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次世代移動体技術誌



Technical Journal of Advanced Mobility, Vol.1, No.1 （2020）� 1

　（一社）日本 UAS産業振興協議会は，2014年に小型無人航空機システム（ドローン）の産業振興を

目的に設立されました。設立以降，その安全な利活用のためにガイドラインを 2015年 8月に発表し，

その年の 12月の改定航空法の施行を受け，2016年には，ドローンの操縦者，安全運航管理者の育成

を目指した JUIDA認定スクール制度本格スタートさせました。その後も，2018年にドローン物流を

開始するという政府方針に基づき，2018年 3月にドローンによる物流ガイドラインを作成しました。

産業振興のためには，わが国で初となる無人機のみの国際展示会 Japan Drone Expoを 2016年 3月に

開催し，その後毎年の開催では指数関数的に規模が大きくなっています。さらに，研究開発の推進の

ために，ドローン試験飛行場を各地で開設するとともに，国際的なネットワーク形成のために世界の

ドローン関連団体と連携し，国際標準化活動も推進しています。今回，これらのドローンを支える基

盤づくりだけでなく，高度なドローンの研究開発活動をさらに高きを目指して頂けるように，

Technical Journalの創刊に踏み切りました。対象は次世代移動体の研究開発成果をアカデミアだけで

なく産業界，研究機関，行政機関などすべての分野，地域から研究開発成果を発表して頂き，切磋琢

磨して頂くことでこの分野の発展に貢献できればと思っております。

 2020年＊月吉日

Technical Journal of Advanced Mobility 創刊に向けて

一般社団法人日本 UAS産業振興協議会

理事長　鈴木　真二
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技術とは，人類が生活品質（QOL：Quality of Lifeを）向上させるために生み出してきた財産であり，未
来を拓く道具であり，新しい技術が出現するたびに産みの苦しみを経て新たな時代の到来を招いて来まし
た。現在の自動車技術が生み出したモータリゼーションも，誕生当時の英国で自動車の前を，赤旗を持った
人が歩行しなければならない赤旗法や，年間 1万 6000人以上他界する交通戦争と呼ばれる東北大震災が毎
年発生している規模の産みの苦しみを経て現在の安全性，社会受容性に至っています。そこには，産みの苦
しみを経て，技術の鍛練を積み，安全性や社会受容性を獲得してきた歴史があります。記憶に新しいところ
では，セグウェイという新しい技術が生まれた後，社会的に受容されるために様々な検討がなされて，日本
ではようやく公道実験が可能になる仕組みが 10年以上の年月をかけて出来上がってきました。　ドローン
も同様に新しい技術であり，現在その新しい技術の出現で産みの苦しみも味わっている時代の最中ですが，
歴史はその時代は人類の技術の研鑽によって，安全や社会受容性を獲得していけることを教えてくれていま
す。もちろん，人類の使用する技術は年々高度化しており，ドローンの技術も高度化された様々技術の集積
となっています。ドローン技術は，社会受容性確保のための安全という目に見えない技術，同じく人間の目
には見えない空中の空気を扱う技術，人間の操縦を自動化するロボット技術，3次元位置推定等各種センシ
ング技術，各種通信技術，各種ネットワーク技術，各種情報処理技術，人に対する危害をより定量的に近い
方法で評価する対安全技術，エネルギー技術，ルール化世界観を形成する技術，各種環境整備技術，各種材
料技術，各種物理作用利用技術，各種サービス技術，各種産業規格技術，各種ビジネス技術など，多岐にわ
たる技術に及んでいます。これらの技術は，あまりにも他分野に渡るため，一堂に会して議論される機会は
少ないため，その一部でも揃った講演会では大変興味深い異分野技術交流が展開され来場者を賑わせていま
す。ドローンの分野の進展には，このような異分野技術交流が必要で，その総合力，システム力が産業競争
力の源になります。本誌は，そのような異分野技術交流の場の中核として，その範囲の広範さと技術の深さ
を併せ持つ技術集積媒体となるべく創刊されました。今後ドローンは，更に小型高機能ネットワーク型に発
展したり，大型化人搭乗型に発展したり様々な進化を遂げていくことでしょう。また，水中ドローンが出て
きたように，宇宙ドローンなど多様なドローンとその活用法が現れたり，その運航管理方法や規格，ルール
が生まれてくる可能性に満ちています。本誌は，多岐にわたるドローン技術の大海を航海するドローンにか
かわる全ての皆様にとりまして，進むべき道を指し示す羅針盤となることと思います。

