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あらまし 本論文では，複数方向から測定された多数の距離画像を，高速に同時位置合わせする手法を提案
する．複数距離画像の同時位置合わせは，大規模構造物のモデル生成に必須となる技術である．しかし，膨大
なデータを扱う必要があるため，メモリ使用量及び計算コストが大きな問題となる．処理の中で特に問題とな
るのは，複数距離画像間の対応点探索の計算時間である．そこで我々は，インデックス画像を用いて，センサパ
ラメータを必要とせずに計算量 O(n) で対応点探索を行う手法を開発した（n は頂点数）．このインデックス画
像とは，距離画像の各パッチを，特有な色で描画する事で得られる 2 次元画像である．本手法はグラフィックス
ハードウェアを用いる事で，より高速な計算が可能となり，且つ少ないメモリ使用量で実行可能である．変換行
列の計算には線形化した誤差評価式を用いた．そして，不完全コレスキー分解共役勾配法（ICCG）を適用する
事よって，多数の距離画像に対しても短時間で計算する事が可能である．実験では，レーザレンジセンサによっ
て測定された大規模距離画像を用いて，計算時間などの評価を行い，本手法の有効性を確認した．
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1. は じ め に

レンジセンサによって得られた複数の距離画像は，

各々の相対位置姿勢を求める位置合わせ処理が必要

である．現実物体から 3 次元モデルを生成する際は，

まず，レンジセンサを用いて物体の表面形状を取得す

る [1]．通常，このレンジセンサの測定範囲は可視領域

に限られるため，一回の測定で物体全体をモデル化す

ることはできない．そこで，完全な全周 3次元モデル

を得るために，複数の異なった方向から距離画像を取

得する必要がある．この複数方向から取得された距離

画像は，それぞれの測定位置姿勢に対する異なった座

標系で記述されている．そのため，各々の相対位置姿

勢を求め，座標系を統一する必要がある．

この距離画像の位置合わせ問題を解決するために，

これまでに多くの手法が提案されている．特によく
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知られている手法は Besl らが提案した ICP (Itera-

tive Closest Point) 法 [2] や Chen らの手法 [3] であ

る．ICPでは，2枚の距離画像に含まれる頂点間の対

応点（最近傍点）を探索し，対応点間距離が最小とな

るような相対位置姿勢を求める．そして，繰返し計

算によって最適解を探索する．一方，Chen の手法で

は，点と面の距離を最小化するような相対姿勢を求

めている．この他にも，視線方向に点を投影して，他

方の距離画像との対応点を求める方法などもある [4]．

また，ICP は誤対応やノイズによる影響を受け易い．

そこで，LMedS(Least Median Squares Estimation)

法を用いたロバストな手法も提案されている [5]．

上記の手法は，いずれも 2 枚の距離画像の相対位

置姿勢を求める手法である．そのため，多数の距離画

像を順次位置合わせしていくと，誤差の蓄積が問題と

なる．

これを避けるためには，全ての距離画像間の相対位

置姿勢を同時に推定する手法が有効である．Neuge-

bauerは，点と面の距離を誤差として，全距離画像間

の誤差の二乗和が最小となるような変換行列を求めて

いる [6]．また，非線形最小二乗問題を線形化して解い

ている．Nishino らは M 推定を用いたロバストな同

時位置合わせ手法を提案している [7]．この手法では，
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点と点の距離を用い，共役勾配法によって最小化計算

を行っている．

このように，これまでに様々な位置合わせ手法が提

案されているが，いずれの手法でも問題となるのが対

応点探索の計算量である．基本的な ICP では最近傍

点を全頂点に対して計算するため，対応する 2枚の距

離画像の頂点数を等しく N とした場合，対応点探索

の計算量は O(N2)である．

そこで対応点探索の高速化に関する手法も多く提

案されている．最近傍点探索を高速化する手法とし

ては探索木（Kd-tree）を使う手法がある [8]．また，

Kd-treeに加えて近傍点をキャッシュしておく事によ

り，探索範囲を狭める手法なども提案されている [9]．

しかし，Kd-tree による探索の計算量は O(N log N)

