示する。このと
き、前述した解析部８６０が出力する解析結果に基づいて、基準座標系における指標の配
置情報計測が可能である場合とそれ以外の場合に分けて、異なる方法でユーザに情報提示
する。図１０は、基準座標系における指標の配置情報計測が可能かどうかに応じた提示方
法を示す図である。表示部８７０は、解析部８６０において基準座標系における指標の配
置情報計測が不可能であると判断され、相対基準座標系における配置情報計測が可能であ
ると判断された場合には次のような処理を行う。すなわち、図１０（ａ）に示す撮影画像
に対して、図１０（ｂ）に示すように、位置姿勢算出部９００が出力する相対基準座標系
におけるビデオカメラの位置及び姿勢に基づいて相対基準座標系における指標の３次元モ
デルを描画し、画像入力部８１０への入力画像上に合成して不図示のディスプレイに表示
する。ディスプレイは、ＣＲＴやＬＣＤなどの通常のコンピュータ用のディスプレイや、
ＡＲの画像表示装置であるヘッドマウントディスプレイであってもよい。解析部８６０に
おいて基準座標系における指標の配置情報計測が可能であると判断された場合には次のよ
うな処理を行う。すなわち図１０（ｃ）に示すように、位置姿勢算出部９００が出力する
基準座標系における撮像装置の位置及び姿勢に基づいて基準座標系を表す３次元モデルと
基準座標系における指標の３次元モデルを描画した画像を撮影画像と重畳合成する。前述
の提示方法により、基準座標系における配置情報計測が可能であるかどうかをユーザが画
像上で確認することができるため、ユーザは基準座標系における配置情報が既知の指標を
さらに撮影すべきかどうかを知ることができる。
【００９６】
　基準座標系または相対基準座標系における指標の３次元モデルは、図１０（ｂ）に示す
ように、例えば指標の内部領域の外枠と、指標の法線方向を表す線分（図２（ｂ）におい
て指標中心からｚｍ方向に伸びた線分）である。しかし、基準座標系または相対基準座標
系における指標の３次元モデルは指標の形状を表すものであればどのようなモデルであっ
てもよい。例えば、指標の内部領域の外枠だけであってもよい。また、基準座標系を表す
３次元モデルは、例えば基準座標系の原点を起点として直交する３軸方向に伸びた線分で
あるとする。各線分は基準座標系のｘ軸、ｙ軸、ｚ軸（図２（ｂ）におけるｘｗ軸、ｙｗ