「無人移動体技術誌」における技術とドローンの未来

一般社団法人日本 UAS産業振興協議会

理事　岩田　拡也
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単眼カメラ搭載移動体からの撮影動画シーンの
3 次元動画像による再構成

岡　　嶐一＊1，橋本　康弘＊1，奥山　祐市＊1，畠　　圭佑＊1

会津大学＊1

ドローンや車などの移動体を安全に目的地に到達させるための移動において，周辺の環境を把握する
ための画像センシング法として「動的視差法」を提案する。従来，3次元地図の作成を目的に GPSや，
Lidarなどの active sensorが距離センサーとして使用されている。画像による Visual SLAMなどの静止
対象物の空間情報も作成されている。本稿では，移動体に搭載した単眼カメラの動画から，3次元画像
と 3次元動画像を再構成する筆者らによる提案手法（動的視差法）とその実験結果を紹介する。静止対
象物と動的対象物の双方をとらえる動画について，動画のフレーム画像のすべての画素にカメラからの
距離情報を与えること，また動く対象物を含む距離情報の取得ができることが提案手法の特徴となって
いる。シーンの 3次元情報は，RGBの色情報と，静止物と動く対象物の距離情報の 3者がセンシング
の段階で統合されることを示し，この視覚的情報をつかうことで，移動体の安定，安全な航行を行わせ
る 1つの手段になりうることを示唆したい。

Reconstruction of 3D Motion Image from Video 
Captured by a Single Camera on a Moving Body

Ryuichi Oka＊1，Yasuhiro Hashimoto＊1，Keisuke Hata＊1，Yuichi Okuyama＊1

University of Aizu＊1

A new algorithm called Motion-Parallax-Method is proposed based on motion parallax for reconstructing 

a 3D motion image from a motion image. Each pixel of frame image of 3D motion image has a vector 

composed of four elements of RGB-D. The method is deductive without any learning algorithm. We show 

many experimental results of reconstruction of 3D images and 3D motion images of scenes from motion 

images captured by a single camera attached on a moving person, a moving drone, or a moving car. When 

a moving body with a camera becomes stationary, 3D motion image reconstruction is possible for only 

parts of the image corresponding moving objects in a scene.

Keywords: 3D motion image reconstruction, Deductive algorithm, Visual SLAM, 

Motion parallax, Moving object

1．は じ め に
ドローンなどの移動体において，シーンの周辺状況の把握は視覚情報によるものが極めて有用である。こ

こでは，その視覚情報を動画像から取得されるものとする。その視覚的情報は，シーンにおける対象物のセ
ンシングと対象物の認識とに分かれる。後者の認識機能は前者が良好に取得されないと制約される。視覚的
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センシングでは，ドローンなどの移動体の周辺状況の情報が多種類かつそれらが時空間的に広がりをもって
統合（fusionともいわれる）されているとき，〝網羅的〟という。網羅的というのは，より明確には，画像
のすべての pixel において，RGBの色情報だけではなく，距離情報，動きの情報を事後的に統合するのでは
なく，センシングの段階で同時的に統合されていることをいう。既存の距離情報の取得手段として，Lidar