であるため，大幅な計算時間の削減までは至らない．

対応点を視線方向に探索する場合，測定時のスキャン

機構が既知であれば O(N)で対応点を求める事ができ

る [4]．ただし，この手法ではセンサの正確な測定パラ

メータが必要である．そのため，パラメータが得られ

ない場合や，異なるセンサで測定された距離画像同士

の位置合わせには適していない．

これに対し我々は，測定パラメータを必要とせずに

O(N) の視線方向探索を可能にする手法を提案する．

これにより，異なるレンジセンサや計測条件下で得ら

れた，あらゆる距離画像を位置合わせする事が可能で

ある．また，線形化した誤差評価式を用いて，多数の

距離画像の相対位置姿勢を高速に計算する．

以下，２章では我々が提案する同時位置合わせ手法

について説明する．３章では大規模構造物を対象にし

た実験により本手法の評価を行い，４章にてまとめる．

2. 高速同時位置合わせ手法

本章では我々が提案する高速同時位置合わせ手法に

ついて説明する．扱う距離画像は，予め頂点群とそれ

を繋ぐ三角パッチデータに変換されているものとする．

位置合わせ手順は ICP とほぼ同様であるが，全ての

距離画像に対して誤差関数が一つ定義され，全ての距

離画像の位置が同時に推定される．手順の概略を以下

に示す．

(1) 2枚の距離画像を 1組として全ての組合せに対

して以下の計算を行う．

(a)全ての頂点の対応点を探索する．

(b)得られた対応点間の誤差を計算する．

(2) 全ての誤差の和を最小化するように，全ての距
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図 1 対応点探索
Fig. 1 Search corresponding points

離画像の移動行列を求める．

(3) 求めた移動行列を各距離画像に適用する．

(4) 終了条件を満たすまで 1～3を繰り返す．

以降では，まず対応点探索の方法と高速化手法につい

て説明し，その後に誤差評価の方法と移動行列の求め

方について説明する．

2. 1 対応点探索

対応点探索には視線方向探索を用いる．まず，全距

離画像から 2枚の画像を選択しそれぞれ基準画像，対

象画像と呼ぶことにする．基準画像に含まれる頂点と，

それに対応する対象画像の三角パッチ上の点を対応付

ける．図 1に示す●で示されたデータが基準画像であ

り，▲とそれを繋ぐパッチで示されたデータが対象画

像である．各距離画像は，対象画像の局所座標系に変

換されているものとする．対応点は基準画像上の頂点

�xから対象画像取得時のレンジセンサの視線方向に直

線を延ばし，対象画像のパッチとの交点 �y として求め

る．このとき視線方向に対して頂点法線が裏向きにな

る場合（�x · �nx >= 0）や，対応点間距離が閾値 lth 以上

の場合は誤対応として除去する．ここで �nx は頂点 �x

の外向き法線ベクトルである．また �xの原点は物体の

外側にあるものとする．距離閾値は，経験的に与えら

れた値 (lgiven)と，対応する距離画像間の対応点間距

離の平均 r̄ を比較して，小さい方の値を用いる．

lth =

{
lgiven

r̄

(if : lgiven < r̄)

(otherwize)
(1)

r̄ =
1

N

N∑
i

‖�yi − �xi‖ (2)

2. 2 インデックス画像による対応点探索の高速化

本節ではインデックス画像を用いて対応点探索を行
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Zoom imageZoom image

図 2 インデックス画像（右：拡大図）
Fig. 2 Index image(right : Zoom image)

