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1 1 日目―実験目的 

今回は「受動的ステレオの実践」として, ブロックマッチングによって視差を測る原

理を学習するとともに, 実際にプログラミングを実行した. そして, 変数の値を変更し

たりしてより良い測定方法を考察する. 

 

2 1 日目―事前知識 

今回の実験では, [1]Middlebury Stereo Vision Page に掲載されているデータセットを

用いて実験を行った. データセットには右画像と左画像, 視差画像が含まれており, 今

回は 2005 Datasets を用いて実験を行った. このデータセットの各パラメータは, 焦点

距離は3,740 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠, 基線の長さは160𝑚𝑚となっている. 

また, 画素[𝑖, 𝑗]の視差𝑑 = 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦[𝑖, 𝑗]から3次元座標(𝑋, 𝑌, 𝑍)の深さ𝑍を計算する式

は,  

 𝑍 =
 𝑏×𝑓

𝑑+𝑑𝑜𝑓𝑓𝑠
 

ここで,  𝑏は基線の長さ（𝑏𝑎𝑠𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒）[𝑚𝑚], 𝑓は焦点距離（𝑓𝑜𝑐𝑎𝑙_𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ）[𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠], 𝑑

は視差の値（𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑦_𝑣𝑙𝑢𝑒）[𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠], 𝑑𝑜𝑓𝑓𝑠は主点の差[𝑚𝑚]を表している. 

次に, ブロックマッチングとは, 最も似ているブロックとの視差を求めるというも

のである. ブロックマッチングで用いる情報は, 左右の白黒画像, 比較単位であるブロ

ックの幅と高さ, 比較する距離の最大値の 3 つである. これらの情報を用いて, 求めた

ブロックの視差が小さかったら近くにある, 大きかったら遠くにあると判定できる. 

今回の画像では, 視差が大きいほど明るく表示されるようになっている. 

また, ブロックマッチング[2][3]によって作成された視差画像を表示するためのコー

ド𝑝𝑙𝑡. 𝑖𝑚𝑠ℎ𝑜𝑤の第 3 引数と第 4 引数はそれぞれ最大視差と最小視差を表しており, 視

差の範囲は, 2 つのカメラ間の距離（今回の場合は右画像が撮られた位置と左画像が撮

られた位置の距離）と, カメラと対象オブジェクト間の距離によって異なる. カメラと

カメラの間隔が広い, またはオブジェクトとカメラが接近している場合には, 第 4引数

𝑣𝑚𝑎𝑥, つまり𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠の値を大きくする.  

今回用いたブロックマッチング以外にも視差を推定する方法がある. その一つとし

て「勾配方式[4]」というものがある. この方式では, 動きと画像の明るさを関連づけて

小さな視差の判定を行う.  

加えて, 今回は OpenCV[5]も用いている. OpenCV とは, 正式名称で「Open Source 

Computer Vision Library」といい, 画像処理・画像解析および機械学習などの機能を持

つオープンソースのライブラリである . ソースコード内では 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑐𝑣2により

OpenCV をインポートしている. 
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3 1 日目―実験方法 

今回の実験では, 受動ステレオの実践として Middlebury Stereo Datasets から左画

像（図 1）と右画像（図 2）の例を取得してブロックマッチングで視差を測定する. ブ

ロックマッチングを行う際, OpenCVの StereoBM を用いたものと用いずに for 文など

を使って表したものとで実行をした.  

 

4 1 日目―実験結果 

まずは, StereoBMを用いてブロックマッチングを行う際に, 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘の値を変えること

によって視差の推定結果がどのように変わるかを実験した（図 3）. ここにおける𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘

は, アルゴリズムによって比較されるブロックの線形サイズを表している. 

今回は初期値の𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 = 15に加えて, 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘の値を小さくしたものと大きくしたものを

実行した. このとき𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘を扱う上での注意点としては, ブロックが現在のセルの中央

に来るため, 必ず値は奇数でなければならない. 

  

図 3 StereoBMによる block の値と視差の推定結果の関係性 

図 1 左画像 図 2 右画像 

𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 = 5, 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 = 64 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 = 15, 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 = 64 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 = 35, 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 = 64 
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また, 測定した視差が真値と比べてどのくらいずれているかも計測を行った（図 4）. 

