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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮像手段によって複数の視点から物体を撮像した複数の撮像画像に基づいて、前記複数
の視点ごとに前記物体に対する前記撮像手段の相対位置姿勢を導出する相対位置姿勢導出
手段と、
　前記導出された複数の相対位置姿勢に基づいて、前記撮像手段による撮像が不足してい
る前記物体に対する該撮像手段の相対位置姿勢を、不足位置姿勢として導出する不足位置
姿勢導出手段と、
　前記導出された不足位置姿勢を示す情報を出力する出力手段と、を備え、
　前記不足位置姿勢導出手段は、
　前記物体を中心に略均等に該物体を撮像しうる複数の仮想位置姿勢を設定する設定手段
と、
　前記複数の仮想位置姿勢それぞれに対して、前記導出された複数の相対位置姿勢に類似
するか否かを判定する判定手段と、
　前記類似すると判定されなかった前記仮想位置姿勢に基づいて、前記不足位置姿勢を導
出することを特徴とする情報処理装置。
【請求項２】
　前記判定手段は、前記仮想位置姿勢と前記物体とを結ぶベクトルと前記複数の相対位置
姿勢と前記物体とを結ぶベクトルとの内積に基づいて判定することを特徴とする請求項１
に記載の情報処理装置。
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【請求項３】
　撮像手段によって複数の視点から物体を撮像した複数の撮像画像に基づいて、前記複数
の視点ごとに前記物体に対する前記撮像手段の相対位置姿勢を導出する相対位置姿勢導出
手段と、
　前記複数の撮像画像と前記複数の撮像画像を撮像した前記撮像手段の相対位置姿勢とに
基づいて、前記複数の物体の姿勢を推定する識別器を生成する生成手段と、
　前記導出された複数の相対位置姿勢と前記生成された識別器とに基づいて、前記撮像手
段による撮像が不足している前記物体に対する該撮像手段の相対位置姿勢を、不足位置姿
勢として導出する不足位置姿勢導出手段と、
　前記導出された不足位置姿勢を示す情報を出力する出力手段を備えることを特徴とする
情報処理装置。
【請求項４】
　前記複数の撮像画像を統一したフォーマットに正規化する画像正規化手段を更に備え、
　前記生成手段は、前記正規化された複数の撮像画像に基づいて、前記識別器を生成する
ことを特徴とする請求項３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記不足位置姿勢導出手段が、前記導出された複数の相対位置姿勢の姿勢と、前記複数
の撮像画像に基づいて設定された設定位置姿勢とを比較することにより、前記不足位置姿
勢を導出することを特徴とする請求項３又は４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　撮像手段によって複数の視点から物体を撮像した複数の撮像画像に基づいて、前記複数
の視点ごとに前記物体に対する前記撮像手段の相対位置姿勢を導出する相対位置姿勢導出
手段と、
　前記複数の撮像画像と前記撮像手段の相対位置姿勢とに基づいて、概略三次元モデルを
生成するモデル生成手段と、
　前記概略三次元モデルと前記複数の撮像画像とに基づいて、前記撮像手段による撮像が
不足している前記物体に対する該撮像手段の相対位置姿勢を、不足位置姿勢として導出す
る不足位置姿勢導出手段と、
　前記導出された不足位置姿勢を示す情報を出力する出力手段を備えることを特徴とする
情報処理装置。
【請求項７】
　更に、前記複数の撮像画像に基づいて、所定の位置姿勢から撮像した場合の推定画像を
生成する推定画像生成手段と、
　前記所定の位置姿勢から観測した場合の、前記概略三次元モデルのレンダリング画像を
生成する投影画像生成手段とを備え、
　前記不足位置姿勢導出手段は、前記推定画像と前記レンダリング画像とを比較すること
により、前記不足位置姿勢を導出することを特徴とする請求項６に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記不足位置姿勢導出手段は、前記推定画像と前記レンダリング画像とを比較した結果
類似しない場合に、前記所定の位置姿勢に基づいて前記不足位置姿勢を導出することを特
徴とする請求項７に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記推定画像生成手段が、前記所定の位置姿勢は、前記複数の撮像画像を撮像した位置
姿勢の互いの中間となる位置姿勢であることを特徴とする請求項７又は８に記載情報処理
装置。
【請求項１０】
　前記複数の撮像画像は、２枚の撮像画像であることを特徴とする請求項７乃至９の何れ
か１項に記載の情報処理装置。
【請求項１１】
　前記撮像画像は、前記物体と物体の周囲に配置された複数のマーカを含み、
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　前記複数のマーカの現実空間における三次元位置は既知であることを特徴とする請求項
１乃至１０の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　前記複数のマーカの各々は、前記物体の色及び当該マーカ以外の該複数のマーカと異な
る色のマーカであることを特徴とする請求項１１に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　前記相対位置姿勢導出手段が、前記撮像画像における前記複数のマーカの位置を検出す
ることにより、前記複数の視点ごとに前記物体に対する前記該撮像手段の相対位置姿勢を
導出することを特徴とする請求項１１又は１２に記載の情報処理装置。
【請求項１４】
　前記検出される複数のマーカの位置は、４つ以上であることを特徴とする請求項１１乃
至１３のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　前記相対位置姿勢導出手段が、予め保持された前記物体の三次元モデルの特徴と、前記
撮像画像における前記物体の特徴を比較することにより、前記複数の視点ごとに前記物体
に対する前記撮像手段の相対位置姿勢を導出することを特徴とする請求項１に記載の情報
処理装置。
【請求項１６】
　前記不足位置姿勢導出手段は、予め保持された前記物体の三次元モデルの複雑な構造を
撮像できる視点付近からの前記導出された相対位置姿勢が少ないとき、当該視点からの相
対位置姿勢を不足位置姿勢として導出することを特徴とする請求項１乃至１５の何れか１
項に記載の情報処理装置。
【請求項１７】
　前記複数の撮像画像に基づいて、三次元モデルを生成する三次元モデル生成手段とを更
に備えることを特徴とする請求項１乃至１６の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１８】
　前記撮像手段を動かす撮像可動手段とを更に有することを特徴とする請求項１乃至１６
の何れか１項に記載の情報処理装置。
【請求項１９】
　前記出力手段は、前記不足位置姿勢を示す画像を生成し、該生成した画像を表示手段に
出力することを特徴とする請求項１乃至１８のいずれか１項に記載の情報処理装置。
【請求項２０】
　情報処理装置が行う情報処理方法であって、