等の active sensorがあるが，その取得データは point-wiseなもので，空間的広がりの程度が低い。したがっ
て，事後的に他の RGB画像や動きの情報との統合処理を必要とする。動画において，距離情報は〝網羅性〟
の獲得に特に意味がある。シーン画像は，RGB色情報と距離情報が統合される段階で，動きの情報も同時
的に得られることが望まれる。実世界において，動画像の画像のどの部分が意味を持つかが事前に判明して
いない多くの状況では，動的シーンから意味ある部分の同定のために，これらの視覚的統合情報の取得が要
請される。言い換えれば，シーンの動画像の全画素において距離情報などが統合されて抽出されていれば，
画像中に識別し，かつ移動体が行動するに必要な領域の対象化，segmentationがより適切にできる。動画
中において，領域の重要さの程度は状況依存性が強く，事前に対象化すべき領域を定められない場合が多
い。したがって，状況に応じて重要領域を対象化できるためには，全 pixelのという空間的広がりの取得が
容易な RGB情報と同様に，距離情報や動き情報も全 pixelの空間的広がり（denseともいう）をもっている
ことが重要となる。
既存の active sensorなどによる距離情報の取得においては，RGB情報と結びついたシーン画像の全画素
での獲得が十分でないとき，その距離網羅性，また画素との統合性は低いとされる。この距離網羅性が低い
と，画像のテクスチャに依存する，移動体の安全移動のために必要な状況の把握が困難となる。一般の自然
風景からの撮影動画は，カメラも動く状況で，静止あるいは動く対象物を捉えており，この対象世界を 1つ
のアルゴリズムで処理することが前提となる。具体的には，自然風景の複雑なシーンからの動画のすべての
フレームのすべての画素について距離を与えるという困難な課題がある。関連研究として後述するように，
画像から距離情報抽出の研究は数多くある［1］が，近年，Deep Learning （DL）を用いた動画からの距離画
像の検出に，Google などが研究を活発化しており［2］，DLの最先端の研究テーマの 1つとなっている。DL

では unsupervised learningの手法を用いているが，現時点では全体システムが複雑であり，その完成度，
特に，動く対象物を含む動的シーンにおける 3D動画像の再構成はだれでもが利用可能な段階には至ってい
ないと思われる。本稿では，DLのような学習に基づく帰納的アルゴリズムではなく，学習を必要しない演
繹的アルゴリズムで，動画から 3D動画像を再構成する動的視差法（Motion-Parallax-Method）［3‒9］という
ものを紹介する。

2．動的視差法の前提となる動的視差の現象
筆者らは，日常的に観察される人間の視覚現象に依拠した動画像からの 3D画像の再構成する方法を提案

している［3‒9］。その視覚現象とは，古くから知られた動的視差（Motion Parallax） である［10］。これに基
づくと，DLのように学習を行う帰納的アルゴリズムではない，演繹的アルゴリズムへと導かれる。まず，
動的視差の現象を図 1で説明する。
この現象はステレオ・ビジョンの基礎ともなっている。ステレオ・ビジョンでは 2つの固定点での見え方

（画像）を取り出し，両画像間の画素や特徴の対応から，対応点のピクセルの差（視差）を計算し，これを
距離に変換している。ステレオ・ビジョンの場合，2つの画像間の距離（これをベースラインという）は遠
距離の対象物の距離推定には視差を大きく取る必要がある。その場合，2つの画像間の画素や特徴の対応が
困難となる。また，木や花など複雑なテクスチャをもつ対象物の各画像の pixel-wise な距離推定や，遠距離，
近距離対象物への同時推定，動いている対象物への距離測定のなどの対応も必要である。図 1で示した現象
をモデル化し，動的視差を optical flow［11］で抽出し，それを距離に変換する方式としたものが筆者らの「動
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的視差法」［3‒9］である。