軸、ｚｗ軸）である。基準座標系を表す３次元モデルは、図１０（ｃ）に示すように、各
軸名及び原点を表す文字情報を持っていてもよい。
【００９７】
　図１１は、本実施形態における指標配置情報計測方法の処理の手順を示すフローチャー
トである。まずステップＳ１１１０において、画像入力部８１０は、撮像部８００によっ
て撮影された画像を指標検出部８２０に出力する。指標検出部８２０は、入力された画像
に対して二値化及び連結領域のラベリング処理を行って正方形指標の内部領域を抽出する
。そして、内部領域の外周部分について直線フィッティングを行い、正方形指標の内部領
域の４頂点の画像座標を求めることで、正方形指標を検出する。また、計測対象指標に、
例えば同一色で塗られた円領域である点指標が含まれている場合には次のように検出を行
う。すなわち、指標と同一の色を有する画素を該色に対応するＹＵＶ色空間画像の特定領
域にあるかどうかで抽出し、同一色として連結している画素をラベリングすることで指標
領域を求め、画像内での指標領域の重心を計算することで検出を行う。
【００９８】
　指標同定部８３０は、指標検出部８２０より入力された検出指標の画像座標に基づいて
指標の同定を行う。正方形指標については、該画像座標に基づいて画像上の正方形指標を
正射影画像に変換し、向き決め領域及びビット領域を読み取ることにより指標の識別子を
読み出し同定を行う。また、点指標の同定は、例えばマウスで画像上の検出指標位置をク
リックして同定してもよいし、始めに手動で同定した後、画像間で動的に追跡を行って同
定してもよい。また、点指標は非特許文献５に示すような固有の識別子を持つ自然特徴点
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である場合には、画像から検出する際に直接得られる識別子を用いて同定してもよい。同
定結果はデータ管理部８４０及び位置姿勢算出部９００に送られる。
【００９９】
　次にステップＳ１１２０において、位置姿勢算出部９００は現在のビデオカメラの位置
及び姿勢を算出する。位置姿勢算出部９００は、解析部８６０が出力する解析結果におい
て基準座標系における指標の配置情報計測が可能と判定されていれば基準座標系における
撮像装置の位置及び姿勢を算出する。一方、相対基準座標系における配置情報計測が可能
であれば相対基準座標系における撮像装置の位置及び姿勢を算出する。撮像装置の位置及
び姿勢は、画像上で観察される指標が３次元空間中で同一平面上にない場合には、例えば
Ｄｉｒｅｃｔ　Ｌｉｎｅａｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ（ＤＬＴ）法により、画像座標と３次
元座標の対応から線形連立方程式を解くことにより算出することができる。また、画像上
で観察される指標が３次元空間中で同一平面上に存在する場合には、画像座標と平面座標
との対応から線形連立方程式を解くことにより該平面と画像平面との間の２次元射影変換
を求めることによってビデオカメラの位置及び姿勢を算出することができる。さらに非特
許文献６に示すように、何らかの方法でビデオカメラの位置及び姿勢の初期値を得て、指
標の画像上での検出画像座標と、計算される画像座標との誤差を最小化するように反復演
算によりビデオカメラの位置及び姿勢を最適化してもよい。初期値は、前述の線形連立方
程式を解く方法によって得たり、前フレームにおける位置及び姿勢を利用することが可能
である。また、反復演算の方法としては、ガウス－ニュートン法、レーベンバーグ－マー
カート法などを利用することができる。さらに、Ｍ推定、ＲＡＮＳＡＣ（ＲＡＮｄｏｍ　
ＳＡｍｐｌｅ　Ｃｏｎｓｅｎｓｕｓ）などのロバスト推定手法を利用して、指標の誤検出
や誤対応に起因するアウトライヤを除去してビデオカメラの位置及び姿勢を算出してもよ
い。
【０１００】
　ステップＳ１１３０では、基準座標系における指標の配置情報計測が可能かどうかをユ
ーザに提示する。解析部８６０が出力する解析結果において基準座標系における指標の配
置情報計測が可能と判定されれば次の処理を行う。すなわち、ステップＳ１１２０で算出
した基準座標系におけるビデオカメラの位置及び姿勢に基づいて、基準座標系を表す３次
元モデルと基準座標系における指標の３次元モデルを描画した画像を撮影画像と重畳合成
し、表示する。また、解析部８６０が出力する解析結果において基準座標系における指標
の配置情報計測が不可能と判定されていれ次の処理を行う。すなわち、ステップＳ１１２
０で算出した相対基準座標系におけるビデオカメラの位置及び姿勢に基づいて、相対基準
座標系における指標の３次元モデルを描画した画像を撮影画像と重畳合成し、表示する。
【０１０１】
　ステップＳ１１４０では、操作部８８０から指標配置情報を算出する命令が入力された
かどうかを判定し、入力されたと判定された場合にはステップＳ１１８０に進み、そうで
ない場合にはステップＳ１１５０に進む。命令は、キーボードの特定のキーによって入力
したり、マウスを用いてＧＵＩから入力したりしてもよい。
【０１０２】
　ステップＳ１１５０では、操作部８８０から画像を取得する命令が入力されたかどうか
を判定し、入力されたと判定された場合にはステップＳ１１６０に進み、そうでない場合
にはステップＳ１１１０に戻る。命令は、キーボードの特定のキーによって入力したり、
マウスを用いてＧＵＩから入力したりしてもよい。
【０１０３】
　ステップＳ１１６０では、ステップＳ１１１０において検出され、同定された指標につ
いて、画像番号－指標の識別子－指標内部の正方形の４頂点の画像座標の組（点指標の場
合には該点指標の画像座標）をデータ保存部８５０に保存し、ステップＳ１１７０に進む
。
【０１０４】
　ステップＳ１１７０では、解析部８６０がデータ保存部８５０に保存されたすべての指
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標の同定結果を解析し、計測対象の指標の基準座標系における配置情報が計測可能である
かの判定を行う。判定は、例えば基準座標系における配置情報が既知である指標が所定回
数撮影されているかどうかに基づいて行う。該基準座標系における配置情報が既知である
指標が正方形指標である場合には、１個以上の正方形指標が１回以上撮影されているかど
うかに基づいて判定を行う。このとき、該正方形指標のみが撮影されているのではなく、
他の計測対象の指標と同時に撮影されている必要がある。なお、ここでは撮影回数は１回
以上としているが、それに限られるものではなく、より精度の高い計測を行うために２回
以上に設定してもよい。また該基準座標系における配置情報が既知である指標が点指標で
ある場合には、３個以上の同一直線上にない点指標が各々２回以上撮影されているかどう
かに基づいて判定を行う。点指標の場合も同様に、該点指標は他の他の計測対象の指標と
同時に撮影されている必要がある。正方形指標と同様に、点指標の場合も撮影回数は２回
に限られるものではなく、より精度の高い計測を行うために、３回以上に設定してもよい
。また該基準座標系における配置情報が既知である指標として正方形指標、点指標が混在
していてもよく、前述の条件のいずれかを満たせば基準座標系における配置情報が計測可
能であると判定する。ステップＳ１１７０の処理が終ると、ステップＳ１１１０に戻る。
ユーザによる配置情報算出の命令が行われなくとも、ステップＳ１１７０の後に自動的に
ステップＳ１１８０に進んで配置情報算出を行ってもよい。
【０１０５】
　ステップＳ１１８０では、指標の配置情報の算出を行う。ここで、指標の配置情報の算
出方法について説明する。まず、相対基準座標系における指標の配置情報算出方法につい
て説明した後、相対基準座標系から基準座標系への変換方法について説明する。ここで、
計測対象の、すなわち配置情報算出の対象となる指標の数をＮとし、撮影された画像の枚
数をＭとする。また、正方形指標ｉ（ｉ＝１，２，…，Ｎ）の位置姿勢を表す６次元ベク
トルをａｉ、画像ｊ（ｊ＝１，２，…，Ｍ）を撮影したカメラの位置姿勢を表す６次元ベ
クトルをｓｊと表す。指標の位置姿勢を表す６次元ベクトルａは、指標の相対基準座標系
における位置
【０１０６】
【数１５】

、相対基準座標系に対する姿勢
【０１０７】
【数１６】

の各成分からなるベクトルであり、
【０１０８】

【数１７】

のように表すことができる。カメラの相対基準座標系における位置を
【０１０９】
【数１８】

、相対基準座標系に対する姿勢を
【０１１０】
【数１９】
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【０１１１】
【数２０】

のように表すことができる。
【０１１２】
　正方形指標の各頂点の指標座標系における座標
【０１１３】

【数２１】

（ｋ＝１，２，３，４）は、正方形の一辺の長さを２ｅ（ｅ＞０）として、例えば（式６
）のように表すことができ、正方形の一辺の長さがわかる場合には既知の値となる。
【０１１４】

【数２２】

【０１１５】
　相対基準座標系に対する位置姿勢がｔｗｍ、ωｗｍである指標の指標座標がｘｍである
頂点の，相対基準座標系に対する位置姿勢がｔｗｃ、ωｗｃであるカメラのカメラ座標ｘ

ｃは（式７）のように表すことができる。
ｘｃ＝Ｒ（ωＷＣ）－１・（Ｒ（ωＷｍ）・ｘｍ＋ｔｗｍ－ｔｗｃ）　　　（式７）
　但し、Ｒ（ωＷＣ）、Ｒ（ωＷｍ）はそれぞれωｗｃ、ωｗｍで表される姿勢を表す３
×３回転変換行列である。また、カメラ座標が
ｘｃ＝［ｘｃｙｃｚｃ］ｔ