　前記情報処理装置の相対位置姿勢導出手段が、撮像手段によって複数の視点から物体を
撮像した複数の撮像画像に基づいて、前記複数の視点ごとに前記物体に対する前記撮像手
段の相対位置姿勢を導出する相対位置姿勢導出工程と、
　前記情報処理装置の不足位置姿勢導出手段が、前記導出された複数の相対位置姿勢に基
づいて、前記撮像手段による撮像が不足している前記物体に対する該撮像手段の相対位置
姿勢を、不足位置姿勢として導出する不足位置姿勢導出工程と、
　前記情報処理装置の出力手段が、前記導出された不足位置姿勢を示す情報を出力する出
力工程と
　前記不足位置姿勢導出工程は、
　前記物体を中心に略均等に該物体を撮像しうる複数の仮想位置姿勢を設定する設定工程
と、
　前記複数の仮想位置姿勢それぞれに対して、前記導出された複数の相対位置姿勢に類似
するか否かを判定する判定工程と、
　前記類似すると判定されなかった前記仮想位置姿勢に基づいて、前記不足位置姿勢を導
出することを特徴とする情報処理方法。
【請求項２１】
　情報処理装置が行う情報処理方法であって、
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　前記情報処理装置の相対位置姿勢導出手段が、撮像手段によって複数の視点から物体を
撮像した複数の撮像画像に基づいて、前記複数の視点ごとに前記物体に対する前記撮像手
段の相対位置姿勢を導出する相対位置姿勢導出工程と、
　前記情報処理装置の生成手段が、前記複数の撮像画像と前記複数の撮像画像を撮像した
前記撮像手段の相対位置姿勢とに基づいて、前記複数の物体の姿勢を推定する識別器を生
成する生成工程と、
　前記情報処理装置の不足位置姿勢導出手段が、前記導出された複数の相対位置姿勢と前
記生成された識別器とに基づいて、前記撮像手段による撮像が不足している前記物体に対
する該撮像手段の相対位置姿勢を、不足位置姿勢として導出する不足位置姿勢導出工程と
、
　前記情報処理装置の出力手段が、前記導出された不足位置姿勢を示す情報を出力する出
力工程を備えることを特徴とする情報処理方法。
【請求項２２】
　情報処理装置が行う情報処理方法であって、
　前記情報処理装置の相対位置姿勢導出手段が、撮像手段によって複数の視点から物体を
撮像した複数の撮像画像に基づいて、前記複数の視点ごとに前記物体に対する前記撮像手
段の相対位置姿勢を導出する相対位置姿勢導出工程と、
　前記情報処理装置のモデル生成手段が、前記複数の撮像画像と前記撮像手段の相対位置
姿勢とに基づいて、概略三次元モデルを生成するモデル生成工程と、
　前記情報処理装置の不足位置姿勢導出手段が、前記概略三次元モデルと前記複数の撮像
画像とに基づいて、前記撮像手段による撮像が不足している前記物体に対する該撮像手段
の相対位置姿勢を、不足位置姿勢として導出する不足位置姿勢導出工程と、
　前記情報処理装置の出力手段が、前記導出された不足位置姿勢を示す情報を出力する出
力工程を備えることを特徴とする情報処理方法。
【請求項２３】
　コンピュータを請求項１乃至１９のいずれか１項に記載の情報処理装置の各手段として
機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、三次元物体を複数の異なる視点から撮像した多数の画像からなる複数視点画
像を生成する方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　三次元物体を撮像した画像を用いて三次元モデルを生成するには、様々な視点から撮像
した多数の画像が必要である。また、三次元物体を任意の視点から撮像した画像により、
その物体を認識するにも、その認識を行う識別器の学習においても、様々な視点から撮像
した多数の画像を用いることが好適である。なお、ここでの識別器の学習は、学習によっ
て随時増えていく多数のデータを用いて識別器のパラメータを設定・調整することであり
、学習によって調整しながら最適な制御を行えるようにする。このように、物体を様々な
視点から撮像した多数の画像を取得する方法として、現在までに様々な手法が提案されて
いる。
【０００３】
　特許文献１には、複数の撮像装置と、被写体を設置する回転台とからなる撮像装置を用
い、物体上の特徴点を基準にする装置が提案されている。これにより、被写体の姿勢を変
更可能とし、物体の全周囲画像を取得できる。
【０００４】
　特許文献２の多視点画像処理プログラムのように、複数のマーカを基準として視点位置
を対応させる方法も提案されている。これにより、特許文献１のように、大掛かりな撮像
装置を用いずに、物体を様々な視点から撮像した画像を取得できる。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－７２５３７号公報
【特許文献２】特開２００４－１３９２９４号公報
【特許文献３】特開２００７－１５６５２８号公報
【特許文献４】特開２０００－１９４８５９号公報
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】Ｖ．Ｌｅｐｅｔｉｔ，Ｆ．Ｍｏｒｅｎｏ－Ｎｏｇｕｅｒ，Ｐ．Ｆｕａ　
“ＥＰｎＰ：Ａｎ　Ａｃｃｕｒａｔｅ　Ｏ（ｎ）　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ　ｔｏ　ｔｈｅ　Ｐ
ｎＰ　Ｐｒｏｂｌｅｍ”，　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　Ｃｏ
ｍｐｕｔｅｒ　Ｖｉｓｉｏｎ，Ｖｏｌ．８１，Ｎｏ．２，ｐｐ．１５５－１６６，２００
８
【非特許文献２】Ｇ．Ｒｅｉｔｍａｙｒ，Ｔ．Ｗ．Ｄｒｕｍｍｏｎｄ，“Ｇｏｉｎｇ　ｏ
ｕｔ：Ｒｏｂｕｓｔ　Ｍｏｄｅｌ－ｂａｓｅｄ　Ｔｒａｃｋｉｎｇ　ｆｏｒ　Ｏｕｔｄｏ
ｏｒ　Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ　Ｒｅａｌｉｔｙ”，ＩＥＥＥ／ＡＣＭ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉ
ｏｎａｌ　Ｓｙｍｐｏｓｉｕｍ　ｏｎ　Ｍｉｘｅｄ　ａｎｄ　Ａｕｇｍｅｎｔｅｄ　Ｒｅ
ａｌｉｔｙ，ｐｐ．１０９－１１８，２００６
【非特許文献３】安藤慎吾、草地良規、鈴木章、荒川健一、“サポートベクトル回帰を用
いた三次元物体の姿勢推定方法”、電子情報通信学会論文誌　Ｄ、Ｖｏｌ．Ｊ８９－Ｄ、
ｐｐ．１８４０－１８４７、２００６
【非特許文献４】村瀬洋、Ｓ．Ｋ．Ｎａｙａｒ、“２次元照合による三次元物体認識：パ
ラメトリック固有空間法”、電子情報通信学会論文誌　Ｄ－ＩＩ、Ｖｏｌ．Ｊ７７－Ｄ－
２（１１）、ｐｐ．２１７９－２１８７，１９９４
【非特許文献５】Ｓ．Ｍ．Ｓｅｉｔｚ，Ｃ．Ｒ．Ｄｙｅｒ，“Ｖｉｅｗ　Ｍｏｒｐｈｉｎ
ｇ”，Ｐｒｏｃｅｅｄｉｎｇｓ　ｏｆ　ＳＩＧＧＲＡＰＨ　９６，ｐｐ．２１－３０，１
９９６
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　高精度な三次元モデル生成や、任意視点物体認識を行う識別器の学習において、物体を
様々な視点から満遍なく撮像した多数の画像を取得できることが好ましい。しかし、上記
の手法では、物体を様々な視点から満遍なく撮像する場合の最適な方法がない又は、簡易
な方法で実現できないという課題があった。