3．関 連 研 究
本稿で述べる手法は画像に基づく 3次元復元の分野に属する．画像からの 3次元復元の手法はこれまで数
多く提案されている［1, 12‒14］。ここでは本稿の提案手法と概念的に異なることが分かる程度に，簡単に既
存の提案手法について触れる。まず，Shape from Xと表現されている手法群がある。ここで Xには，
shading，motion，silhouetteなどが入る。Shape from shadingでは複数の光源による物体への照射データか
ら物体表面の点での法線ベクトルを推定している。Shape from motionの 1つには，Factorization手法があ
る。これは，カメラの位置姿勢と空間点の復元を行うものであるが，動画像（motion image）における特徴
点のフレーム間対応によって trackingしたデータに SVD（singular value decomposition）を適用している。
ここではノイズと特徴の誤対応が問題となる。Shape from motionには，Stereo visionを使う方法もある。
Stereo vision自体，それは基本的に 2つの静止画への適用であるが，動画像から視点を変えて得られる多数
の静止画像の対の stereo vision の結果を統合することが試みられている。Motion parallaxの時空間の 3次元
データから線分特徴などを取り出し，stereo visionと類似した方法を組み合わせた試みなどもある［15, 16］。
Shape from silhouetteでは，複数の視点から見える物体の silhouette像を用いて，visual hull をベースに 3

次元空間点に存在する物体の要素を 3次元の voxelで埋め尽くしている。また最近は，Deep learningを用
いた研究が盛んになっている。Google の研究［2］では，単眼カメラの動画を対象とし，予測学習により教師
なしデータを扱えるようにしている。動くオブジェクトと動かないオブジェクトを分解する（segmentation）
ことも導入されている。さらに幾何的な演算で推移を構成しているが，全体構成は多くのモジュールからな
り複雑なアルゴリズムとなっている。DLで教師なしの動画データでの 3次元復元を行うのは，［17］などで
も提案されている。いずれにせよ，DLによる 3次元物体の再構成手法は研究段階であるとみえる。

4． 動的視差法のアルゴリズム
図 1で明らかなように動的視差はそれが大きいほどカメラから物体の表面までの距離が近くなる。そこ

で，まず，この動的視差をよく知られた optical flow［11］によって抽出する。このとき，optical flowは，
RGB画像を明暗画像に変換し，tと t－1の 2つの時刻の明暗画像を用いて各画素において得るものとする。
このとき各画素で得られる，optical flowは 2次元のベクトルであるが，その絶対値をとると各フレーム画
像はスカラーの 2次元場となる。各画素におけるこのスカラーの値を qと表現する。次に，qに対応するカ

図 1　 動的視差（Motion Parallax ）の現象［10］：観察者が動くとき，シーンで
遠いものはゆっくり動き，近いものは早く動くことが観察される。
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メラからの距離を z（q） と表現するとき，この 2者の関係を表す幾何モデルとして図 2を考える。幾何モデ
ルは，動的視差の現象をモデル化したものである。qと z（q） の微小変動 ∆qと ∆ z（q） を考えたとき，以下の
関係式が導かれる。
 z（q0）：q0＝z（q0）－∆ z（q0）：z（q0）＋∆q，
 q0（z（q0）－∆ z（q0））＝z（q0）（z（q0）＋∆q），

 
∆ z（q0）
z（q0）

＝－ 1
q0

∆q，logz（q0）＝－
1
q0

q＋c， （1）

 z（q0）＝e－
1
q0

q＋c＝aebq，a＝ec，b＝－ 1
q0

.

式（1） の関係式から，
 z（q0）＝z（q：q0）＝aebq  （2） 
が成立する。ここで，z（q：q0） の値域の変動範囲を事前に，先験的に
 ZN z（q：q0） ZL （3）                                
と定めるとする。動画像の 1つのフレーム画像内の画素において得られた動的視差 qの最小値と最大値を，
m，g とする。動的視差の性質より mは ZLに対応し，g は ZNに対応するといえる。したがって，次の式が
成立する。 