誤差と認識されている部分は一番右の画像(Error)に白く表示されている. 

図 5 は, StereoBM を使用せずに画素毎の処理を for 文で実装してブロックマッチン

グを行って得られた視差画像である. ここでは, 初期値の𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 = 15に加えて𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 =

5の場合も実行した.  

  

図 4 得られた視差画像(Estimated)と真値(Ground truth)との比較 

図 5 StereoBMを用いずに実行して得られた視差画像 

𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 = 15, 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 = 64 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 = 5, 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑎𝑟𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠 = 64 
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5 1 日目―考察 

StereoBM を用いたブロックマッチングでは, 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘の値が小さいものほど輪郭がは

っきりしており, 大きいものはかなりぼやけているということが分かった. また, ブロ

ックサイズが大きくなると滑らかになるが, 正確な視差マップではなくなり, ブロッ

クサイズが小さければより正確な視差マップになるが, アルゴリズムが誤った対応を

とる機会も高くなってしまうという側面がある. 実験で得られた三枚の画像は上記の

特徴をよく表したものになっていると考えられる.  

また, 図 3 より, 得られた視差画像と真値とを比較すると, 物体の左側を中心に誤差

が生じていることが分かると思う. これは, ブロックマッチングを行う際に, 左画像を

基準としているため左側に誤差が集中していると考えられる. よって, 得られた視差

画像には, 右画像に含まれていない画像の左側の領域に関して, 誤差として黒く塗り

つぶされていることが分かる. 

StereoBMを用いずにブロックマッチングを行ったときは, OpenCV の関数を使用し

たときと同様に, 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘の値が小さいほど輪郭が鮮明になっている. ここで注目したい

点としては, 図 5 の𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘 = 5の画像ではところどころが正常に表示されていないこと

が分かると思う. この原因としては, 𝑠𝑠𝑑[𝑑] = 𝑛𝑢𝑚𝑝𝑦. 𝑠𝑢𝑚((𝑙[: , : ] − 𝑟[: , : ]) ∗∗ 2)とい

う処理で値を 2 乗しているため, 誤差として認識されていた場所の値も 2 乗されてし

まっていることにある. このソースコードでは for文を用いて画素毎に処理を行ってい

るためOpenCVの関数を用いた時よりも実行時間がかかってしまうが, 𝑏𝑙𝑜𝑐𝑘の値を小

さくすることで StereoBM に近い推定結果を達成することができた. 

今回用いた受動的ステレオでは「対応付け問題」というものが生じ, 右画像と左画像

の対応する点を見つけるのが難しかったり, 解像度が下がったりといった問題がある. 

実際に今回の実験では, 視差画像に誤差が生じていた. それに対し能動的ステレオ[6]は, 

一方のカメラをプロジェクタに置き換えて光を投影し, もう一方のカメラでその光の

パターンの像を計測することで, 対応付け問題を簡単にしているため, 今回の実験で

生じたような誤差はあまり起きなくなると考えられる. しかし, パターン光を投影し

ながら画像を取り込むため, 画像の取り込み回数が多く, 時間がかかるというデメリ

ットもある.  
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6 1 日目―参考文献 

[1] Middlebury Stereo Vision Page 

  https://vision.middlebury.edu/stereo/ 

  (2021/6/4 アクセス) 

[2] Chris McCormick, Stereo Vision Tutorial – PartⅠ 

http://mccormickml.com/2014/01/10/stereo-vision-tutorial-part-i/ 

(2021/6/4 アクセス) 

   [3] Depth Map from Stereo Images 

https://docs.opencv.org/4.1.2/dd/d53/tutorial_py_depthmap.html 

(2021/6/4 アクセス) 

    [4] Stereo Matching: an Overview-p18 

http://www.diegm.uniud.it/fusiello/teaching/mvg/stereo.pdf 

(2021/6/4 アクセス) 

[5]第 1 回 OpenCV とは？最新 3.0 の新機能概要とモジュール構成 

   https://www.atmarkit.co.jp/ait/spv/1507/27/news154.html 

(2021/6/4 アクセス) 