【０００８】
　また、より良い三次元モデル生成や、任意視点物体認識を行う識別器の学習においては
、その物体の形状に応じ、例えば、構造が複雑な部分を撮像する視点に関しては、より密
に画像を取得する等することが好適である。しかし、どの部分を撮像する視点を密にすれ
ば良いかは自明でないという課題があった。また、密にすべき視点が与えられたとしても
、簡易にそのような画像を取得する方法がないという課題があった。
【０００９】
　本発明は、このような点に鑑みなされたものであり、物体を様々な視点から撮像した多
数の画像を用いて、物体認識に不足している撮像画像が何であるかを提示することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成するために、例えば本発明の情報処理装置は、以下の構成を備える。
【００１１】
　　撮像手段によって複数の視点から物体を撮像した複数の撮像画像に基づいて、該複数
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の視点ごとに前記物体に対する前記撮像手段の相対位置姿勢を導出する相対位置姿勢導出
手段と、前記導出された複数の相対位置姿勢に基づいて、前記撮像手段による撮像が不足
している前記物体に対する該撮像手段の相対位置姿勢を、不足位置姿勢として導出する不
足位置姿勢導出手段と、前記導出された不足位置姿勢を示す情報を出力する出力手段とを
備え、前記不足位置姿勢導出手段は、前記物体を中心に略均等に該物体を撮像しうる複数
の仮想位置姿勢を設定する設定手段と、前記複数の仮想位置姿勢それぞれに対して、前記
導出された複数の相対位置姿勢に類似するか否かを判定する判定手段と、前記類似すると
判定されなかった前記仮想位置姿勢に基づいて、前記不足位置姿勢を導出することを特徴
とする情報処理装置。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、物体認識に不足している撮像画像が何であるかを提示することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】第１の実施形態における構成図である。
【図２】第１の実施形態における計測座標系の定義を示す図である。
【図３】第１の実施形態におけるカメラ座標系、画像座標系の定義を示す図である。
【図４】第１の実施形態における処理を示すフローチャートである。
【図５】第１の実施形態における不足位置姿勢算出部における処理のフローチャートであ
る。
【図６】第１の実施形態における表示部１０７に表示する画像の例を示す図である。
【図７】第２の実施形態における構成図である。
【図８】第２の実施形態における処理を示すフローチャートである。
【図９】第２の実施形態における画像正規化部での処理画像の例を示す図である。
【図１０】第２の実施形態における不足位置姿勢算出部における処理のフローチャートで
ある。
【図１１】第３の実施形態における構成図である。
【図１２】第３の実施形態における処理を示すフローチャートである。
【図１３】本願の実施形態を実現するためのコンピュータの構成例である。
【図１４】２つの画像の比較に基づいた視点不足判定の例である。
【図１５】姿勢推定結果に基づいた視点不足判定の例である。
【図１６】第３の実施形態における不足位置姿勢算出部での処理を示すフローチャートで
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、添付図面を参照しながら、本発明の実施形態を説明する。
【００１７】
　〔第１の実施形態〕
　本実施形態では、計測対象となる物体を様々な視点から満遍なく撮像した多数の画像か
ら、複数視点画像を生成する。
【００１８】
　図１は、本実施形態における構成図である。本実施形態は、撮像部１０１、画像入力部
１０２、相対位置姿勢算出部１０３、複数視点画像保持部１０４、不足位置姿勢算出部１
０５、不足視点画像生成部１０６、表示部１０７で構成される。また、現実空間に置かれ
た計測台１１１には、計測対象となる物体１１２が支柱１１３に載置されている。物体１
１２の周囲には、複数のマーカ１２１、１２２、・・・、１２８が配置されている。また
、各マーカ１２１から１２８までの８個のマーカがそれぞれ、色１、色２、・・・、色８
の色のマーカとする。
【００１９】
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　撮像部１０１は、物体１１２を撮像する。例えば、支柱１１３に載置された物体１１２
を、ユーザが持つカメラで撮像する。撮像部１０１は、撮像した画像を外部に出力可能な
ものである。例えば、ＣＣＤ等の撮像素子、レンズからなるデジタルスチルカメラや、カ
ムコーダ等がある。撮像された画像は、例えば、ユーザがデジタルスチルカメラのシャッ
タを押下したタイミングで、画像入力部１０２へ送られる。
【００２０】
　画像入力部１０２は、撮像部１０１から送信されてきた画像を処理部１２に入力する。
画像入力部１０２で入力された画像は、相対位置姿勢算出部１０３へ送られる。
【００２１】
　相対位置姿勢算出部１０３は、計測対象である物体１１２と撮像部１０１の相対位置姿
勢を算出する。相対位置姿勢算出部１０３で算出された物体１１２と撮像部１０１との相
対位置姿勢は、複数視点画像保持部１０４へ送られる。
【００２２】
　複数視点画像保持部１０４は、相対位置姿勢算出部１０３で求めた撮像姿勢データと、
当該撮像姿勢の計測処理を行った画像とを関連付けて記憶する。記憶を繰り返し、撮像姿
勢データが所定の数に至るまで記録する。記録された撮像姿勢データは、不足位置姿勢算
出部へ送られる。
【００２３】
　不足位置姿勢算出部１０５は、複数視点画像保持部１０４に記憶されている、現段階ま
でに撮像した多数の撮像姿勢データに基づき、現段階で撮像が不足している視点を算出す
る。
【００２４】
　不足視点画像生成部１０６は、不足位置姿勢算出部１０５で算出された不足視点の撮像
姿勢データから、不足している視点を示す画像を生成する。
【００２５】
　表示部１０７は、不足視点画像生成部１０６で生成された表示画像を表示する。
【００２６】
　図２は、本実施形態における計測座標系の定義を示す図である。計測台１１１には、計
測対象となる物体を載置するための支柱１１３が設けられている。計測座標系は、支柱１
１３と計測台１１１の接合位置２００を原点とし、ｘ軸２０１、ｙ軸２０２、ｚ軸２０３
とする。
【００２７】
　撮像部１０１により撮像した画像を処理することで、いずれのマーカであるかを一意に
区別する。例えば、マーカは、三次元位置が既知で異なる色のとき、撮像部１０１で撮像
した画像から、各マーカ特有の色を抽出する処理を行う。これにより、画像内に存在する
マーカの特定と、そのマーカの画像内での位置検出ができる。マーカの三次元位置は、固
定されており、計測座標系におけるマーカの中心の位置を予め計測する。
【００２８】
　図３は、カメラ座標系、画像座標系の定義を示す図である。計測座標系を設定したのと
同様に、撮像部１０１に対し、三次元のカメラ座標系を定義する。また、撮像画像に対応
する仮想的な平面である画像面３１を定義し、その画像面における２次元の画像座標系を
定義する。カメラ座標系は、撮像部１０１のレンズの主点を原点３１０とする。そして、