 ZN＝aeγ，ZL＝aeμ. （4）
式（4） を a，bに関する連立方程式とみなして，これを解くと以下の関係式が得られる。

 a＝ZL

m
eg－m log

ZL

ZN，b＝ 1
m－g log

ZL

ZN
.  （5）

パラメータ a，bは事後的に定まり，したがって，パラメータ q0も事後的に q0＝－
1
b

 として定まる。ここ

で，事後的という意味は，式（3） において，m，g が動画の各フレームにおいて異なるためである。そこで，
この事後的ということをなくすため，optical flow 値の正規化を行うとする。すなわち，正規化とは，動画
の各フレームで定まる optical flow 値 qがそのフレーム画像において，値域 m q g をもつとき，予めその
値域を m0 q分 g 0と定めておき，得られた qを q分 に次式で変換すればよい。 

 q分＝
g 0－m0

g－m
q＋μ0. （6）

この正規化により，optical flow値がカメラを搭載する移動体の移動速度による変動を取り除くことがで
きる。4つのパラメータ，m0，g 0，ZN，ZL は事前に定められるので，パラメータ a，bも事前に定まり，距
離関数 z（q分：q0）＝aebq分 も事前に定まる。 ただ，この場合，距離値の範囲は事前に与えられているので，得ら
れる距離は相対距離を表すことになる。絶対物理距離を計算するには別途「基準距離画像」という一種の

図 2　動的視差法の幾何モデル
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calibrationを考えねばならない［18］。これについてはここでは触れない。 

次に，動的視差法の処理段階を示す画像を図 3に示す。

図 3‒（a） は，ドローン搭載カメラで交差点において上空から交差点を歩く人物群を対象にした撮影動画の
1フレーム画像である。人物群のそれぞれの人物は任意の方向に移動している。カメラの移動方向も任意で
ある。図 3‒（b） は図 3‒（a） の動画の 1フレームとその 1フレーム前の画像で計算される pixel-wise の optical 

flow のベクトルである。図 3‒（b） で，すべての pixelの optical flowベクトルは見えにくくなるため表示さ
れていない。動的視差法で使われるのは optical flowのベクトルの絶対値である。図 3‒（c） は，図 3‒（a） の
画像を既存のmean-shift algorithm［11］で領域分割したものである。図 3‒（d） は， 図 3‒（c） の領域ごとに，そ
れに含まれる画素の optical flow 値の平均値を用いて，動的視差法の距離関数でカメラからの距離を計算し，
その距離値 Dと道路にあたる最大距離値との差分をとり，その値を域ごとに赤い棒で表示したものである。
通常はこのような赤い棒で距離表示にすることはなく，すべての画素を RGB-Dで表示する。図 3‒（d） にお
いて，一部，距離値がとれていない人物があるが，これは領域分割がうまくなされていないためである。領
域分割を行わなくて，すべての画素で optical flow が計算されるので，それから距離計算を行えばこのよう
な距離値がとれていない人物領域が生じることはない。ここでは分かりやすくするために，mean-shiftによ
る領域分割を行ったあとに，距離を計算している。一般に，任意の画像についても mean-shiftによる前処理
としての領域分割を行うかは自明ではないが，mean-shiftの領域分割は類似 texture の領域を抽出するので，
mean-shiftを用いるとよりスムースな距離画像が得られるといえる。

5．いくつかの移動体による 3D 画像の例
ここでは，動的視差法による単一 3D画像の再構成の例を示す。動的視差法では移動体によって撮影され

る動画を用いるので，再構成されるものは 3D動画像である。しかし，3D動画像ではなく，その指定した

（a）

（b） （d）
図 3　動的視差法における処理段階を示す 4つの画像

（c）
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時刻の 3D動画の単一フレームである 3D画像を用いることもできる。図 4では，移動体を人物として，手
にカメラをもって動画をとったときのある時刻における RGB画像（図 4‒（a））で示し，この画像に対応し
た 3D画像を 3D　viewerで見たときの 1 shot を（図 4‒（b））に示している。