う手法について説明する．インデックス画像とは，距

離画像の各三角パッチを特有な色で描画する事によっ

て得られる 2次元画像である．まずインデックス画像

の作成について述べ，その後これを用いて対応点を取

得する方法について説明する．

2. 2. 1 インデックス画像の作成

対象画像からインデックス画像を作成する．これは，

以下の手順で行われる．

(1) 対象画像の各パッチに重複しないインデックス

値を割当てる．

(2) インデックス値に 1対 1対応する色を各パッチ

に与える．

(3) 2で与えられた色を用いて，対象画像の測定方

向から各パッチを描画する．

ただし（2）のインデックス値から色への変換はグラ

フィックスハードウェアを用いる場合にのみ必要であ

る．グラフィックスハードウェアを用いない場合は，イ

ンデックス値で直接描画すればよい．

まず各パッチに固有の整数値（インデックス値）を

割当てる．割当てる整数値はどんな値でも構わない

ため，メッシュ数が n とすると，各パッチに 0 から

(n − 1)の値を割当てれば良い．

次に割当てた値を固有の色 (R,G, B) に変換する．

いまインデックス値が 24bit以上で表されているもの

とする．各原色が 8ビットで表されるとすると，最下

位 8ビットを B に，その上位 8ビットを G，そして

更に上位 8 ビットを R といったように割当てれば良

い．この場合 224 個のパッチまでが表現できることに

なる．

最後に割当てた色を用いて対象画像の視線方向から

全てのパッチを描画する．このとき，描画されない領

域は予め例外値を指定しておく．また各パッチの描画

色が変化しないようにアンチエイリアシングの処理は

行わない．図 2 に描画したインデックス画像を示す．

描画は画像領域全体にわたって行うと，画像解像度に

対する利用効率が高くなる．そこで，予め画像面に全

ての頂点を投影して描画領域を求めておき，その領域

全体に対象画像が描画されるようにする．

描画には透視投影，或いは極座標に変換して正投影

（球面から平面への等角写像）を用いる．画像面に投

影したパッチに含まれる頂点は，画像面上で等間隔に

並んでいる方が画像領域の利用効率が高い．CCD カ

メラを用いたレンジセンサは，画像面においてほぼ等

間隔で測定点が得られるため透視投影を用いる．また，

スキャン機構を用いるセンサの場合は角度等間隔で測

定を行っているため，極座標表現を用いた方が良い．

ただし全方位センサなどを用いない限り，共通して透

視投影を用いても問題は無い．

全てのパッチを描画するためには，十分な大きさ

の画像サイズを割当てる必要がある．この画像サイ

ズ (LX , LY )は，以下の条件を満たすような値を使用

する．

LX >= 2 × w/∆wmin (3)

LY >= 2 × h/∆hmin (4)

ここで wと hは，それぞれ画像平面上での描画領域の

幅と高さである．また∆wmin と∆hmin は全パッチを

画像平面上に投影した場合の，画像平面上での最小幅

と最小高さである．式 (3)及び式 (4)を満たさない場

合は，全ての対応点が得られない可能性がある点に注

意する必要がある．画像サイズが十分な場合は，全て

のパッチを重複する事なく２次元上に投影する事がで

き，且つ投影パラメータは既知であるため，対応パッ

チの探索は容易である．

また距離画像によって (w, h, ∆wmin, ∆hmin)は異な

るが，インデックス画像には共通の (LX , LY )を使用

する事が可能である．つまり異なる条件下で測定され

た距離画像でも一つの画像サイズを与えるだけで同様

に処理する事が可能である．

この処理はグラフィックスハードウェアを利用する

事によって高速化する事ができる．インデックス画像

は一つの距離画像に対して一枚必要であるため，多く

のメモリ領域を必要とする．メモリ領域に余裕がある

場合は，各インデックス画像を一度だけ描画して，メ

モリ中に保持しておけば良い．この場合は，最初の描

画処理のみグラフィックスハードウェアによって高速
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化される．メモリ使用量を小さくする場合は，対応点