撮像画像の右方向に対応する方向をｘ’軸３１１、上方向に対応する方向をｙ’軸３１２
、レンズの光軸と平行で、撮像部１０１の撮像方向３０１とは反対方向の軸をｚ’軸３１
３と定義する。また、画像座標系を、これも図３に示したように、画像面３０２の中心を
原点３２０とし、画像の右方向に対応する方向をｘ”軸３２１、上方向に対応する方向を
ｙ”軸３２２とする２次元座標系として定義する。
【００２９】
　図４は、本実施形態における処理のフローチャートである。以下、複数視点画像生成方
法の例について説明する。
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【００３０】
　ステップＳ４０１では、画像入力部１０２が、撮像部１０１から送信されてきた画像を
相対位置姿勢算出部１０３に入力する。物体１１２を撮像した画像は、少なくとも４つの
マーカが、画像内に存在する必要がある。画像入力部１０２で入力された画像は、相対位
置姿勢算出部１０３に送信され、ステップＳ４０２へ進む。
【００３１】
　ステップＳ４０２では、相対位置姿勢算出部１０３が、計測対象である物体１１２と撮
像部１０１の相対位置姿勢を算出する。すなわち、画像入力部１０２から送信された画像
を処理することにより、送信された画像を撮像したときの撮像部の位置姿勢を計測する。
【００３２】
　送信された画像に対し、各マーカに特有の、色１から色８までの色の抽出処理を行い、
それぞれのマーカについて、画像内に存在するか否かの判定を行う。具体的には、各画素
のＲＧＢ値から色相を求め、その色相と、抽出対象である色の色相とが、所定範囲内であ
れば、その画素を抽出する。対応する色の画素が、画像から抽出された場合、その色に対
応するマーカが存在すると判定する。マーカの色に対応する画素の、画像における重心位
置（上述の画像座標系における位置（ｘ”、ｙ”））を求める。これにより、計測座標系
における三次元位置が既知である４つ以上のマーカの、画像座標系における位置を求める
ことができる。また、レンズの焦点距離がｆ［ｍｍ］と既知であれば、非特許文献１に記
載の技術により、計測座標系に対するカメラ座標系の相対的な位置姿勢を求めることがで
きる。
【００３３】
　２つの三次元座標系の相対位置姿勢は、座標系の並進成分と、回転成分の２つで表現す
る。並進成分は、２つの三次元座標の原点間の並進移動成分であり、計測座標系の原点４
０から、カメラ座標系の原点３１０までの並進移動成分（Ｔｘ、Ｔｙ、Ｔｚ）として表現
する。回転成分は、回転軸と、回転軸を中心とする回転量で表現する。具体的には、計測
座標系のｘ軸２０１、ｙ軸２０２、ｚ軸２０３が、カメラ座標系のｘ’軸３１１、ｙ’軸
３１２、ｚ’軸３１３と、それぞれ同一方向になる回転量で表現する。すなわち、計測座
標系を、計測座標系の原点を通る回転軸を中心に回転させた時の、回転軸方向（Ｒｘ、Ｒ
ｙ、Ｒｚ）、及び、回転角θとして表現する。この回転成分は、４つのパラメータからな
り、回転軸方向を表す（Ｒｘ、Ｒｙ、Ｒｚ）は、Ｒｘ２＋Ｒｙ２＋Ｒｚ２＝１となるよう
に正規化されたものであるため、実際の自由度は、回転の自由度と同一となる。計測した
相対位置姿勢を、座標系間の並進成分（Ｔｘ、Ｔｙ、Ｔｚ）、及び、回転成分として、回
転軸方向（Ｒｘ、Ｒｙ、Ｒｚ）と回転角θで表現し、これを撮像姿勢データとする。
【００３４】
　相対位置姿勢算出部１０３で算出された物体１１２と撮像部１０１との相対位置姿勢は
、複数視点画像保持部１０４へ送られ、ステップＳ４０３へ進む。
【００３５】
　ステップＳ４０３では、複数視点画像保持部１０４が、相対位置姿勢算出部１０３で求
めた撮像姿勢データと、当該撮像姿勢の計測処理を行った画像とを関連付けて記憶する。
すなわち、ユーザが撮像した物体１１２の画像と、その画像を撮像したときの撮像部１０
１の位置姿勢が、複数視点画像保持部１０４に関連付けられて記憶される。なお、関連付
けて記憶する撮像姿勢データが所定の数に至るまで、繰り返した後、ステップＳ４０４へ
進む。例えば、６０程度の数が得られるまで、撮像を繰り返してもよい。
【００３６】
　ステップＳ４０４では、不足位置姿勢算出部１０５が、複数視点画像保持部１０４に記
憶されている、現段階までに撮像した多数の撮像姿勢データに基づき、現段階で撮像が不
足している視点を算出する。
【００３７】
　図５は、不足位置姿勢算出部における処理のフローチャートである。ステップＳ４０４
における、不足位置姿勢算出部１０５の具体的な処理の詳細について説明する。
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【００３８】
　ステップＳ５０１は、略均等方向計算ステップである。本ステップでは、物体１１２を
中心とした仮想的な三次元空間内の球面上に、略均等に仮想的な視点を配置する。具体的
には、仮想的な三次元空間に、仮想座標系を用意し、その仮想座標系の原点を中心とする
半径１の球面上に、所定個数Ｍ個の点を略均等に配置した場合の撮像可能な方向を計算す
る。
【００３９】
　例えば、特許文献３に記載に技術により、球面上に略均等に点を配置することができる
。球面上に略均等に配置する所定個数Ｍ個の点は、例えば２０から１００程度の任意の値
にすればよく、Ｍ＝６０とする。そのため、６０個分の球面上の点が得て、それぞれの点
の、仮想的な三次元空間の仮想座標系における位置を、（Ｐｘｉ、Ｐｙｉ、Ｐｚｉ）（ｉ
＝１、２、・・・、６０）とする。
【００４０】
　ステップＳ５０２は、類似方向判定ステップである。本ステップでは、類似した姿勢で
の撮像が、まだ行われていない点があるか否かを判定する。具体的には、各点から、球の
中心に向かって撮像したと仮定した場合の、仮想的な三次元空間内での撮像姿勢と、類似
した姿勢での撮像が既に行われているか否かを判定する。ここでは単純に、まず、各点か
ら球の中心を撮像するように撮像部１０１を配置したと想定する。そして、その時の、図
５に示したカメラ座標系のｚ’軸５０３の、仮想座標系における方向を求める。この方向
は、球面上の点から、球の中心に向かって撮像する、つまり、カメラ座標系のｚ’軸５０
３の負方向が、球の中心を通るように配置するので、この方向は、各点の仮想座標系にお
ける位置そのものになる。例えば、ある点（Ｐｘｉ、Ｐｙｉ、Ｐｚｉ）から球の中心を撮
像するように撮像部１０１を配置したと想定する。この場合、カメラ座標系のｚ’軸５０
３の、仮想座標系における方向は、単純に（Ｐｘｉ、Ｐｙｉ、Ｐｚｉ）になる。そして、
この方向と、既に撮像が行われた複数の撮像姿勢の中から、カメラ座標系のｚ’軸５０３
の、計測座標系における方向との類似度が、最も高いものを検索して、その類似度を求め
る。この類似度としては、それぞれの方向の内積等を用いて求めればよく、２方向の内積
を類似度として用いる。また、既に撮像が行われた夫々の撮像姿勢において、カメラ座標
系ｚ’軸５０３の計測座標系における方向（Ｑｘ、Ｑｙ、Ｑｚ）を求めるとする。これは
、その撮像姿勢データの回転成分が、回転軸方向（Ｒｘ、Ｒｙ、Ｒｚ）、回転角θである
場合、次の式（１）により求められる。
【００４１】
【数１】

【００４２】
　つまり、球面上に略均等に配置したある点に対応する方向（Ｐｘｉ、Ｐｙｉ、Ｐｚｉ）
と、複数視点画像保持部１０４に記憶されている複数の撮像姿勢データから、上記式（１