図 5は，移動体をドローンとし，その搭載カメラによって動画像を取得し，これも同様に指定した時刻の
フレームにおける 3D画像を示している。図 5の対象風景はカメラから遠距離にある風景である。動的視差
法は，近距離であっても遠距離の風景であっても区別なく 3D画像が再構成できる。また，室内，室外の区
別はない。このとき，その単一 3D画像は Unityなどを使った　3D viewerで視点を変えてみることになる。
また，3D画像群を stitching処理（貼り合わせ処理）［11］を行い，広域の 3次元地図をつくることもできる。

6．車載単眼カメラからの 3 次元動画の再構成
6‒1　移動体を車とする場合の例
移動体を車とする場合，シーンの 3D動画像の再構成は車の自動運転の技術とつながるといえる。「まえ
がき」にも述べたように，3D動画像は視覚的距離の網羅性の高いものであり，動画の識別が，従来の RGB

に基づく識別ではなく pixel-wiseに RGBと距離が統合したものを使うアルゴリズムでなされる。また，
pixel-wiseの動き情報も併用し，自動運転の後段の処理につなげることができる。本稿では動画の識別につ
いては触れない。

（a） （b）
図 4　人間を移動体として，花や木を対象物として撮影した動画の 1フレーム画像（図 4‒（a））である。そのフレームと
その 1時刻前のフレーム画像の 2枚の画像から再構成された 1枚の 3D画像を 3D viewerでみたものである（図 4‒（b））。

図 5　ドローンを移動体として，大学公園風景を対象物として撮影した動画の 1フレーム画像を図 5‒（a） に示す。
そのフレームとその 1時刻前のフレームの 2枚の画像から再構成された 1枚の 3D画像を 3D viewerでみるとき
のスナップ画像を図 5‒（b） に示す。

（a） （b）
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図 6で模式的に示すように，動的視差法が車載カメラからの動画から 3D動画像の再構成するものは，動
画中で pixel-wiseに，1） 動くカメラから静止物までの距離， 2） 動くカメラから動く対象物までの距離， 3） 静
止カメラから動く対象物までの距離，の 3種類である。動的視差方はこれらの距離抽出を 1つのアルゴリズ
ムで行うものなっている。
さて，動的視差法を動画であるビデオを車載カメラから撮影し，これを 3D動画像として動くシーンの再

構成を考える。これは，ドローン搭載の単眼カメラで取得される動画からのシーンの 3次元動画像の再構成
を行う場合と同様である。異なるところがあるとすれば，車載カメラからの動画の 3D動画像の再構成では，
本稿では述べないが calibration［18］を行う。この calibration処理を適用する前の上述の動的視差法はシーン
の相対的距離の 3D動画を再構成する。実際に得たいものはシーンのより正確な物理距離である。そのため
に，calibration では，カメラの道路から高さと，仮想物と呼ばれるものを設定する［18］。仮想物には，車載
カメラの場合，仮想道路，道路の両側の仮想壁，道路の正面の仮想壁などがある。ドローンからの動画の場
合は，仮想道路は仮想地面として設定すればよい。このとき，車載カメラの場合，calibrationの 1つのパラ
メータとしてカメラの道路からの高さを指定するが，ドローンの場合はそれを地表からの高さとして設定す
ればよい。このドローンの地表からの高さが高度計で測定できない場合は，想定される地表からの高さの値
を用いればよい。ドローンの場合，車載カメラの場合の仮想正面壁の設定に相当するものとして，ドローン
の進行方向に現地点から最大の遠方距離に仮想壁の存在を仮定すればよい。

図 7‒（a） は，車載カメラの動画像中の 1つのフレーム画像であり，図 7‒（b） はそのフレーム画像に対応
した距離画像である。2つの画像では全ピクセルが対応している。再構成される 3D動画像はカメラ撮影の
動画に時間と全 pixel について対応している。ここで用いている動画は Youtubeから取得したものである
が［19］，この動画は極めて混雑した市街地において車載カメラから撮影されたものである。この 3D動画像
では自車のカメラから，先行車や自車を追い越す車，対向車や，歩行者，自転車などまでの距離が pixel-

wiseに良好に検出されている。距離検出精度については後に触れる。
動的視差法は動いている移動体に搭載されたカメラによる動画像を用いることを前提にしている。これは