    [6]画像情報処理-p6～p7 

       https://vislab.jp/hiura/lec/iip/3d2017.pdf 

(2021/6/5 アクセス) 

 

 

  

https://vision.middlebury.edu/stereo/
http://mccormickml.com/2014/01/10/stereo-vision-tutorial-part-i/
https://docs.opencv.org/4.1.2/dd/d53/tutorial_py_depthmap.html
http://www.diegm.uniud.it/fusiello/teaching/mvg/stereo.pdf
https://www.atmarkit.co.jp/ait/spv/1507/27/news154.html
https://vislab.jp/hiura/lec/iip/3d2017.pdf
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7 2 日目―実験目的 

今回の実験では透視変換, 逆透視変換の原理を用いてプログラムに実装し，計測対象

について 3 次元の直交座標で表現した点群（ポイントクラウド）を作成する．そのデー

タを用いて, 実際の計測対象の大きさとシミュレーションによって得られた大きさを

比較し，正確度や精度を調べ，誤差の原因などを考察する． 

 

8 2 日目―事前知識 

8.1 深度画像 

深度画像は奥行きを記録した画像である. 通常の画像が輝度を記録しているの

に対し, 深度画像は色の明暗によって深度を記録している.  

8.2 逆透視変換 

 

図 6 透視投影モデル[1]. 𝑶をカメラの中心とし, 𝒇は焦点距離, (𝑿, 𝒀, 𝒁)は 

3 次元空間の点 P の座標, (𝒖, 𝒗)は画像平面における点 pの座標を表している.  

 

逆透視変換とは, 図 6 に示してある𝑓, (𝑢, 𝑣), 𝑍がデータとして与えられたとき, 

3 次元空間の点の座標を表す(𝑋, 𝑌, 𝑍)を求めるための計算手法のことである. それ

ぞれの値は,  

  (𝑋, 𝑌) = (
𝑢𝑍

𝑓
,

𝑣𝑍

𝑓
) ⋯ ① 

 により求められる.  

8.3 RealSense 

実験には RealSence[2]を用いる. RealSence は Intel によって開発された深度計測

が可能なカメラであり, 3 次元空間の物体の形状を計測する機能を備えている. 今

回の実験ではポイントクラウドを作成する際に必要となる.  
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9 2 日目―実験方法 

9.1 逆透視変換による 3次元復元 

RealSence によりカラー画像（図 7）と深度画像を取得して表示・保存をする. 

そのデータを用いて各画素に座標(𝑢, 𝑣)を設定し, 8.2-①に基づいて逆透視変換に

よりポイントクラウドを作成し, 画面に表示することで可視化する.  

今回は plotly[3]を用いてポイントクラウドを作成している. plotly はデータ可視

化のプラットフォームであり, 今回のような 3次元のグラフも作成することがで

きる. 描画したグラフ上にカーソルを合わせることで, 数値を表示させたり, 拡

大・縮小ができたりする点が特徴的である. 特に, plotly Graphing Libraries[4]は

Python や R, JavaScript 向けのオープンソースグラフ作成ライブラリであり, 機

械学習や統計の際に用いるグラフを作成するためのソースコードがまとめられ

ている.  

また, 本実験でのソースコードには plotly.graph_objects.Scatter3d[5]という関

数を用いている. 今回のサンプルコードでは, は 3次元空間上で散布図を作成し, 

可視化するために用いられている. 引数によってさまざまな指定が可能であり, 

今回は modeという引数により散布図に用いているマーカーに色を付けている.  

私たちの班では追加実験として, 透明な水筒を置いた際に深度画像やポイン

トクラウドがどのようになるか実験した. RealSence は受動的ステレオにより深

度画像を計測しているため, 透明な水筒はレーザーを貫通してしまい, 逆透視変

換が不可能な点として表示されるのではないかと考え, 実際に実験を行った. 

  

図 7 実験に用いたカラー画像 
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9.2 ポイントクラウドを用いた多面体の計測 

 RealSenceにより多面体を撮影し, カラー画像（図 9）と深度画像を取得して表

示・保存をする. その後, 9.1と同様の手順でポイントクラウドを作成する. 作成

には 9.1と同様に plotlyを用いている.  