）により求めた（Ｑｘ、Ｑｙ、Ｑｚ）との内積をそれぞれ求める。その中から、内積値が
最も大きいものを求める。
【００４３】
　そして、求めた最大の内積値が、所定の基準の値以上であるかを判定し、所定の基準の
値以上であるならば、球面上に配置したその点に対応する視点からの撮像は充分であると
判定する。所定の基準の値以下であるならば、その点に対応する視点からの撮像が不足し
ていると判定する。ここで判定に用いる所定の基準の値は、１未満の任意の値でよいが、
例えば０．８程度といった値を用いる。
【００４４】
　ステップＳ５０３は、非類似方向算出ステップである。本ステップでは、撮像が不足し



(10) JP 5812599 B2 2015.11.17

10

20

30

40

50

ている視点として、その点から、球の中心に向かって撮像した場合の撮像姿勢を求める。
具体的には、球面上のある点に関して、撮像が不足していると判定された場合は、その点
に対応する方向（Ｐｘｉ、Ｐｙｉ、Ｐｚｉ）を、撮像が不足している視点に対応する撮像
姿勢とする。これらにより、撮像が不足している視点を算出する。
【００４５】
　ステップＳ４０５では、不足位置姿勢があるか否かを判定する。不足位置姿勢算出部１
０５が、球面上に略均等に配置した全ての点について、その点に対応する視点からの撮像
が充分であると判定された場合、計測対象物体を様々な視点から満遍なく撮像できたと判
断し、処理を終了する。
【００４６】
　一方、球面上に略均等に配置した点に対応する視点からの撮像が不足していると判定さ
れた場合、撮像姿勢に関するデータ（Ｐｘｉ、Ｐｙｉ、Ｐｚｉ）を、不足視点画像生成部
１０６に送信し、ステップＳ４０６へ進む。
【００４７】
　ステップＳ４０６では、不足視点画像生成部１０６が、不足位置姿勢算出部１０５より
送信されてきた撮像姿勢に関するデータに基づいて、不足している視点を示す画像を生成
する。
【００４８】
　図６は、表示部１０７に表示する画像の例である。矢印６０１は、不足位置姿勢算出部
１０５より送信されてきた撮像が不足している視点からの撮像姿勢に対応する矢印である
。矢印６０１は、計測座標系の原点４０から、撮像が不足している視点からの撮像姿勢に
関するデータ（Ｐｘｉ、Ｐｙｉ、Ｐｚｉ）への点線６０２の上にある。矢印６０１により
不足している視点が確認できる。不足している視点は、矢印に限らず、ユーザが不足して
いる視点が分かる形で表現すればよい。
【００４９】
　計測対象物体の撮像を行うユーザは、表示部１０７に表示された不足している視点から
の撮像を行う。撮像部１０１から、矢印６０１に対応する視点からの画像が画像入力部１
０２に送信され、ステップＳ４０１へ戻る。これにより、様々な視点から満遍なく撮像し
た多数の画像からなる複数視点画像が記憶され、様々な視点から満遍なく撮像した多数の
画像からなる複数視点画像を生成できる。
【００５０】
　ステップＳ４０７では、表示部１０７が、不足視点画像生成部１０６で生成された画像
を表示する。すなわち、撮像部１０１をどこに移動させて物体１１２を撮像すべきかを表
示する。物体１１２を、様々な視点から満遍なく撮像した画像が複数視点画像保持部１０
４に保持され、不足している視点が無くなるまで処理を続ける。
【００５１】
　以上、第１の実施形態は、計測対象物体１１２を、様々な視点から満遍なく撮像した多
数の画像からなる複数視点画像生成方法の例を説明した。
【００５２】
　〔変形例１－１〕
　計測対象物体を、様々な視点から満遍なく撮像した多数の画像からなる複数視点画像を
生成した。しかし、計測対象の物体によっては、所定の視点付近からの撮像を密に行った
方が好適な場合がある。例えば、計測対象物体の内、三次元的な構造が複雑な部分を撮像
するような視点に関しては、その他の構造が簡素な部分より、密に撮像を行った方がよい
。例えば、計測対象物体の三次元モデルに関するデータを予め入力しておき、データを解
析することによって、計測対象物体の三次元的な構造が複雑な部分を求める。例えば、ポ
リゴンモデルの場合、ポリゴン数により、構造の複雑さを評価すればよい。次に、計測対
象物体の三次元的な構造が複雑な部分を撮像する視点を求める。そして、仮想的な球面上
に略均等に配置した多数の点の内、構造が複雑な部分を撮像する視点付近に対応する点か
ら少しずらした点を追加生成する。これにより、構造が複雑な部分を撮像する視点付近に
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おける球面上の点の密度が高くなる。仮想的な球面上に配置した複数の点を用いて、構造
が複雑な部分を撮像するような視点の画像を密に取得することができる。
【００５３】
　〔変形例１－２〕
　ステップＳ４０２では、直接的に計測対象物体と、撮像部１０１の相対位置姿勢を求め
た。撮像部１０１の位置姿勢を求めるとき、マーカを用いた方法に限らない。例えば、撮
像された画像以外から求めてもよい。計測対象物体の三次元モデルを予め入力し、三次元
モデルを二次元画像に投影したときの特徴と、撮像した画像の特徴とを比較することで、
相対位置姿勢を求めてもよい。非特許文献２に記載の技術を用いて、三次元モデルから撮
像部と物体１１２の相対位置姿勢を推定し、撮像部１０１と物体１１２との相対位置姿勢
を求めてもよい。
【００５４】
　〔第２の実施形態〕
　第２の実施形態では、ある物体を撮像した画像を入力した際に、その物体がどのような
姿勢であるかを認識する識別器の学習を行うための複数視点画像生成を行う情報処理方法
の例を示す。
【００５５】
　図７は、本実施形態における構成図である。本実施形態は、撮像部１０１、画像入力部
１０２、相対位置姿勢算出部１０３、画像正規化部７０１、複数視点画像保持部１０４、
識別器学習部７０２、不足位置姿勢算出部１０５、不足視点画像生成部１０６、表示部１
０７で構成される。また、現実空間に置かれた計測台１１１には、計測対象となる物体１
１２が支柱１１３に載置されている。物体１１２の周囲には、複数のマーカ１２１、１２
２、・・・、１２８が配置されている。また、各マーカ１２１から１２８までの８個のマ
ーカがそれぞれ、色１、色２、・・・、色８の色のマーカとする。加えて、マーカ以外の
領域が色９で統一されており、計測対象である物体１１２は、色１から色９までの色が含
まれていないものとする。以下では、上記構成において、第１の実施形態と異なる部分の
み説明し、同様の部分に関しては説明を省略する。
【００５６】
　撮像部１０１は、１１２を撮像する。撮像された画像は、画像入力部１０２に送られる
。
【００５７】
　画像入力部１０２は、撮像部１０１から送信されてきた画像を相対位置姿勢算出部１０
３に入力する。画像入力部１０２で入力された画像は、相対位置姿勢算出部１０３に送ら
れる。
【００５８】
　相対位置姿勢算出部１０３は、計測対象である物体１１２と撮像部１０１の相対位置姿
勢を算出する。相対位置姿勢算出部１０３で算出された物体１１２と撮像部１０１との相
対位置姿勢は、複数視点画像保持部１０４へ送られる。
【００５９】
　画像正規化部７０１は、計測対象である物体１１２の画像を統一したフォーマットに正
規化する。具体的には、計測対象である物体のみを入力された画像から切り出した画像を
グレースケール化して所定のサイズに正規化する。