である点が焦点距離がｆであるピンホールカメラによって画像上に投影される位置
ｕ＝［ｕｘｕｙ］ｔ

は、（式８）のように表すことができる。
【０１１６】

【数２３】

【０１１７】
　すなわち、ｕは指標の位置姿勢ｔｗｍ、ωｗｍ、カメラの位置姿勢ｔｗｃ、ωｗｃの関
数となる。よって、指標ｉの頂点ｋ（ｋ＝１，２，３，４）の画像ｊ上における投影像の
位置を表す２次元ベクトルｕｉ，ｊ，ｋは、（式９）に示すように、ａｉ、ｓｊの関数と
なる。
ｕｉ，ｊ，ｋ＝Ｆ（ａｉ、ｓｊ）　　　（式９）
　指標ｉの頂点ｋの画像ｊ上における投影像の実際の画像上での観察位置を
【０１１８】

【数２４】

と表すと、観察位置
【０１１９】
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【数２５】

とａｉ、ｓｊから計算されるｕｉ，ｊ，ｋとの誤差
【０１２０】
【数２６】

は（式１０）のように１次近似することができる。
【０１２１】
【数２７】

【０１２２】
∂ｕｉ，ｊ，ｋ／∂ａｉ、∂ｕｉ，ｊ，ｋ／∂ｓｊは（式９）において、ｕｉ，ｊ，ｋを
それぞれａｉ、ｓｊの各成分によって偏微分したときの偏微分係数を並べたヤコビ行列で
ある。（式１０）を各画像中で検出同定された各指標の各頂点について立て、すべての△
ａｉ（ｉ＝１，２，…，Ｎ）、△ｓｊ（ｊ＝１，２，…，Ｍ）を共通の未知変数として連
立方程式として解くことにより、△ａｉ（ｉ＝１，２，…，Ｎ）、△ｓｊ（ｊ＝１，２，
…，Ｍ）を得ることができる。予め、ａｉ、ｓｊには初期値を与えておき、△ａｉ（ｉ＝
１，２，…，Ｎ）、△ｓｊ（ｊ＝１，２，…，Ｍ）を求めて、ａｉ＝ａｉ＋△ａｉ、ｓｊ

＝ｓｊ＋△ｓｊという補正を行う操作を繰り返すことで、指標の位置姿勢△ａｉ（ｉ＝１
，２，…，Ｎ）を求める。
【０１２３】
　カメラの位置姿勢の初期値は、位置姿勢算出部９００が算出する位置姿勢を用いる。ま
た、カメラに磁気式、光学式、超音波式などの６自由度位置姿勢センサを装着し、センサ
の計測値から得てもよい。また、相対基準座標系における位置及び姿勢がわかっている指
標の画像座標からＤＬＴ（Ｄｉｒｅｃｔ　Ｌｉｎｅａｒ　Ｔｒａｎｓｆｏｒｍ）法などの
公知の手法を利用して求めてもよい。指標の位置姿勢の初期値は、予め概略の位置を手動
で計測しておく。また、相対基準座標系における位置及び姿勢がわかっているカメラに写
った指標の投影像をもとに求めてもよい。サイズが既知の正方形指標であれば、正方形指
標の各頂点の指標座標系における実平面位置と、画像座標との対応をもとに、実平面と画
像平面との間の２次元射影変換を求めることにより、正方形指標の位置及び姿勢を算出す
ることができる。点指標の場合には、２台以上の相対基準座標系における位置及び姿勢が
わかっているカメラに該点指標が撮影されていれば、三角測量の原理により点指標の位置
を算出することができる。
【０１２４】
　次に、相対基準座標系における指標の配置情報を、基準座標系における指標の配置情報
に変換する方法について説明する。まず、基準座標系における位置及び姿勢が既知である
正方形指標が撮影されており、該正方形指標の相対基準座標系における位置及び姿勢が前
述の配置情報算出方法により算出されている場合について説明する。ここで、基準座標系
における位置及び姿勢が既知である正方形指標の基準座標系における位置及び姿勢を３次
元ベクトルｔｗｍ及び３×３回転行列Ｒｗｍで表す。また、該正方形指標の相対基準座標
系における位置及び姿勢を３次元ベクトルｔｓｍ及び３×３回転行列Ｒｓｍで表す。前述
の配置情報算出方法により算出される相対基準座標系における指標の位置を表す３次元ベ
クトルがｔ、姿勢を表す３×３回転行列がＲである指標の、基準座標系における位置を表
す３次元ベクトルｔ’、姿勢を表す３×３回転行列Ｒ’は式１１のように表せる。
【０１２５】
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【数２８】

【０１２６】
　次に、基準座標系における位置が既知である同一直線上にない３点以上の点指標が、各
々２回以上撮影されている場合について説明する。この場合、該点指標の相対基準座標系
における位置が算出されるので、２つの座標系における点指標の位置の対応を用いて、座
標系同士の位置及び姿勢を算出する。点指標の数が３点の場合など、点指標が同一平面上
に存在する場合には、平面同士の２次元射影変換を求めることによって座標変換行列を求
める。点指標が同一平面上に存在しない場合には、式８を満たす座標変換行列Ｍを例えば
最小二乗法により求める。ここで
【０１２７】

【数２９】

（ｎ＝１，２，．．．）は基準座標系における点指標の位置、
【０１２８】
【数３０】

（ｎ＝１，２，．．．）は相対基準座標系における点指標の位置を表す。
【０１２９】
【数３１】

【０１３０】
　座標変換行列Ｍの回転を表す３×３回転行列をＲｗｓ、平行移動を表す３次元ベクトル
ｔｗｓと表す。前述の配置情報算出方法により算出される相対基準座標系における指標の
位置を表す３次元ベクトルがｔ、姿勢を表す３×３回転行列がＲである指標の、基準座標
系におけ位置を表す３次元ベクトルｔ’、姿勢を表す３×３回転行列Ｒ’は式１３のよう
に表せる。
【０１３１】
【数３２】