 

次に, 可視化されたポイントクラウドから多面体の頂点にポインタを合わせ

て 3次元座標(𝑋, 𝑌, 𝑍)を取得し（図 8）, 多面体の辺の長さを計測し, 真値（定規

で計測）から見た誤差, 正確度, 精度を計測する. 今回は正三角錐で計測を行い, 

5 辺でそれぞれ 3 回ずつ計測を行い, 正確度と精度を求めた. 別々の辺で計測し

た理由としては, 各辺はそれぞれ違う方向を向いているが同じ長さであるはず

なので, 正しく座標を取得できているか評価するための対照実験として行って

いる. 実験に用いた画像での正三角錐は, この辺の長さを計測する対照実験を行

うためにこのような配置になっている. ここにおける真値は, 実際の正三角錐を

定規で計測して求めた. 最後に, 多面体から面を 2 つ選び, それぞれの面の単位

法線ベクトルとそのなす角の cosθ計測し, 真値からの誤差, 正確度, 精度を計

測する. この cosθの値も, 違う点を用いて 3 回計測を行った. ここにおける真

値は以下の計算により求められる.  

  

図 8 ポインタを端点に合わせる 

ことでポイントクラウド上での 

座標を取得 

図 9 実験に用いたカラー画像 

A 

C D 

B 
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 正三角錐の面をなす三角形のひとつの垂直二等分線の長さを𝑎とすると,  

  𝑎 = 1 × sin 60° =
√3

2
 

求める真値は, 図 10 の角θによって求められる𝑐𝑜𝑠𝜃の値と等しい（真値

はcos (180° − 𝜃)である）ので, 余弦定理より,  

 12 = (
√3

2
)

2

+ (
√3

2
)

2

− 2 ∙
√3

2
∙

√3

2
cos 𝜃           ∴ cos 𝜃 =

1

3
 

また, 単位法線を求めるための関数は以下のものを用いた.  

def tanihosen(P,Q): 

S=[P[1]*Q[2]-P[2]*Q[1],P[2]*Q[0]-P[0]*Q[2],P[0]*Q[1]-

P[1]*Q[0]] 

      L = (S[0]**2 + S[1]**2 + S[2]**2)**(1/2) 

      O = [S[0]/L,S[1]/L,S[2]/L] 

      return O 

P, Q は各点の 3 次元座標を格納するための配列として用いられている. この

関数によって求められた 2 本の単位法線のなす角θによって導かれる cosθの値

の求め方は以下の式を用いた.  

 cos = (vABC[0]*vABD[0])+(vABC[1]*vABD[1])+(vABC[2]*vABD[2]) 

vABC, vABD は面 ABC, ABD の単位法線を配列で表したものである（用いて

いる座標は図 9 参照）.  

また, ここにおける誤差とは真値と測定値の差の絶対値, 正確度は同じ条件下

での計測結果の誤差の平均, 精度は同じ条件下での計測結果の誤差の標準偏差

を表す. 

  

θ 

a 

図 10 各辺の長さが 1の正三角錐 

村上新
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10 2 日目―実験結果 

10.1 逆透視変換による 3次元復元 

 今回取得した画像のサイズは480 × 640[𝑚𝑚]で, 全画素数は307200[𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙], 深

度画像の画素値がゼロでない画素の数は14911[𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙]である. 

図 11 から, 今回の深度画像は遠くにあるものほど明るく表示されていることが分

かった. このデータを基に作成されたポイントクラウドが図 12, 13 であり, 深度

画像に対応して立体的にプロットされていることが分かった.  

 また, 追加実験の結果としては, 図 11 から, 水筒のロゴの部分は概ね正しく深

度を計測できているが, 透明な部分は逆透視変換が上手くできていないためか, 

深度が上手く測定できていないことがわかった. ポイントクラウド上でも, 図 13

から, 水筒の背後にあたる部分のプロットが, 深度を正しく測定できていないか

らか, 実際得られるであろうものと比べて誤った表示になっていることがわかっ

た.  