【００６０】
　複数視点画像保持部１０４は、相対位置姿勢算出部１０３で求めた撮像姿勢データと、
当該撮像姿勢の計測処理を行った画像とを関連付けて記憶する。記憶を繰り返し、撮像姿
勢データが所定の数に至るまで記録する。記録された撮像姿勢データは、識別器学習部７
０２へ送られる。
【００６１】
　識別器学習部７０２は、複数視点画像保持部１０４に記憶された多数の画像と撮像姿勢
データに基づいて、画像中に存在する物体１１２の姿勢を推定する識別器の学習を行う。
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【００６２】
　不足位置姿勢算出部１０５は、識別器学習部７０２で学習を行った識別器の推定結果に
基づいて、現段階までに撮像した多数の撮像姿勢データに基づき、現段階で撮像が不足し
ている視点を算出する。
【００６３】
　不足視点画像生成部１０６は、不足位置姿勢算出部１０５で算出された不足視点の撮像
姿勢データから、不足している視点を示す画像を生成する。
【００６４】
　表示部１０７は、不足視点画像生成部１０６で生成された表示画像を表示する。
【００６５】
　図８は、本実施形態における、複数視点画像生成方法の処理フローを示した図である。
【００６６】
　ステップＳ８０１では、画像入力部１０２が、撮像部１０１から送信されてきた画像を
処理部１２に入力する。画像入力部１０２で入力された画像は、相対位置姿勢算出部１０
３に送信され、ステップＳ８０２へ進む。
【００６７】
　ステップＳ８０２では、相対位置姿勢算出部１０３が、計測対象である物体１１２と撮
像部１０１の相対位置姿勢を算出する。
【００６８】
　ステップＳ８０３では、画像正規化部７０１が、計測対象である物体１１２の画像を統
一したフォーマットに正規化する。具体的には、計測対象である物体１１２のみを入力さ
れた画像から切り出した画像をグレースケール化して所定のサイズに正規化する。
【００６９】
　図９は、画像正規化部７０１での処理画像の例である。ステップＳ８０３における画像
正規化部７０１の具体的な処理の詳細について説明する。図９（ａ）は、入力された画像
である。入力された画像に対して、複数のマーカの色である色１から色８、及び、マーカ
以外の領域に配色された色９以外の色である画素を抽出する。抽出された結果、図９（ｂ
）の計測対象の物体１１２の領域のみが抽出された画像が生成される。この画像から、図
９（ｃ）のように、抽出された外接正方形領域９を切り出す。そして、切り出した正方形
領域を、カラー画像からグレースケール画像に変換する。図９（ｄ）のように、この切り
出した領域の幅、及び、高さが、所定の長さｗ画素になるように、拡大、若しくは、縮小
処理を行うことでサイズの正規化を行う。ここでの所定の長さｗ画素は、任意の値でよい
。画像正規化部７０１では、複数のマーカの色、及び、１色に統一された計測系の色以外
の領域を抽出することによって、計測対象である物体１１２の領域の切り出しを行う。し
かし、本発明はこれに限るものではなく、計測対象である物体の領域を切り出せるような
方法であれば、その他の方法でもよい。
【００７０】
　ステップＳ８０４では、複数視点画像保持部１０４が、正規化処理を行った画像を相対
位置姿勢算出部１０３で計測した撮像姿勢データと関連付けて記憶する。
【００７１】
　ステップＳ８０５では、識別器学習部７０２が、複数視点画像保持部１０４に記憶され
た多数の画像と撮像姿勢データに基づいて、画像中に存在する物体１１２の姿勢を推定す
る識別器の学習を行う。識別器の学習では、複数視点画像保持部１０４に記憶された、切
り出し処理部７０２で物体切り出し等の処理を行った複数の画像、及び、それぞれに対応
する撮像姿勢データを、学習データとして用いる。例えば、非特許文献３に記載のサポー
トベクトル回帰法に三次元物体の姿勢推定に、この識別器を用いてもよい。ただし、この
識別器による予測値は、ロール、ピッチ、ヨーの３値を、物体１１２の姿勢の推定値とし
ている。具体的には、撮像姿勢データの回転成分を表す、回転軸方向（Ｒｘ、Ｒｙ、Ｒｚ
）、及び、回転角θの値を推定する。
【００７２】
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　例えば、複数視点画像保持部１０４に記憶されている多数の画像（１００×１００画素
のグレースケール画像）を用い、主成分分析により、画像群の固有空間を求める。固有空
間の次元数は、任意の値でもよいが、累積寄与率を用いて決定するのが好ましい。例えば
、累積寄与率が９０％以上になる次元数までを、固有空間の次元数ｄ（＜１００×１００
）として用いる。そして、記憶されている多数の画像の各々をｄ次元の固有空間に射影す
ることで生成したデータを入力データとする。多数の画像の各々に対応する撮像姿勢デー
タの回転成分を表す回転軸方向（Ｒｘ、Ｒｙ、Ｒｚ）、及び、回転角θを、サポートベク
トル回帰法における目標値として学習を行う。このようなサポートベクトル回帰法に基づ
いた識別器では、画像正規化部による物体１１２の切り出し画像を入力することにより、
計測対象物体１１２の姿勢が出力される。なお、識別器学習部７０２は、サポートベクト
ル回帰法を用いた識別器に限るものではない。例えば、非特許文献４に開示のパラメトリ
ック固有空間法等、撮像された物体１１２の画像から、その物体１１２の姿勢を推定する
識別器を用いてもよい。
【００７３】
　ステップＳ８０６では、不足位置姿勢算出部１０５が、識別器学習部７２４で学習した
時点での識別器の推定能力に基づき、現段階で撮像が不足している視点を算出する。例え
ば、仮想的な三次元空間内の球面上に、略均等に所定個数の点を配置し、その各点から球
の中心に向かって撮像を行う複数の視点（以下、仮想視点）を用意する。そして、仮想視
点の各々について、複数視点画像保持部１０４に記憶されている複数の撮像姿勢データの
内、その仮想視点に最も近い２つの視点（以下、撮像済隣接視点）を選択する。カメラ座
標系のｚ’軸方向間の内積値が視点の近さを示す。これにより、撮像が不足している視点
を算出する。
【００７４】
　図１０は、不足位置姿勢算出部における処理のフローチャートである。ステップＳ８０
６における、不足位置姿勢算出部１２３の具体的な処理の詳細について説明する。
【００７５】
　ステップＳ１００１では、仮想的な三次元空間内の球面上に、略均等に所定個数の点を
配置し、その各点から球の中心に向かって撮像を行う複数の視点（以下、仮想視点）を用
意する。そして、仮想視点の各々について、複数視点画像保持部１０４に記憶されている
複数の撮像姿勢データの内、その仮想視点に最も近い２つの視点（以下、撮像済隣接視点
）を選択する。視点の近さについては、カメラ座標系のｚ’軸方向間の内積値が高い程、
近い視点であると判定すればよい。そして、選択された２つの撮像済隣接視点に対応する
計測対象物体１１２の画像を用いて、仮想視点に対応する位置から撮像した場合の、計測
対象物体１１２の推定画像を生成する。推定画像は、上記仮想視点から観測した計測対象
物体１１２の仮想的な画像である。推定画像の生成方法は、上記のような仮想的な画像を
生成できる手法であれば、どのような手法を用いても構わない。また、切り出し処理部７
０２で処理と同様に、グレースケールで、画像の幅、高さがｗ画素の画像を生成してもよ