【０１３２】
　ステップＳ１１８０において、指標の配置情報を算出した後、ステップＳ１１９０に進
む。ステップＳ１１８０において、基準座標系における指標の配置情報を算出できなかっ
た場合にはステップＳ１１１０に戻り、基準座標系における配置情報が既知の指標の撮影
を行う。また、基準座標系における指標の配置情報が算出できた場合でも、ユーザが計測
精度に満足できない場合はステップＳ１１１０に戻り、撮影を継続する。
【０１３３】
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　以上説明したように、本実施形態においては、他の指標の基準座標系における配置情報
を算出することが可能かどうかユーザに提示することにより、ユーザがさらに撮影を継続
するべきかが瞬時にわかり、効率的に指標の配置情報の計測を行うことができる。
【０１３４】
　［変形例３－１］
　なお、本実施形態では、基準座標系における指標の配置情報の計測が可能かどうかを基
準座標系を表す３次元モデルを描画することによりユーザに提示していた。しかし提示方
法はこれに限るものではなく、撮影画像上に基準座標系における指標の配置情報の計測が
可能であるか否かを表示する方法であれば他のいかなる方法であってもよい。
【０１３５】
　例えば、指標を表す３次元モデルの色を、基準座標系における指標の配置情報の計測が
可能な場合とそうでない場合とで変更することによって提示してもよい。また、色を変え
るのではなく、基準座標系における指標の配置情報の計測が可能な場合には指標を表す３
次元モデルの透明度を小さく、そうでない場合には透明度を大きくして描画してもよいし
、その逆でもよい。
【０１３６】
　また、本実施形態では、ビデオカメラの位置及び姿勢、基準座標系や指標の３次元モデ
ルを用いて基準座標系における指標の配置情報の計測が可能かどうかを３次元的にユーザ
に提示していたが、２次元的に提示してもよい。例えば、ビデオカメラの位置及び姿勢を
計算せずに、データ保存部１５０に保存されている同定情報のみを利用してもよい。すな
わち、基準座標系における指標の配置情報の計測が可能な場合には、図１３（ａ）に示す
ように検出された正方形指標の各頂点の画像座標を利用して内部を塗りつぶしたり、図１
３（ｂ）に示すように対角線を引いたりすることでユーザに提示してもよい。また、図形
として提示するのではなく、図１３（ｃ）に示すようにテキスト情報として提示してもよ
い。さらには、ユーザに提示せずに、基準座標系における指標の配置情報の計測が可能に
なったら自動的に配置情報を算出するようにしてもよい。
【０１３７】
　［変形例３－２］
　本実施形態では、基準座標系における指標の配置情報の計測が可能かどうかを基準座標
系を表す３次元モデルを描画することによりユーザに提示していた。この方法では、基準
座標系を表す３次元モデルの大きさを固定すると図１２（ａ）に示すように画面からはみ
出す可能性がある。そのため、図１２（ｂ）に示すように、カメラの位置及び姿勢、焦点
距離を用いて、常に基準座標系を表す３次元モデルが画面内に含まれるように大きさを調
節してもよい。さらには、基準座標系を表す３次元モデルの大きさを変えるのではなく、
図１２（ｃ）に示すように、各座標軸を表すテキスト情報が常に画面内に含まれるように
表示位置を調節してもよい。
【０１３８】
　［第４の実施形態］
　第２の実施形態では、各指標が撮影された方向を指標の内部領域を分割して平面上にお
ける方向に変換して表示していた。しかし、本発明は、指標の撮影された方向を平面に変
換して表示することに限定するものではない。
【０１３９】
　第４の実施形態では、各指標が撮影された方向、距離、撮影回数（以降、指標が撮影さ
れたときの夫々の情報を撮影情報と呼ぶ）を、各指標に対応する３次元オブジェクトに表
示する。この３次元オブジェクトを表示することにより、ユーザが次にどの指標をどの撮
影方向や距離で撮影するべきかをわかるようにする。なお、本実施形態では、３次元オブ
ジェクトとして図１５（ａ）、（ｂ）のように半球形状のオブジェクト１５１０を表示す
る。本実施形態では、対応する指標の撮影された方向と撮影回数に応じて半球オブジェク
ト表面の一部の色を変化させている。
【０１４０】
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　このように指標の３次元撮影方向を示すオブジェクト１５１０で指標の撮影情報を表示
することで、現在見ている方向の情報のみを強調して表示させることができる。すなわち
、３次元オブジェクト１５１０を投影面に射影する描画処理（透視投影、陰面消去）の効
果により、現在見えている方向における撮影情報の面積が他の方向に比べて広く描画され
る。すなわち、３次元オブジェクト１５１０に設定された色などの属性情報が、平面に属
性情報を表示したときに比べて広い領域で描画される。この効果により、ユーザは画面上
の色の面積という比較的簡単な判断基準によって撮影するべきかどうかを判断できるよう
になる。例えば、図１５の（ａ）に示す撮影位置からユーザがシーンを観察する場合を考
える。この撮影位置においては、図１５の（ａ）のような画像がユーザに提示される。提
示される画像には、既に指標が撮影されたことを示す色が３次元オブジェクト１５１０に
表示されているため、ユーザは画像を撮影する必要がないと判断できる。また、別の撮影
位置に移動して図１５（ｂ）のような画像が得られたとする。提示される画像の見えてい
る３次元オブジェクト１５１０の面上には、まだ撮影されていないことを示す色が表示さ
れている。この画像から、ユーザは画像を撮影する必要があると判断できる。
【０１４１】
　また、指標付近に指標が撮影されたときの指標検出精度１５２０を提示することで、こ
れまでに撮影した指標の検出精度（検出信頼度）を数値で知ることができ、精度の高い撮
影位置をフィードバックすることができる。
【０１４２】
　本実施形態における指標配置情報校正装置の機能構成を示すブロック図を図１４に示す
。本実施形態における指標配置情報校正装置の機能構成は、第３の実施形態の指標配置情
報校正装置に類似している。なお、重複部分の詳細な説明は省略する。
【０１４３】
　第３の実施形態と同様に、撮像部８００は指標が配置されたシーンや物体を常に撮影し
ており、撮影した画像を画像入力部８１０経由でコンピュータに入力する。画像入力部８
１０によってコンピュータ内に取り込まれた画像から、指標検出部８２０によって指標を
検出する。さらに指標同定部８３０によって、検出された指標の同定を行い、指標の同定
結果をデータ管理部１４４０に保存する。
【０１４４】
　データ管理部１４４０は、指標同定部８３０から入力された指標の同定結果を入力する
。操作部８８０の指示により、現在ビデオカメラによって撮影されている画像を取得する
命令が入力された場合には、指標同定部８３０から入力された指標の同定結果をデータ保
存部１４５０に保存する。
【０１４５】
　データ保存部１４５０には、複数の画像についての指標の同定結果が保存されている。
指標の同定結果は、
・画像番号
・指標の識別子
・指標内部の正方形の４頂点の画像座標
・ビデオカメラの相対位置及び姿勢（算出可能な場合のみ）
の組として保存される。
【０１４６】
　解析部１４６０は、ユーザの操作により操作部８８０から、ビデオカメラによって現在
撮影されている画像を取得する命令が入力され、指標同定部８３０から入力された指標の
同定結果がデータ保存部１４５０に保存されたときに、データ保存部１４５０に保存され
た全ての指標の同定結果を解析する。本実施形態において、解析部１４６０は、第３の実
施形態で挙げられている計測対象の配置情報が基準座標系において算出可能かどうかの判