探索毎に描画処理を行う．この場合は，メモリ使用量

はインデックス画像一枚分であり，処理はグラフィッ

クスハードウェアによって大幅に高速化される．

2. 2. 2 対応点の取得

得られたインデックス画像を用いて対応点を探索す

る．手順は画像作成手順を逆にたどる形になる（図 3）．

(1) 基準画像の頂点を，対象画像の視線方向からイ

ンデックス画像面に投影する．

(2) 投影された座標値に対応する色を画像から取得

する．

(3) 得られた色を対象画像のインデックス値に変換

する．

(4) 基準画像の頂点を，対応メッシュが張る平面上

に投影する．

(5) 対応の正否を判定し，正しければ同時に正確な

対応点が得られる．

基準画像の頂点の投影は，インデックス画像を描画し

たときと同じ方法で行う．投影して得られた座標の色

からは対応するパッチのインデックス値が得られる．

ただし画像解像度の問題や，パッチの境界付近で起こ

るエイリアシングの問題から，正しい対応パッチ番号

が得られない場合がある．そこで得られた対象画像上

のパッチ平面に実際に頂点を投影し，投影された点が

パッチ内にあるか判定する．投影された点がパッチ内

にある場合は正しい対応点として誤差を同時に求める．

正しい対応が得られなかった場合でも，得られた座標

の周囲に正しい対応パッチが描かれている場合が多い．

そこで得られた座標を中心とした周囲 3 × 3画素に対

して，正しい対応点が得られるまで 2～5の処理を行

う．画像解像度が十分であれば，この探索によってほ

ぼ正しい対応点を取得する事ができる．全ての対応点

を求めた後に，前述の距離閾値によって誤対応を除去

する．

ちなみにこれら一連の処理の計算量はO(N)である．

パッチ数は通常頂点数N の 2倍程度である事から，イ

ンデックス画像作成（描画処理）の計算量は O(N)で

ある．また対応点取得の計算量も O(N)である．

2. 3 誤 差 評 価

対応する 2 点間の誤差には点と面の距離を用いる．

基準画像上の頂点 �xと，それに対応する対象画像上の

点を �yとする．�nを頂点 �xの法線とすると，その間の

距離は �n · (�x − �y)となる（図 2）．これを，距離画像

の組合せを (i, j)の全頂点 k に対して計算し，全距離
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図 3 対応メッシュの取得
Fig. 3 Obtain corresponding meshes

画像の誤差の二乗和を最小化する移動行列を求める．

ε̄ = min
R,t

∑
i,j,k(

Ri�nik · {(Rj�yijk + �tj) − (Ri�xik + �ti)}
)2

(5)

ここで，Rと �tは，それぞれ回転行列と並進ベクトル

である．

式 (5)に示した誤差評価式は，このままでは非線形

である．そこで，最小化計算を容易にするために，こ

れを線形化する．求める移動の回転角を微小角と仮

定すると，回転行列 R は以下のように書くことが出

来る．

R =


 1 −c3 c2

c3 1 −c1

−c2 c1 1


 (6)

平行移動行列を，

�t =
(

tx ty tz

)T

(7)

とすると式 (5)は以下のように変形する事ができる [6]．

ε̄ = min
�δ

∑
i,j,k

‖ �Aijk · �δ − sijk ‖2 (8)

�Aijk =




0...0︸︷︷︸

6i×1

�CT
ijk︸︷︷︸

6×1

0...0︸︷︷︸
6(l−i−1)×1


+


0...0︸︷︷︸

6j×1

− �CT
ijk︸ ︷︷ ︸

6×1

0...0︸︷︷︸
6(l−j−1)×1






T

(9)

sijk = �nik · (�xik − �yijk) (10)
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�Cijk =

(
�nik × �yijk

−�nik

)
(11)

�δ =
(
�mT

0 · · · �mT
n−1

)T
(12)

�mi =
(

c1i c2i c3i txi tyi tzi

)T

(13)

2. 4 移動行列の計算

式 (8)より，最小二乗法によって �δ が求められる．(∑
i,j,k

�Aijk
�AT

ijk

)
�δ =

∑
i |=j,k

�Aijksijk (14)