い。
【００７６】
　ステップＳ１００２では、生成した仮想視点から撮像した場合の計測対象物体１１２の
画像を識別器学習部７０２の識別器に入力し、識別器の姿勢推定結果を求める。具体的に
は、ある仮想視点からの撮像に対応する計測対象物体の合成画像を用意し、その合成画像
に対して、学習した識別器を適用し、その合成画像中の物体の姿勢推定結果を算出する。
【００７７】
　ステップＳ１００３では、この姿勢推定結果が、対応する仮想視点から撮像した場合の
、撮像系７１の撮像姿勢と類似していない場合、撮像が不足していると判定する。類似し
ているか否かについては、仮想視点に対応する撮像姿勢と、姿勢推定結果との誤差が所定
値以内であるか否かによって判定してもよい。２つの姿勢の誤差は、どちらか一方の姿勢
を、もう一方の姿勢と一致するように回転させた場合の回転角を、２つの姿勢の誤差とす
ればよい。
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【００７８】
　図１５は、姿勢推定結果に基づいた視点不足判定の例を示す模式的な図である。
【００７９】
　例えば、撮像済隣接視点に対応する２つの画像１５０１、１５０２から、それらの中間
位置に対応する仮想視点からの画像１５０３を（例えば、モーフィングを用いて）生成す
る。そして、その画像を、今までに取得した画像を用いて学習した、物体の姿勢（回転軸
方向、及び、回転角）を出力する識別関数（例えば、多値の非線形カーネル回帰関数等）
に入力する。出力される物体の姿勢（推定値）が、所定範囲内であるか否かに基づいて、
その中間視点での撮影データが不足しているか否かを判定する。すなわち、中間視点の推
定姿勢出力１５０４（識別関数の出力）が中間視点として正しいか否かを判定し、不足し
ている視点を算出する。図１５中の曲線は、正しい姿勢の値（多値）を模式的に示したも
のである。姿勢推定出力１５０４が、図１５に示したように、この曲線に近い出力であれ
ば、仮想視点１５０３に対応する視点からの画像は不足していないと判定する。姿勢推定
出力１５０４が、この曲線から大きく離れた出力ならば、仮想視点１５０３に対応する視
点からの画像が、識別器の学習に不足していると判定する。
【００８０】
　ステップＳ１００４では、撮像が不足していると判定された仮想視点に対応する撮像姿
勢を求める。例えば、仮想的な球面上の位置（Ｐｘｉ、Ｐｙｉ、Ｐｚｉ）を、仮想視点に
対応する撮像姿勢として求める。
【００８１】
　ステップＳ８０７では、不足位置姿勢があるか否かを判定する。不足位置姿勢算出部１
０５が、球面上に略均等に配置した全ての点について、その点に対応する視点からの撮像
が充分であると判定された場合、識別器の学習にとって十分に計測対象物体１１２の複数
視点画像が撮像できたと判断し、ステップＳ８１０へ進む。一方、球面上に略均等に配置
した点に対応する視点からの撮像が不足していると判定された場合、不足していると判定
された仮想視点に対応する撮像姿勢に関するデータ（Ｐｘｉ、Ｐｙｉ、Ｐｚｉ）を、不足
視点画像生成部１０６に送信しステップＳ８０８へ進む。
【００８２】
　ステップＳ８０８では、不足視点画像生成部１０６が、不足位置姿勢算出部１０５より
送信されてきた撮像姿勢に関するデータに基づいて、不足している視点を示す画像を生成
する。
【００８３】
　ステップＳ８０９では、表示部１０７が、不足視点画像生成部１０６で生成された画像
を表示する。
【００８４】
　ステップＳ８１０では、不足した視点がなくなった状態での識別器に関するデータを複
数視点画像保持部１０４に記憶する。具体的には、写像される固有空間に関する固有空間
の次元数と、その次元数分の基底ベクトルと、複数のサポートベクトル、及び、複数のサ
ポートベクトルに対応する線形結合係数を記憶する。
【００８５】
　本実施形態により、計測対象物体の画像から、その姿勢を推定する識別器の学習に必要
な画像からなる複数視点画像を生成できる。また、複数視点画像を用いて、任意視点物体
認識を行う識別器が学習を行うことにより、その識別器を用いることで、物体がどのよう
な姿勢であるのかを推定できる。
【００８６】
　以上、第２の実施形態は、撮像した物体がどのような姿勢であるのかを認識する識別器
の学習を行うための複数視点画像生成方法の例を説明した。
【００８７】
　〔変形例２－１〕
　表示部１０７に不足視点画像生成部１０６で生成された画像を表示することにより、ユ
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ーザが不足視点からの撮像を行った。しかし、ユーザが撮像するのではなく、ロボットア
ーム等に撮像部１０１を載置し、ロボットアーム等を不足視点へ移動させ、不足視点から
の撮像を行うようにしてもよい。この場合、不足位置姿勢算出部１０５で不足していると
判定された仮想視点に対応する撮像姿勢に関するデータを、ロボットアーム等の動作制御
部に送信する。そして、動作制御部では、送信された撮像姿勢に関するデータに基づきロ
ボットアーム等を移動させ、移動完了後に、撮像部１０１での撮像を実施する。これによ
り、不足視点からの撮像ができ、自動的に、識別器の学習に充分な複数視点画像を得るこ
とができる。
【００８８】
　〔第３の実施形態〕
　第３の実施形態では、計測対象物体の三次元モデルを生成するための複数視点画像生成
を行う情報処理方法の例を示す。
【００８９】
　図１１は、本実施形態における構成図である。本実施形態は、撮像部１０１、画像入力
部１０２、相対位置姿勢算出部１０３、画像正規化部７０１、複数視点画像保持部１０４
、三次元モデル生成部１１０１、不足位置姿勢算出部１０５、不足視点画像生成部１０６
、表示部１０７で構成される。また、現実空間に置かれた計測台１１１には、計測対象と
なる物体１１２が支柱１１３に載置されている。物体１１２の周囲には、複数のマーカ１
２１、１２２、・・・、１２８が配置されている。また、各マーカ１２１から１２８まで
の８個のマーカがそれぞれ、色１、色２、・・・、色８の色のマーカとする。加えて、マ
ーカ以外の領域が色９で統一されており、計測対象である物体１１２は、色１から色９ま
での色が含まれていないものとする。以下では、上記構成において、第１の実施形態及び
第２の実施形態と異なる部分のみ説明し、同様の部分に関しては説明を省略する。
【００９０】
　撮像部１０１は、物体１１２を撮像する。撮像された画像は、処理部１２に送られる。
【００９１】
　画像入力部１０２は、撮像部１０１から送信されてきた画像を処理部１２に入力する。
画像入力部１０２で入力された画像は、相対位置姿勢算出部１０３に送られる。
【００９２】
　相対位置姿勢算出部１０３は、計測対象である物体１１２と撮像部１０１の相対位置姿
勢を算出する。相対位置姿勢算出部１０３で算出された物体１１２と撮像部１０１との相
対位置姿勢は、複数視点画像保持部１０４へ送られる。
【００９３】
　画像正規化部７０１は、計測対象である物体１１２のみを入力された画像から切り出す
。切り出した画像をグレースケール化して所定のサイズに正規化する。
【００９４】
　複数視点画像保持部１０４は、相対位置姿勢算出部１０３で求めた撮像姿勢データと、
当該撮像姿勢の計測処理を行った画像とを関連付けて記憶する。
【００９５】