定の他に、以下の情報を算出する。すなわち、指標の同定結果から、画像に写る夫々の指
標ごとに
・指標の識別子
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・撮影時の３次元方向（以降、３次元撮影方向と呼ぶ）
・相対基準座標系における撮影時の距離（以降、撮影距離と呼ぶ）
・指標の３次元撮影方向に対応付けた３次元オブジェクトの面の撮影回数
・指標検出精度
を対応付けて保存する。夫々の解析結果の算出方法については後述する。
【０１４７】
　夫々の指標ごとに解析された解析結果は表示部１４７０に出力される。
【０１４８】
　表示部１４７０は、画像入力部８１０に入力される画像を随時画面上に表示する。この
とき、解析部１４６０が出力する解析結果に基づいて、指標付近に指標の撮影情報を示す
３次元オブジェクト１５１０と指標検出精度１５２０を提示する。図１５（ａ）は、同定
された各指標に対して３次元オブジェクト１５１０をユーザに提示する例を示す図である
。本実施例においては、指標の撮影情報を示す３次元オブジェクト１５１０として正２０
面体を球面に投影し正三角形で曲面を分割したジオデシックドーム形状を利用する。なお
本実施形態では、指標の中心点を通る法線ベクトルと平行な直線がジオデシックドームの
天頂頂点を通るように３次元オブジェクト１５１０を配置する。さらに、指標が検出され
ない水平方向は表示する必要がないため、図１５（ａ）に示すように、３次元オブジェク
ト１５１０の底面が指標からあらかじめ決めた一定距離だけ離れるように、法線方向に移
動させて表示する。
【０１４９】
　本実施系における指標配置情報計測方法の処理の手順は、図１１で示す第３の実施形態
における処理の手順と類似している。以下は差分となる処理であるステップＳ１１３０、
Ｓ１１６０、Ｓ１１７０のみを説明する。
【０１５０】
　ステップＳ１１３０では、表示部１４７０が、まず、ステップＳ１１７０で解析部１４
６０が算出した解析結果のうち、指標の３次元撮影方向を示す３次元オブジェクト１５１
０の各面の撮影回数を参照して色を決定する。３次元オブジェクトの撮影回数の算出方法
は後述する。本実施形態においては、３次元オブジェクト１５１０の面の色を、面の撮影
回数が０回で白、撮影回数１回で灰色、撮影回数２回以上で黒に設定する。このように、
重複した方向から撮影された場合に面の色を変更することにより、３次元撮影方向をなる
べく分散させるように教示することができる。なお、本発明は、本実施形態における配色
の回数や表示色に限定されるものではなく、ユーザが指標の撮影方向と撮影回数を判別で
き、現在見えている範囲の撮影情報が強調される方法であれば適用可能であることは本実
施形態の説明により明らかである。
【０１５１】
　また、表示部１４７０は、図１５（ａ）に示すように夫々の指標付近に解析部１４６０
が算出した指標検出精度１５２０の数値を、指標付近に表示する。数値の表示位置は、例
えば、指標が配置されている平面と同じ平面上で指標の中心点からあらかじめ指定した方
向と距離を考慮した３次元位置に表示すればよい。
【０１５２】
　最後に、表示部１４７０は、位置姿勢算出部９００で得られたビデオカメラの位置姿勢
に基づいて、３次元オブジェクト１５１０と指標検出精度１５２０を描画した画像を生成
し、撮像画像上に合成して表示する。
【０１５３】
　ステップＳ１１６０では、ステップＳ１１１０において検出され、同定された指標につ
いて、画像番号－指標の識別子－指標内部の正方形の４頂点の画像座標の組（点指標の場
合には該点指標の画像座標）－ビデオカメラの相対位置及び姿勢をデータ保存部１４５０
に保存し、ステップＳ１１７０に進む。なお、ビデオカメラの相対位置姿勢に関しては、
ステップＳ１１２０で算出できた場合にのみ格納する。
【０１５４】
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　ステップＳ１１７０では、解析部１４６０がデータ保存部１４５０に保存されたすべて
の指標の同定結果を解析する。すなわち、第３の実施形態で挙げた基準座標系における配
置情報が計測可能かどうかの判定に加え、夫々の指標の３次元撮影方向に対応付けた撮影
回数、３次元撮影方向、撮影距離、指標検出精度１５２０を算出する。
【０１５５】
　指標の３次元撮影方向、撮影距離、指標の３次元撮影方向に対応付けた撮影回数は、例
えば以下のように決定する。図１６～図１８は面の撮影回数を説明する図である。なお、
以下の処理は、同定結果として得られたデータセットごとに実施する。
【０１５６】
　まず、データ保存部１４５０に保存された同定結果を参照し、ビデオカメラにより撮影
されたときの位置１６１０を取得する。このとき、指標の中心点から撮影位置１６１０ま
でのベクトルの方向を３次元撮影方向とし、ベクトルの長さを撮影距離として解析部１４
６０に保存する。次に、撮影位置１６１０を円錐の底面の円中心とし、指標の中心点を円
錐の天頂の頂点とする円錐１６２０を生成する。このとき円錐の底面円の半径は、あらか
じめ固定の数値を利用してもよいし、撮影距離やビデオカメラの画角などに応じて変更し
ても良い。
【０１５７】
　次に、図１７のように、円錐１６２０と３次元オブジェクト１５１０が重なる領域１７
１０を公知の交点計算により求める。さらに、図１８のように、重なる領域１７１０と重
なる３次元オブジェクト１５１０の面の撮影回数カウントを１つ上げる。この各面のカウ
ント数を解析部１４６０に保存する。
【０１５８】
　指標検出精度１５２０は、撮像画像から指標を検出したときのカメラの相対位置姿勢推
定精度を表している。このカメラ相対位置姿勢の推定精度は、例えば非特許文献５の方法
を３次元方向に拡張した方法で求める。すなわち、まず、あらかじめ指標が撮像されうる
３次元方向を想定した複数の既知のカメラ相対位置姿勢から指標を撮像する。次に、指標
から得られたカメラ相対位置姿勢と既知の相対位置姿勢との誤差に基づいた精度スコアを
３次元方向と距離ごとにテーブルとして保存する。この精度スコアは、例えば、（あらか
じめ定めた許容誤差／計測された誤差）で算出する。テーブルはあらかじめ解析部１４６
０に保存するものとする。
【０１５９】
　さらに指標検出精度１５２０は、例えば次のように求める。まず、現在までに撮影され
た３次元撮影方向と距離に基づいてカメラ相対位置姿勢の推定精度テーブルを参照する。
次に、３次元撮影方向と距離のうち精度スコアが高い上位２つの値を平均し指標検出精度
１５２０とする。ただし、指標が同定されていない場合は０、指標が１回しか同定されて
いない場合は得た精度スコアの半分を指標検出精度１５２０とする。
【０１６０】
　以上説明したように、本実施形態においては、まず、同定された指標ごとに３次元撮影
方向、撮影距離、３次元撮影方向に対応付けた撮影回数、指標検出精度１５２０を解析部
１４６０によって算出する。次に、表示部１４７０が解析結果に基づいて３次元オブジェ
クト１５１０と指標検出精度１５２０を表示する。この処理により、ユーザは画面上の色
の面積と指標検出精度１５２０の数値という比較的簡単な判断基準によって撮影するべき
かどうかを判断できる。
【０１６１】
　［変形例４－１］
　本発明は、第４の実施形態のように３次元オブジェクト１５１０としてジオデシックド
ームを利用することに限定されるものではなく、指標の３次元撮影方向を表す３次元形状
であれば適用可能である。例えば、図１９のように四角錘台を３次元オブジェクト１５１
０としてもよいし、図２０のように、１０角形の錘台を３次元オブジェクト１５１０とし
てもよい。
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【０１６２】