  

図 11 逆透視変換で得られた深度画像 

図 12 plotly によって作成された 

ポイントクラウド① 

図 13 plotlyによって作成された 

ポイントクラウド② 

村上新
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10.2 ポイントクラウドを用いた多面体の計測 

図 9 のカラー画像から得られた深度画像（図 14）を用いてポイントクラウド

（図 15）を作成した.  

次に, 正三角錐の 1 辺の長さの計測を, 各辺で 3回ずつ行った（測定値は付録

A を参照）. ここにおける真値は 138 ㎜である（実験における各点の呼称は図 9

に記載）.  

      表 1 正三角錐の辺の長さの, 計測結果の平均と真値から見た正確度・精度 

 

最後に, 多面体から面を 2つ選び, それぞれの面の単位法線ベクトルとそのな

す角を計測した. ここにおける真値は𝑐𝑜𝑠𝜃 =
1

3
である. 

      表 2 単位法線のなす角の cosθの値の, 真値からの誤差・正確度・精度 

 

  

平均結果 正確度 精度

辺AB 136.8447 1.155333 0.080101

辺AC 135.8003 2.199667 1.390166

辺BC 130.9883 7.011667 3.252523

辺BD 136.2357 2.058333 1.252651

辺AD 133.486 4.514 4.013741

cosθ 誤差 正確度 精度

1回目 0.2600 0.129

2回目 0.2361 0.1529

3回目 0.2917 0.0973

0.1264 0.022773

図 14 逆透視変換で得られた深度画像 図 15 plotly によって作成されたポイントクラウド 
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11 2 日目―考察 

今回の実験では逆透視変換ができない点が生じていた.  

考えられる原因としては, 一つ目にカメラからの距離が離れていたためというもの

がある. 実際に図 4, 8を見てみると, 元画像ではカメラから見て遠くに移っている領域

が暗く表示されているところがある. そのような箇所では正確に深度を求められてい

ないため逆透視変換ができていないと考えられる. 

もう一つ考えられるものとしては, カメラに取り込む際に生じた誤差によるもので

ある. 1 日目の実験で視差についての実験を行い, 画像処理を行う際に誤差が生じる可

能性があることが分かったが, 今回の実験でもカメラから画像を取り込む際に視差が

あるため, それが原因の誤差により正確に深度を求められず, 逆透視変換ができてい

ないということも考えられる.  

また, 追加実験で得られた結果から, 物体が透明であるなど, 受動的ステレオの仕組

み上正しく深度を測定できず, 逆透視変換ができない点があるということも想定され

る.  

 

 続いて, 今回 3.2, 4.2の実験で行った 3次元計測における長さの推定実験では誤差が

生じていた. 考えられる原因の一つとしては, カメラから物体までの距離である. カメ

ラから物体までの距離が遠いとポイントクラウドを作成した際にプロットされる点の

数が少なくなってしまうため, 今回の計測手法では計測に用いることができる点も少

なくなってしまう. そのため, よりカメラに近い位置に物体を設置することでさらに

正確な値を計測することができると考えられる.  

 これは単位法線ベクトルのなす角を求める実験の誤差を少なくするためにも言える

ことで, より多くの点を取得できれば実験の精度を向上させることができると考えら

れる. 
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12 2 日目―参考文献 

[1]情報工学実験Ⅲ・実験(a) 予習事項-図 1(a) 

 https://lacs.nagasaki-

u.ac.jp/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_622246_1

&course_id=_89099_1 

 (2021/6/14 アクセス) 

[2]インテル® RealSence™ テクノロジー 

 https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/architecture-and-

technology/realsense-overview.html 

 (2021/6/14 アクセス) 

[3]plotly 

 https://plotly.com/ 

 (2021/6/14 アクセス) 

[4] plotly Graphing Libraries 

 https://plotly.com/python/ 

 (2021/6/14 アクセス) 

[5] plotly Graphing Libraries- plotly.graph_objects.Scatter3d 

 https://plotly.com/python-api-

reference/generated/plotly.graph_objects.Scatter3d.html#plotly.graph_objects.Scatter3

d 

 (2021/6/14 アクセス) 