実際には，�δ は ((n − 1) × 6) 個の変数を持つ連立

一次方程式の解として得られる．式 (14) はこのまま

では曖昧性が残るため，0番目の距離画像を移動させ

ない事で一意な解を求める．つまり，図 4に示すよう

に，((n − 1) × 6) × ((n − 1) × 6)の係数行列を持つ

連立一次方程式を解く事になる．

この係数行列は，いくつかの特別な性質を持ってい

る．任意の距離画像に対して，0番目の距離画像から

到達する経路が必ず存在する場合，この係数行列は

正値対称行列である．また，距離画像枚数が多い場合

には，大規模な行列となる．そして，それと同時に重

なり枚数は相対的に少なくなるため疎な行列となる．

また，式 (9)(14)より，この行列は図 4に示すような

6 × 6の非零パターンを持つ事も分かる．距離画像間

で対応点が存在する部分のみが非零領域となり，残り

の部分は零である．

そこで，これらの性質を利用した反復解法によって

解を求める．係数行列が正値対称行列である場合，直

接解法の Cholesky 分解を用いるのが一般的である．

しかし Cholesky 分解の計算量は O(n3) であるため，

大規模行列の扱いには適していない．そこで，前処理

付き共役勾配法（PCG）を用いる事にする [13]．共役

勾配法の計算量は Cholesky 分解と同様に O(n3) で

あるが，前処理によって係数行列を単位行列に近づけ

る事によって，反復回数を大幅に減少させる事ができ

る．その結果，計算時間は Cholesky 分解より十分小

さくなる．特に，この係数行列は 6 × 6の非零パター

ンを持つ事が分かっているため，これに特化した不完

全 Cholesky 分解共役勾配法（ICCG）を用いる事に

する．図 4に示す非零部分のみ Cholesky分解を行い，

得られた行列を前処理行列として共役勾配法によって

解を求める．
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図 4 係数行列の性質
Fig. 4 Properties of the coefficient matrix

3. 実 験

本項では，実際に測定された複数距離画像を用いて，

我々の手法の有効性を示す．この実験では，以下の 3

つの項目に関して評価を行った．

(1) インデックス画像解像度と正しく得られた対応

点数の関係

(2) 頂点数に対する計算時間

(3) 移動行列の計算時間

なお，計算にはArhlonMP2400+プロセッサ，2GByte

メモリと GeForceTi4600 グラフィックカードを搭載

した計算機を使用した．

3. 1 実験データ

測定対象は図 5 に示すように，カンボジアバイヨ

ン遺跡のデーヴァ尊顔（モデル 1）と，奈良東大寺大

仏（モデル 2）である．対象の大きさはデーヴァ尊顔

が 3m程度，奈良大仏が 15m程度である．デーヴァ尊

顔の測定には VIVID900 を使用した．VIVID900 は

近距離用のセンサであり，CCD カメラとレーザを用

いた光切断法によって形状を測定する．測定解像度は

CCDの画素数によって定まっており，640× 480であ

る．画角はレンズによって変更する事が可能であるが，

今回は広角レンズのみを使用して測定を行った．奈良

大仏の測定には Cyrax2400 を用いた．Cyrax2400は

Time-of-Flight方式のスキャニング機構を持つ長距離

用レンジセンサであり，ユーザの指定によって測定範

囲（画角）や測定解像度を自由に変更する事ができる．

状況によって測定解像度は変更しているが，多くの場

合は 800 × 800程度の解像度を指定している．実験に

使用した各データの詳細を表 1と表 2に示す．

測定範囲内でも，対象以外の部分を測定したデータ

点は予め除去してある．また，メモリ空間の制約のた

め，本実験では元の頂点を 1/4に均等に間引いたデー

5
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図 5 対 象 物 体
Fig. 5 Target objects