　本変形例における指標配置情報校正装置の機能構成と処理手順は、表示する３次元オブ
ジェクト１５１０の形状が異なるだけで、第４の実施形態とほぼ同じであるため説明を省
略する。
【０１６３】
　［変形例４－２］
　第４の実施形態においては、指標の３次元撮影方向、撮影回数に応じて３次元オブジェ
クトの面の色を決定していた。しかし、本発明は、撮影情報を表す表現方法として３次元
オブジェクトの面の色を変更することに限定されるものではない。例えば、３次元オブジ
ェクト１５１０の面の位置を変更することにより、撮影情報を表してもよい。
【０１６４】
　本変形例では、第４の実施形態と同様に３次元オブジェクト１５１０の面の色を変更す
ることに加えて、図２１に示すように、撮影時の３次元撮影方向と距離に応じて３次元オ
ブジェクト１５１０の面を半球の中心方向に縮小する。このように、３次元オブジェクト
１５１０の形状を変化させる表示により、撮影時の距離の情報をユーザに提示することが
できる。
【０１６５】
　本変形例における指標配置情報校正装置の機能構成は、第４の実施形態における指標配
置情報校正装置の機能構成のうち、表示部１４７０の処理のみが異なる。
【０１６６】
　本変形例における表示部１４７０は、解析部１４６０で得た解析結果から３次元オブジ
ェクト１５１０の色と奥行きを決定し、指標の配置情報に基づいて表示する。
【０１６７】
　本変形例における指標配置情報校正装置の処理の手順は、第４の実施形態の処理手順に
おいて、ステップＳ１１３０の情報提示の処理のみが異なる。
【０１６８】
　ステップＳ１１３０では、第４の実施形態の処理に加え、解析結果に応じて３次元オブ
ジェクトの形状を決定する。３次元オブジェクト１５１０の各面に対して次の処理をおこ
なう。まず、解析結果で得られた撮影距離を参照し、撮影距離があらかじめ決められた距
離テーブルのうち、どの範囲に入るかを判定する。距離テーブルには、例えば、１００％
、７５％、５０％、２５％の４つが用意されており、該当する距離に設定された縮小率で
３次元オブジェクト１５１０の面を縮小する。縮小処理においては、図２１の２１１０に
示すように半球の中心点を縮小の基準として縮小し、縮小により生じる隙間を塞ぐように
面を生成する。隙間を埋めるために生成した面の色については、縮小した面の色と同じ色
に設定する。
【０１６９】
　［変形例４－３］
　第４の実施形態では、指標が検出されていない場合であっても、
・基準座標系における該指標の配置情報が算出可能、
・該指標の過去の解析結果が保存されている、
という条件を満たしていれば、検出された指標と同様に３次元オブジェクト１５１０が表
示されていた。
【０１７０】
　しかし、指標が検出されていない状態をユーザが知る手段がないため、効率よく情報を
取得することができなかった。すなわち、ユーザが操作部８８０を介して画像の撮像を命
令しても、指標が検出されていないため指標の配置情報の算出に有益な画像が取得できな
い場合があった。この課題を防ぐためには、検出されている指標と検出されていない指標
とを区別して表示する必要がある。
【０１７１】
　本変形例では、指標の検出状態に応じて３次元オブジェクト１５１０の透明度を変化さ
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せることで、ユーザに現在の画像が情報を取得するのに適しているかどうかを判断させる
。図２２に本変形例を適用した場合の例を示す。図２２では、右端の指標２２２０が撮像
画像からはみ出し、指標として認識されない状態を示している。このとき、認識されてい
る他の指標と認識されていない指標２２２０を区別するために、３次元オブジェクト２２
１０の透明度を落としてユーザに提示している。なお、本発明は、指標の認識状態を区別
するために透明度を利用することに限定するものではなく、全体の輝度を変化させるなど
の色変化や形状を変更するなど、画像上で区別が可能な方法であれば適用可能である。
【０１７２】
　本変形例における機能構成と処理の手順は第４の実施形態と類似している。異なる点は
、表示部１４７０がステップＳ１１３０の処理である。ステップＳ１１３０では、表示部
１４７０が、現在の画像の同定結果から現在検出されている指標の識別子のリストを作成
する。次に解析結果に応じて３次元オブジェクト１５１０を描画する。すなわち、解析結
果から指標の識別子を取得し、検出された指標の識別子のリストにない場合は、該３次元
オブジェクト１５１０の透明度を上げて描画する。
【０１７３】
　このように処理することで、ユーザは、現在検出されている指標と検出されていない指
標を区別することができるようになり、効率的に指標の配置情報を求めるための撮影がで
きるようになる。
【０１７４】
　［変形例４－４］
　第４の実施形態では、撮影情報を反映した３次元オブジェクト１５１０を表示し、画像
上に提示することで、現在ユーザが撮影している画像を取得するかどうかの判断を補助し
ていた。
【０１７５】
　本発明は、３次元オブジェクト１５１０の色情報をユーザに能動的に注視させて、撮影
の判断を補助することに限定するものではない。例えば、画像上に移る３次元オブジェク
ト１５１０の色情報を指標配置情報校正装置が自動的に判断し、判断した情報をユーザに
提示してもよい。
【０１７６】
　本変形例においては、第４の実施形態における機能校正及び処理の手順と類似している
。差分は、ステップＳ１１３０の処理で表示部１４７０が３次元オブジェクト１５１０の
画像を生成したあとに、画像中の色を統計処理して、画像取得を促す表示を行う部分であ
る。画像中の色を統計処理する手順は、例えば、画像の色のヒストグラムを算出すればよ
い。
【０１７７】
　画像取得を促す表示は、例えば、前述の統計処理により得た画像のヒストグラムのうち
、白い領域が他の領域に比べて３倍以上の画素を占める場合は画面上に「撮影してくださ
い」という文字列を表示すればよい。
【０１７８】
　なお、本発明は画像取得を促す表示に文字列を利用することに限定されるものではない
。例えば、３次元オブジェクト１５１０の色や形状を変更するなど、ユーザが提示画像か
ら容易に判断できる方法であれば本発明は適用可能である。
【０１７９】
　［変形例４－５］
　変形例４－４では、３次元オブジェクト１５１０の生成画像における色の頻度分布に基
づいてユーザに撮影を促す表示を実施した。しかし、本発明はユーザに撮影を促す表示に
限定されるものではなく、統計処理の結果から指標配置情報校正装置が自動的に判断し画
像を取得してもよい。すなわち、表示部１４７０が３次元オブジェクト１５１０の画像を
統計処理し、処理結果に基づいて操作部８８０を介して画像取得命令を出せばよい。
【０１８０】
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　［変形例４－６］
　第４の実施形態では、解析部１４６０が過去の取得撮像画像を利用して解析した解析結
果に基づいて３次元オブジェクト１５１０と指標検出精度１５２０を提示していた。
【０１８１】
　本発明は、過去の取得撮像画像に対して解析処理を行うことに限定されるものではなく
、現在取得された画像中で同定されている指標を解析して、逐次３次元オブジェクト１５
１０や指標検出精度１５２０を更新してもよい。
【０１８２】
　本変形例では、現在撮影された画像で同定された指標に対して解析処理を行う例を示す
。
【０１８３】
　本変形例における指標配置情報計測装置の機能構成は第４の実施形態と類似している。
以降では、差分のみを説明する。
【０１８４】
　データ管理部１４４０は、指標同定部８３０で得られた指標の同定結果を、操作部８８