　三次元モデル生成部１１０１は、複数視点画像保持部１０４に記憶された、複数の視点
から撮像した計測対象物体１１２の画像を用いて、その計測対象物体の三次元モデルを生
成する。
【００９６】
　不足位置姿勢算出部１０５は、生成した三次元モデルに基づいて、現段階までに撮像し
た多数の撮像姿勢データに基づき、現段階で撮像が不足している視点を算出する。
【００９７】
　不足視点画像生成部１０６は、不足位置姿勢算出部１０５で算出された不足視点の撮像
姿勢データから、表示する画像を生成する。
【００９８】
　表示部１０７は、不足視点画像生成部１０６で生成された表示画像を表示する。
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【００９９】
　図１２は、本実施形態における、複数視点画像生成方法の処理フローを示した図である
。
【０１００】
　ステップＳ１２０１では、画像入力部１０２が、撮像部１０１から送信されてきた画像
を入力する。画像入力部１０２で入力された画像は、相対位置姿勢算出部１０３に送信さ
れ、ステップＳ１２０２へ進む。
【０１０１】
　ステップＳ１２０２では、相対位置姿勢算出部１０３が、計測対象である物体１１２と
撮像部１０１の相対位置姿勢を算出する。
【０１０２】
　ステップＳ１２０３では、画像正規化部７０１が、計測対象である物体１１２のみを入
力された画像から切り出す。切り出した画像をグレースケール化して所定のサイズに正規
化する。
【０１０３】
　ステップＳ１２０４では、複数視点画像保持部１０４が、物体切り出し、正規化処理を
行った画像を、相対位置姿勢算出部１０３で計測した撮像姿勢データと関連付けて記憶す
る。
【０１０４】
　ステップＳ１２０５では、三次元モデル生成部１１０１が、複数視点画像保持部１０４
に記憶された、複数の視点から撮像した計測対象物体１１２の画像を用いて、その計測対
象物体の三次元モデルを生成する。例えば、特許文献４に記載の技術を用いて、複数の視
点から撮像した物体１１２の三次元モデルを生成する。
【０１０５】
　ステップＳ１２０６では、不足位置姿勢算出部１０５が、三次元モデル生成部１１０１
で生成した三次元モデルに基づき、現段階で撮像が不足している視点を算出する。
【０１０６】
　図１６は、不足位置姿勢算出部における処理のフローチャートである。ステップＳ１２
０６における、不足位置姿勢算出部１０５の具体的な処理の詳細について説明する。
【０１０７】
　ステップＳ１６０１では、まず、仮想的な三次元空間内の球面上に、略均等に所定個数
の点を配置し、その各点に対応する仮想視点を用意する。そして、仮想視点の各々につい
て、２つの撮像済隣接視点を選択する。そして、選択された２つの撮像済隣接視点に対応
する計測対象物体１１２の画像を用い、仮想視点に対応する位置から撮影した場合の、計
測対象物体１１２の推定画像を生成する。推定画像は、例えば、非特許文献５に記載の視
点モーフィング法を用いて生成してもよい。
【０１０８】
　ステップＳ１６０２では、現段階までに得られた複数視点画像を用いて生成した三次元
モデルのレンダリング画像を生成する。三次元モデルのレンダリング画像は、３Ｄ－ＣＧ
の技術であるレンダリングにより、三次元モデル生成部１１０１で生成した三次元モデル
を、各仮想視点から観測する条件でレンダリングした画像である。
【０１０９】
　ステップ１６０３では、各仮想視点に対応する、推定画像とレンダリング画像を比較し
、その２枚の画像の類似度が低いならば、その仮想視点からの撮像が不足していると判定
する。ここでの２つの画像の比較は、例えば、正規化相関による比較を行い、正規化相関
の値が所定値以下ならば、２つの画像の類似度が低いと判定する。
【０１１０】
　図１４は、２つの画像の比較に基づいた視点不足判定の例を示す模式的な図である。
【０１１１】
　例えば、撮像済隣接視点に対応する２つの画像１４０１、１４０２から、それらの中間
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位置に対応する仮想視点からの画像１４０３を（例えば、視点モーフィング法を用いて）
生成する。また、現段階までに得られた複数視点画像を用いて生成した三次元モデルを、
同中間視点から観測する条件で投影するようにレンダリングしたレンダリング画像１４０
４を生成する。そして、その両者を比較し、それらの類似度（例えば、エッジ抽出結果の
正規化相関値）が、所定値以上であるか否かに基づいて、その中間視点での撮影データが
不足しているか否かを判定する。すなわち、視点モーフィング法等による推定画像１４０
３と、レンダリング画像１４０４との誤差１４０５が大きい場合、対応する視点が不足し
ていると判定する。
【０１１２】
　ステップＳ１６０４では、撮像が不足していると判定された仮想視点に対応する撮像姿
勢を求める。例えば、仮想的な球面上の位置（Ｐｘｉ、Ｐｙｉ、Ｐｚｉ）を、仮想視点に
対応する撮像姿勢として求めればよい。
【０１１３】
　ステップＳ１２０７では、不足位置姿勢があるか否かを判定する。不足位置姿勢算出部
１０５が、球面上に略均等に配置した全ての点について、その点に対応する視点からの撮
像が充分であると判定された場合、三次元モデルの生成にとって十分に計測対象物体１１
２の複数視点画像が撮像できたと判断し、ステップＳ１２１０へ進む。一方、球面上に略
均等に配置した点に対応する視点からの撮像が不足していると判定された場合、撮像姿勢
に関するデータ（Ｐｘｉ、Ｐｙｉ、Ｐｚｉ）を、不足視点画像生成部１０６に送信しステ
ップＳ１２０８へ進む。
【０１１４】
　ステップＳ１２０８では、不足視点画像生成部１０６が、不足位置姿勢算出部１０５よ
り送信されてきた撮像姿勢に関するデータに基づいて、不足している視点を示す画像を生
成する。
【０１１５】
　ステップＳ１２０９では、表示部１０７が、不足視点画像生成部１０６で生成された画
像を表示する。
【０１１６】
　ステップＳ１２１０では、三次元モデル生成部１１０１が、不足している視点がなくな
った複数の画像から、計測対象物体１１２の三次元モデルを生成し、複数視点画像保持部
１０４に記憶する。
【０１１７】
　物体の三次元モデルを生成する三次元モデル生成に必要な多数の画像からなる複数視点
画像を生成できる。
【０１１８】
　撮像部１０１をロボットアームなどに載置し、ロボットアーム等を不足視点へ移動させ
、不足視点の撮像を行うようにすることにより、自動的に、三次元モデルの生成に充分な
複数視点画像を得ることもできる。
【０１１９】
　以上、第３の実施形態は、計測対象物体の三次元モデルを生成するための複数視点画像
生成方法の例を説明した。
【０１２０】
　〔その他の実施形態〕
　図１３は、本願の実施形態を実現するためのコンピュータの構成例である。
【０１２１】
　本発明は、以下の処理を実行することによっても実現される。即ち、上述した実施形態
の機能を実現するソフトウェア（プログラム）を、ネットワーク１３０７又は各種の記憶
媒体１３０２、１３０３を介してシステム或いは装置に供給する。そして、そのシステム
或いは装置のコンピュータ１３０１（またはＣＰＵやＭＰＵ等）がプログラムを読み出し
て実行する処理である。
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