動的視差法が図 1に示した動的視差の現象に基づいているためである。この前提は，ステレオ・ビジョンが
通常は 2つのカメラも，また対象物が静止していることを前提にしていることと対照的である。したがっ
て，動的視差法が，カメラの搭載している移動体が動いていない場合にどのような距離検出をするかは重要
なことである。これを議論する。
車が横断歩道などで停止している場合，カメラの撮影する静止対象物について，双方が静止している状態

になる。このとき，静止対象物に属する画素には optical flowが発生せず，その値はゼロである。このとき
の検出距離は予め決められた距離区間の最大距離値をとる。この最大距離は通常大きな値となるため，距離
画像の明暗画像では黒く表示されることになる。図 8‒（b） で空などに対応する部分が黒い表示となってい

図 6　車載カメラの各画素が検出する距離の対象物
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るのはその状況を示す。車が動いていても空などに属する画素点は極めて遠方にあるので，optical flowは
ほぼゼロとなり，同様に距離の明暗画像では黒く表示される。しかし，車の場合，車が停止してもエンジン
を完全に停止しない場合，エンジンの振動によりカメラがぶれることにより，建物や木などの比較的近いも
のはその振動によるカメラの動きにより，optical flowが発生し，これによってカメラからの距離が計算さ
れる。この距離計算においては小さな optical flow値の発生であっても，正規化処理によって，十分な値が
とられることになる。エンジンが完全に停止している場合，いかなるシーンの静止物に属する画素には
optical flowが発生しないので，そこの画素は最大距離を出力する。一方，カメラの前方で動く歩行者，自
転車，道路を横断する車などは，それらが動くことで，optical flowの発生が十分あり，意味をもつ距離が
計算される。移動体が人間である場合，保持しているカメラを意識的に動かさなくても，手ブレによるカメ
ラの動きによって optical flowが発生し，それによって距離が計算されるが，これと類似のことが停止した
車によるエンジンの振動によって生じるといえる。
6‒2　距離検出の精度

3D動画像を評価は，その検出している距離の精度によって行われる。現在用いている動画は Youtubeか
ら取得したもので［19］，距離値についての ground truthのデータはない。それで，現在は heuristicに，す
なわち定性的な検出距離の精度を評価するに留めている。特に，道路や建物，先行車，対向車，追い抜きの
車，歩行者や自転車などの混在するシーンにおける距離の ground truthの作成は困難であるが，提案の動
的視差法はこれらの複数の動的対象物が混在するシーンでの評価が重要であると考えている。より距離の正

図 7　車載カメラにおけるビデオ画像中の 1つのフレームの RGB画像（図 7‒（a））と，その画面に
対応する全画素の距離画像（図 7‒（b））を示す（明るいほど車載カメラに近いことを示している）。
2つの画像間では，全ピクセルが対応している。

（a） （b）

図 8　移動体である車が停止した場合の動画の 1フレーム画像（図 8‒（a）） とその 1フレーム前の
画像によって得られる距離画像の 1フレーム画像（図 8‒（b）） を示す。

（a） （b）
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確さを得るためのアルゴリズムの改良を現在進めている。現在は自車の全面 1 m以内の程度の距離から 100 

m以上の距離までを距離の dynamic rangeとしているが，走行する車の近距離における車や歩行者などに制
約された画像領域における距離精度の向上などに意味があると考えている。