０の指示に関わらずデータ保存部１４５０に保存する。
【０１８５】
　解析部１４６０は、操作部８８０から画像取得の命令が来ていないことを判断して、デ
ータ保存部１４５０に追加された同定結果を受け、仮の解析結果を生成する。仮の解析結
果は、解析部１４６０内部に保持している解析結果をコピーして新たに入力された同定結
果を反映したデータであり、解析結果とは別に保存される。仮の解析結果は、次に新しい
同定結果を受け取った場合には消去される。操作部８８０から画像取得の命令が入った場
合には、通常の解析結果を保存する。
【０１８６】
　図２３は、本変形例における指標配置情報計測装置の処理の手順を示すフローチャート
である。本変形例の処理手順は第４の実施形態の処理手順と類似しているため、差分のみ
を説明する。
【０１８７】
　ステップＳ２３１０では、第４の実施形態のステップＳ１１５０と同様に操作部８８０
から画像を取得する命令が入力されたかどうかを判定する。入力されたと判定された場合
にはステップＳ１１３０に進み、そうでない場合にはステップＳ２３２０に進む。
【０１８８】
　ステップＳ２３２０では、解析部１４６０が、同定結果に基づいて仮の解析結果を生成
する。解析処理に関しては、解析結果データの保存先が通常の解析結果とは異なるメモリ
領域に書き込むこと以外は第４の実施形態のステップＳ１１７０と同じである。
【０１８９】
　ステップＳ２３３０では、表示部１４７０が、操作部８８０の画像取得命令が入力され
たかどうかを判断し、入力されていた場合は解析部１４６０内部の解析結果に基づいて３
次元オブジェクト１５１０を描画する。画像取得命令が入力されていない場合は、解析部
１４６０内部の仮の解析結果に基づいて３次元オブジェクト１５１０を描画する。その他
の処理は第４の実施形態におけるステップＳ１１３０の処理と同じである。
【０１９０】
　以上の説明のように、本変形例に係る指標配置情報計測装置では、現在撮影している撮
像画像においても画像取得命令があった場合と同様に解析処理を行い、解析結果をユーザ
に提示することができる。この処理により、現在取得されている画像を取得した結果が、
提示画像を介してユーザにすぐにフィードバックされる。すなわち、ユーザは画像取得命
令を出して失敗だと判断する前に、結果を提示することができるため効率的に画像を取得
できる。
【０１９１】
　なお、本発明は、画像取得命令がない限り常に仮の解析処理を実施して表示することに
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限定されるものではない。例えば、ユーザが操作部８８０を介して仮の解析処理結果を表
示する命令を入力した場合のみ表示してもよい。
【０１９２】
　［その他の変形例］
　上述した実施形態では、シーンや物体に配置された指標の較正、すなわち指標の位置及
び姿勢を計測する際に、過去の指標の撮影回数や、指標の撮影方向の情報、基準座標系を
ユーザに提示していたが、指標の較正にのみ限るものではなく、指標を使って他の情報を
較正するものであってもよい。
【０１９３】
　例えば、磁気式の６自由度位置姿勢センサの較正（トランスミッタの基準座標系に対す
る位置及び姿勢、レシーバの計測対象（例えばカメラ）座標系に対する位置及び姿勢）を
、空間中に配置した指標を撮影した画像をもとに行う際には、上述した実施形態を適用し
、ユーザが指標の撮影回数や撮影方向についての情報の提示を受けながら、次に撮影すべ
き指標や方向を決定してもよい。
【０１９４】
　また、上述した実施の形態の機能を実現する様に各種のデバイスを動作させる様に該各
種デバイスと接続された装置あるいはシステム内のコンピュータに、前記実施の形態の機
能を実現するためのソフトウエアのプログラムコードを供給し、そのシステムあるいは装
置のコンピュータ（ＣＰＵあるいはＭＰＵ）を格納されたプログラムに従って前記各種デ
バイスを動作させることによって実施したものも本発明の範疇に含まれる。
【０１９５】
　この場合、前記ソフトウエアのプログラムコード自体が前述した実施の形態の機能を実
現することになり、そのプログラムコード自体、及びそのプログラムコードをコンピュー
タに供給するための手段、例えばかかるプログラムコードを格納した記憶媒体は本発明を
構成する。
【０１９６】
　かかるプログラムコードを格納する記憶媒体としては例えばフロッピー（登録商標）デ
ィスク、ハードディスク、光ディスク、光磁気ディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、磁気テープ、不
揮発性のメモリカード、ＲＯＭ等を用いることが出来る。
【０１９７】
　また、コンピュータが供給されたプログラムコードを実行することにより、前述の実施
形態の機能が実現されるだけではなく、そのプログラムコードがコンピュータにおいて稼
働しているＯＳ（オペレーティングシステム）、あるいは他のアプリケーションソフト等
と共同して前述の実施形態の機能が実現される場合にもかかるプログラムコードは本発明
の実施形態に含まれることは言うまでもない。
【０１９８】
　更に、供給されたプログラムコードが、コンピュータの機能拡張ボードやコンピュータ
に接続された機能拡張ユニットに備わるメモリに格納された後そのプログラムコードの指
示に基づいてその機能拡張ボードや機能格納ユニットに備わるＣＰＵ等が実際の処理の一
部または全部を行い、その処理によって前述した実施形態の機能が実現される場合も本発
明に含まれることは言うまでもない。
【図面の簡単な説明】
【０１９９】
【図１】第１の実施形態における指標配置情報較正装置の機能構成を示すブロック図であ
る。
【図２】本実施形態で用いられる指標を説明する図である。
【図３】指標の撮影回数に応じた提示方法を示す図である。
【図４】第１の施形態における指標配置情報較正方法の処理の手順を示すフローチャート
である。
【図５】第２の実施形態における指標配置情報較正装置の機能構成を示すブロック図であ
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【図６】第２の実施形態における過去にどの方向から撮影されたかの情報を提示する方法
を示す図である。
【図７】第２の施形態における指標配置情報較正方法の処理の手順を示すフローチャート
である。
【図８】第３の実施形態における指標配置情報計測装置の機能構成を示すブロック図であ
る。
【図９】第３の実施形態で用いられる点指標を説明する図である。
【図１０】第１の実施形態における情報提示方法を示す図である。
【図１１】第１の実施形態における指標配置情報計測方法の処理の手順を示すフローチャ
ートである。
【図１２】変形例３－２における情報提示方法を示す図である。
【図１３】変形例３－１における情報提示方法を示す図である。
【図１４】第４の実施形態における指標配置情報計測装置の機能構成を示すブロック図で
ある。
【図１５】第４の実施形態における情報提示方法を示す図である。
【図１６】第４の実施形態における３次元オブジェクト１５１０の面の撮影回数の算出方
法を示す模式図である。
【図１７】第４の実施形態における３次元オブジェクト１５１０の面の撮影回数の算出方
法を示す模式図である。
【図１８】第４の実施形態における３次元オブジェクト１５１０の面の撮影回数の算出方
法を示す模式図である。
【図１９】変形例４－１における情報提示方法を示す図である。
【図２０】変形例４－１における情報提示方法を示す図である。
【図２１】変形例４－２における情報提示方法を示す図である。
【図２２】変形例４－３における情報提示方法を示す図である。
【図２３】変形例４－５における指標配置情報計測方法の処理の手順を示すフローチャー
トである。