表 1 モデル 1：デーヴァ尊顔
Table 1 Model1 : Face of Deva

Sensor VIVID900

Images 45

Vertices Max:76612, Min:38190, Ave:67674

Meshes Max:150786, Min:71526, Ave:130437

表 2 モデル 2 : 奈良大仏
Table 2 Model2 : Nara Great Buddha

Sensor Cyrax2500

Images 114

Vertices Max:155434, Min:11231, Ave:81107

Meshes ax:300920, Min:18927, Ave:148281

タを使用した．

3. 2 インデックス画像の解像度と対応点数

探索に用いるインデックス画像の解像度と，それに

応じて得られる正しい対応点数の関係について評価す

る．2.2.1 節で述べたように，正しい対応点数を得る

ためには，インデックス画像に十分大きな解像度を割

当てる必要がある．そこで，インデックス画像の解像

度をいくつか変えて，得られる対応点数の評価を行っ

た．この実験では，各データセットの最小，最大メッ

シュ数を持つ距離画像を対象画像とした．また，これ

に対する基準画像は任意に選択した．

図 6に，インデックス画像解像度と，得られた対応

点数の関係を示す．横軸はインデックス画像解像度を

表している．また，縦軸は，全探索により求めた実際

の対応点数 vc と，本手法を用いて得られた対応点数

v′
c の比を表す．

実験結果より，ある一定以上の解像度であれば，ほ

ぼ全ての対応点が得られる事が確認できた．この場合，

800 × 800 以上の解像度を割当てれば，全ての距離画

像で十分な対応点が得られる．ただし，解像度が大き

くなると描画時間やメモリ使用量も大きくなる．その

ため，適度な大きさを割当てるべきである．

一方で，仮に十分な画像解像度を割当てる事ができ
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図 6 インデックス画像解像度と対応点数
Fig. 6 The number of corresponding points vs. reso-

lution of index images

なかった場合でも，解像度に応じた数の対応点を取得

する事が可能である事も分かる．つまり，精度の問題

は残るが，どのような距離画像や実行環境にも柔軟に

対応する事ができると言える．

3. 3 頂点数に対する計算時間

頂点数に対する位置合わせの計算時間を評価する．

この実験では，2枚の距離画像を 1対 1で位置合わせ

して，各距離画像に含まれる頂点数と計算時間との関

係を調べる．1対 1で位置合わせを行う場合，全体の

計算時間に対して対応点探索の影響が最も大きくなる．

その他の処理時間は無視できる程小さいか，頂点数に

対して線形である．つまり，この実験によって対応点

探索の計算量を評価できる．

実際には，モデル 1及び 2の全ての距離画像を用い

て，同じ距離画像同士の 1 対 1 の位置合わせ処理を

行った．このとき，位置の移動に応じた対応点数変化

の影響を避けるため，互いの位置は移動させずに処理

を行った．つまり，位置合わせ計算によって得られる

移動量は限りなく 0に近いが，距離画像に含まれる頂

点数と対応点数はほぼ等しくなる．計算時間は 1回の

反復計算に要する時間として評価した．このため複数

回の反復計算を行い，このときの平均時間を計算時間

とした．インデックス画像の生成は，反復計算ごとに

行った．

実験結果を図 7に示す．図中の横軸と縦軸は，それ

ぞれ距離画像に含まれる頂点数と計算時間を表してい

る．実験結果より，本手法の計算時間は各距離画像の

頂点数に対して，線形に増加する事が分かる． これ
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図 7 頂点数と計算時間
Fig. 7 Computation time vs. the number of vertices

は，本手法の計算量の線形性 O(N)を顕著に表してい

るといえる．また，モデル 1，2の各実験においては，

それぞれ距離閾値 lgiven 以外のパラメータは変更して

いない．つまり，本手法の効率はセンサの種類や測定

環境にも依存しない事が確認できた．

3. 4 移動行列の計算時間

同時位置合わせ時の移動行列の計算時間について評

価する．前述のように，移動行列の計算に要する時間

は，距離画像枚数に大きく影響される．そこで，同時

位置合わせする距離画像枚数及び行列の計算手法と，

行列計算時間の関係について調べる．

実験では，距離画像枚数を変えて同時位置合わせを

行い，移動行列の計算時間のみを測定した．この実験

にはモデル 2の距離画像を用いた．この結果を図 8に

示す．横軸が同時位置合わせを行った距離画像枚数を

表しており，縦軸が行列計算に要した時間である．比

較のために Cholesky 分解を用いた場合 [12]の結果も

示してある．このとき ICCG の誤差閾値は 10−6 と

した．

この図から，距離画像枚数が多い場合は，ICCGを

用いた方が効果的である事が分かる．距離画像枚数が

少ない場合は計算手法による差はほとんど無い．しか

し，距離画像枚数が 70枚以上になると，Cholesky分

解では計算時間が飛躍的に増加する．一方，ICCGを

用いた場合の計算時間は，Cholesky 分解に比べて明

らかに短くなっている事が分かる．

3. 5 位置合わせ結果

最後に，これらの距離画像を同時位置合わせした結

果を示す．まず，予め基準となる距離画像を定めてお

き，全ての距離画像を 1 対 1 で順次位置合わせした．
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図 8 距離画像枚数と変換行列計算時間
Fig. 8 Computation time for obtaining transforma-

tion matrices vs. the number of range images

図 9 位置合わせ結果（デーヴァ尊顔）
Fig. 9 Alignment result(Face of deva)