  

https://lacs.nagasaki-u.ac.jp/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_622246_1&course_id=_89099_1
https://lacs.nagasaki-u.ac.jp/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_622246_1&course_id=_89099_1
https://lacs.nagasaki-u.ac.jp/webapps/blackboard/execute/content/file?cmd=view&content_id=_622246_1&course_id=_89099_1
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/architecture-and-technology/realsense-overview.html
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/architecture-and-technology/realsense-overview.html
https://plotly.com/
https://plotly.com/python/
https://plotly.com/python-api-reference/generated/plotly.graph_objects.Scatter3d.html#plotly.graph_objects.Scatter3d
https://plotly.com/python-api-reference/generated/plotly.graph_objects.Scatter3d.html#plotly.graph_objects.Scatter3d
https://plotly.com/python-api-reference/generated/plotly.graph_objects.Scatter3d.html#plotly.graph_objects.Scatter3d
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13 3 日目―実験目的 

 今回の実験では前回の実験でも用いたポイントクラウドを利用し, 撮影した画像内

での最大面と 2 番目に大きい面を検出する. 面検出の仕組みや各パラメータの役割を

学習し, 検出の仕組みなどについて考察する.  

14 3 日目―事前知識 

14.1 平面と点の距離を求める公式 

「位置ベクトル𝒑𝟎, 𝒑𝟏, 𝒑𝟐の 3点を通る平面」と「位置ベクトル𝒑の点」の間の

距離𝑑を求める公式を作成する.  

公式を作成するにあたって, 図 16 のような三角錐を考える. このとき, 三角錐

の底面積𝑆と体積𝑉は位置ベクトルと内積, 外積を用いて次のように表される.  

  𝑆 =
1

2
|(𝒑𝟏 − 𝒑𝟎) × (𝒑𝟐 − 𝒑𝟎)| 

  𝑉 =
1

6
|(𝒑𝟏 − 𝒑𝟎) × (𝒑𝟐 − 𝒑𝟎) ∙ (𝒑 − 𝒑𝟎)| 

 以上のことから,  

   
1

3
𝑆𝑑 = 𝑉 

   𝑑 =
3𝑉

𝑆
=

|(𝒑𝟏−𝒑𝟎)×(𝒑𝟐−𝒑𝟎)∙(𝒑−𝒑𝟎)|

|(𝒑𝟏−𝒑𝟎)×(𝒑𝟐−𝒑𝟎)|
 

14.2 RANSAC 

RANSAC[1]は「Random Sample Consensus」の略称で, 1981 年に提案されたロ

バスト推定法[2]の1つである. 外れ値を除いてモデルを学習させたいときに利用す

る. 利用する際の手順は以下のようになる.  

 1.データをランダムにサンプリングする. 

 2.モデルを学習する. 

 3.全てのデータに対して誤差を計算する.  

 4.3 で求めた誤差から正常値と外れ値を決める. 

 5.正常値のみでモデルの性能を評価する. 

 6.規定回数に達したら終了. そうでなければ 1に戻る. 

  

𝑃 

𝑃2 𝑃0 

𝑃1 

図 16 三角錐𝑃-𝑃0𝑃1𝑃2 
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14.3 関数𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒 

今回の実験では , 𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒という関数を定義して利用している . 関数

𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒は RANSAC アルゴリズムを適用している. この関数では, 最初にあ

らかじめ求めている多数の点からランダムに 3 つの点を抽出し, それらから形成

される面の単位法線ベクトルを求める. その後, 求めた単位法線ベクトルを利用

し, 平面から各点までの距離を測定し, 関数の第 3引数である𝑡ℎを基準に平面に隣

接しているかどうかを判別する. 最後に, 今回求めた平面が今までの見積もりよ

りも優れているかどうかを確認する. この手順を関数の第 2 引数である𝑛_𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠の

値の分だけ実行し, 平面を検出する.  

 

15 3 日目―実験方法 

RealSence によりカラー画像（図 17, 18）と深度画像を取得して表示・保存をする. 