(32) JP 4926817 B2 2012.5.9

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】



(33) JP 4926817 B2 2012.5.9

【図５】 【図６】

【図７】 【図８】



(34) JP 4926817 B2 2012.5.9

【図９】 【図１０】

【図１１】 【図１２】



(35) JP 4926817 B2 2012.5.9

【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】



(36) JP 4926817 B2 2012.5.9

【図１７】 【図１８】

【図１９】 【図２０】



(37) JP 4926817 B2 2012.5.9

【図２１】 【図２２】

【図２３】



(38) JP 4926817 B2 2012.5.9

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  守田　憲司
            東京都大田区下丸子３丁目３０番２号キヤノン株式会社内
(72)発明者  前田　その子
            東京都大田区下丸子３丁目３０番２号キヤノン株式会社内

    審査官  松永　稔

(56)参考文献  国際公開第２００５／０１０８１７（ＷＯ，Ａ１）　　
              特開平０７－０３７０５６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－０８７０８３（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－１１８７３４（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００８－２９８０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１２７４６８（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０６Ｔ　　　７／６０　　　　
              Ｇ０１Ｂ　　１１／００　　　　
              Ｇ０１Ｂ　　１１／２６　　　　
              Ｇ０６Ｔ　　　１／００　　　　
              Ｇ０６Ｔ　　１９／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