そして，この結果を初期位置として，全ての距離画像

を同時位置合わせした．同時位置合わせ時の反復回数

は 20 回とした．各モデルの同時位置合わせ結果を図

9 と図 10 にそれぞれ示す．計算に要した時間は，そ

れぞれ 1738 秒と 7832 秒であった．これらの図から，

どちらのモデルも問題なく位置合わせされている事が

分かる．

4. お わ り に

本論文では，複数枚の距離画像を高速に同時位置あ

わせする手法を提案した．インデックス画像を用いる

事によって，センサパラメータなどに依存せず，頂点

数 N に対して計算量 O(N)で対応点探索を行う事が

可能になった．また，移動行列の計算には 6 × 6の非

零パターンを持つ行列に特化した ICCG法を用いる手

法を提案した．これにより，多数の距離画像に対して
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図 10 位置合わせ結果（奈良大仏）
Fig. 10 Alignment result(Nara Great Buddha)

も，短時間で行列計算を行う事が可能になった．

実験では，レーザレンジセンサによって実際に測定

された距離画像を用い，インデックス画像と得られる

対応点数の関係，頂点数と位置合わせの計算時間の関

係，距離画像枚数及び計算手法と移動行列の計算時間

の関係を評価した．これらの結果より，本手法が多頂

点数，多枚数の距離画像を対象とした位置合わせ計算

に対し，計算量およびメモリ使用量の上で非常に有効

であることが示された．また，大規模文化財を測定し

た実データを位置合わせする事によって，本手法の有

効性を示した．なお収束性能は Neugebauerらの手法

とほぼ等しいと考えられるので，評価は [14]を参考に

すると良い．
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付 録

1. 基準画像の視線方向への対応点探索

基準画像の視線方向に対して対応点探索を行う場合

は，頂点インデックス画像を用いる．メッシュインデッ

クス画像の場合と同様に，各頂点に重複しない値を割

当て，それを重複しない色に変換する．そして，基準
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画像の視線方向に対して頂点を描画する．次に，対象

画像のメッシュに含まれる頂点を，同様に基準画像の

視線方向から画像面に投影して矩形領域を得る．そし

て，この矩形領域に含まれる頂点に，対象画像のメッ

シュ番号を登録していく（図 A· 1）．このとき，一つ
の頂点に複数のメッシュが対応する場合がある．そこ

で，対応メッシュとの距離を記録しておき，投影され

たメッシュとの距離が，記録されたメッシュとの距離

より小さい場合のみ更新を行う．

頂点インデックス画像を用いる手法は，メッシュイ

ンデックス画像を用いる手法より多くの計算時間を必

要とする．しかし，小さい画像解像度で，より多くの

対応点を得る事ができる．

Target image

Color＝0x0000ff Vertex Index＝256

Ray direction of
base image

Registration

Vertex Index Image Target image

Color＝0x0000ff Vertex Index＝256

Ray direction of
base image
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図 A· 1 対応頂点の探索
Fig.A· 1 Search corresponding vertices
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Abstract This paper describes a fast simultaneous alignment method of multiple range images. The

most time consuming part of alignment process is searching correspondences. Therefore, we developed the

method that performs searching correspondences in complexity O(n), where n is the number of vertices, by

using index images. In this method, precise sensor’s parameters are not required. This method is accelerated

by graphics hardware, and can reduce memory space used for the search. We applied linear least square

method and incomplete Cholesky conjugate gradient (ICCG) method for obtaining rigid transformations.

The experimental results, which align multiple range images measured with laser range sensor, show the

effectiveness of our method.

Key words 3D shape modeling, Range image, Alignment, Acceleration