図 9‒（a） の 6つのサンプル点（赤の小さな点で示している）はそのサンプル点で抽出される距離値を示
している。このサンプル点の中で，直感と異なるところは「横断歩道」が 462.8 ［cm］となっているところ
である。この値は他の 5つのサンプル点の距離値と比較すると，実際より近い距離値を示しているように見
える。このように現在ではまだ不自然な距離値を示すところが皆無ではなく，補正の処理アルゴリズム［17］
を必要としているといえる。また，画面右方の対向車の距離は実際よりカメラに近い距離値を検出する。こ
れは前方に進行する自車の速度と対向車の手前にくる速度は加算され，これにより optical flow がより大き
な値を発生するためである。この影響は高速の対向車でもないかきり，大きく影響しないが，このような効
果が存在することは注意する必要がある。一方，前方にある先行車については，速度の方向が自車と同一方
向であることによる optical flowの大きさの減少があることも考慮する必要がある。
一方で，厳密な精度を要求されない応用もありえる。例えば，3D動画の配信サービスや，ARなどの 3D

データ空間の作成など，実際の利用において人が許容できる誤差の範囲があり，その状況では現在の精度で
も実用に供することができる。

6‒3　3D 地図作成について
この 3D動画像を使っての 3次元地図の作成も重要な応用である。現在でも Lidarを使っての 3D地図は

つくられている，その多くは上空からみた 3次元地図である。道路を走行するときにみえる道路の左右の商
店街や前方シーンに見える信号や看板をも示す 3D地図ではない。動的視差法では，道路前方シーンと道路
側面の商店街などの 3次元表現を含む 3次元地図の作成も可能となる。3D動画のフレーム間で，建物など
の静止物までの距離から自車の移動距離を計算し，その移動した位置に，フレーム距離画像について，
RGB画像をまず射影変換し，同時にすべての pixelのカメラから距離値 Dについて，Dsin qと変換する。
このとき，qはカメラ面に垂直の前方方向と仮想光源［4］がカメラ画像の pixelを通る光線のなす角である。
これらの変換後に，RGB-Dの 3D画像をつなぎ合わせる stitching処理を行うことで上記の 3次元地図が作
成できる。通常の 2つの画像の stitching処理［11］は RGB画像に限定されているので，これに距離情報 D

を加えての 4次元のパラメータをもつ stitching処理を必要とする。また，ドローンの飛行については，3D

動画像から飛行可能な 3次元空間を実時間で構成する利用法がある。

図 9　車載カメラからの動画像の 1つのフレーム画像の 6つのサンプル pixel の位置を赤の四角で示し，
この 6つのサンプル pixel において検出されたカメラからの距離を cm 単位で示す（図 9‒（a））。図 9‒（a） 
の 6つのサンプル点におけるカメラからの距離値は，図 9‒（a） の画像のすべての pixel において検出さ
れた距離値の明暗画像表示である図 9‒（b） の赤い四角のサンプル点のものである。

（a） （b）
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7．アルゴリズムの実装
単眼カメラの動画像を対象にする動的視差法は，PC内部で動くソフトウエアのみで実装される。動画の
サイズを 940×540 （pixel）とするとき，必要なメモリーは 150 M であり，計算時間は　1.7 s/frame である。
ここで計算時間の 50％以上は前処理である mean-shift計算に要している。ビデオレートの実時間処理とす
るには，FPGA を用いる，Nvidea などの高速処理装置を用いる，全体の画像サイズの小さくする，対象画
像領域を限定する，フレーム間隔を間引くなどの扱いが必要となる。

8．お わ り に
本稿では，人物，車，ドローンなどの移動体に搭載した単一カメラの動画から 3次元の動画を再構成する
手法「動的視差法」の提案とその実験結果を示した。従来研究では，DLのような帰納的手法で研究が試み
られているが，提案手法は演繹的手法であり，いかなる学習処理を必要としないものである。提案手法のア
ルゴリズムは，本稿で示したように極めて簡単であり，その実装も容易である。現在，距離推定の精度の向
上を鋭意進めており，その利用範囲の広がりを期待している。

謝辞　動的視差法の実装において，会津大学生の影山琢馬君には貢献を頂きました。深謝します。
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