そのデータを用いて各画素に座標(𝑢, 𝑣)を設定し, 逆透視変換によりポイントクラウド

を作成し, 画面に表示することで可視化する. その後, 関数𝐷𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑃𝑙𝑎𝑛𝑒により最大の

平面を検出し, その平面に近い点を着色して表示する. その後, 最大面から近い点を除

いたポイントクラウドから, 同じような手順で 2番目に大きな平面も検出, 着色を行う.

正しい結果が得られれば, 画像①では最大面が机, 2 番目に大きな面が壁と検出され, 

画像②では最大面が机, 2番目に大きな面がパソコンと検出されると考えられる. また, 

プログラム内ではヒストグラムを求めているが, これは検出した面からの距離の絶対

値を表している. そのため, 正しい実験結果を得ることができたら一番左の値が飛び

ぬけて大きいグラフが表示されると考えらえられる.  

今回 2 種類の画像で実験を行っている理由としては, 正しく最大面検出ができてい

るかどうか確かめるために実験を 2回行っているためである. 画像①に関しては, 実行

回数𝑛_𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠の値を変化させることでどのような変化が起こるかも実験した.  

  

図 17  実験に用いたカラー画像① 図 18  実験に用いたカラー画像② 

村上新
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16 3 日目―実験結果 

図 2のカラー画像から得られた深度画像（図 19）を用いてポイントクラウド（図 20）

を作成した. これらのデータを用いて面検出実験を行った.  

図 21～24 は, 面検出実験によって得られたデータである. 各パラメータの値は初期

値と同じ𝑛_𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠 = 30, 𝑡ℎ = 5としている. 今回は, 最大面を机, 2 番目に大きな面を壁

として認識しており, 正しく検出できていることがわかった.  

  

図 19 画像①の深度画像 
図 20 画像①のポイントクラウド 

図 21 画像①最大面検出の 

ヒストグラム 
図 22 画像①最大面検出のポイントクラウド 

図 23 画像②2 番目面検出の 

ヒストグラム 

図 24 画像②2 番目面検出のポイントクラウド 

村上新
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続いて, 実行回数𝑛_𝑡𝑟𝑖𝑎𝑙𝑠の値を変化させる実験を行った. 図 25・26 から分かるよう

に実行回数が 1 回の時は, 最大面とは全く違う面を検出してしまっている. そのため, 

ヒストグラムも見当違いなものとなっている. 図 27・28 の, 実行回数が 100 回の時は, 

実行回数が 30 回の時と同じようなヒストグラムになり, 最大面も正しく計測できてい

る.  

また, 画像②についても面検出を行ったが, 最大面を机, 2 番目に大きな面をパソコ

ンと認識しており, 正しく検出ができていた.  

図 25 画像①最大面検出の 

ヒストグラム・実行回数 1 回 図 26 画像①最大面検出の 

ポイントクラウド・実行回数 1 回 

図 27 画像①最大面検出の 

ヒストグラム・実行回数 100 回 
図 28 画像①最大面検出の 

ポイントクラウド・実行回数 100 回 

図 29 画像②最大面と 2 番目に大きな面

を表したポイントクラウド.  

各パラメータは初期値と同じ 

村上新
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17 3 日目―考察 

今回の面検出において, 実行回数が少ないときに誤検出が確認された. 原因として

は, ランダムに 3 点選んでくる段階で最大面とは違うところから点を選んでしまって

いるということが考えられる. 実行回数が増えてくると, 最大面の領域には多くの点

が集まっており, ランダムに選んできたとしても最大面付近から 3 点が選ばれる可能

性が高まるので, 徐々に正しい面を検出できるようになると考えらえられる. 今回の

実験では実行回数が 30 回の時（図 22）と 100 回の時（図 28）では計測結果にあまり

違いがなかったので, 実行回数はそこまで多すぎる必要もなさそうである.  

また, 検出の誤りとしては「検出漏れ」というものも考えられる. 考えられる原因の

1 つとして, 正しい深度を計測できていないからというものがある. 写真上は同一平面

に見える部分でも適切な深度を計測できていないと, ポイントクラウドを作成する時

点で誤った地点にプロットしてしまい, 面からの距離の閾値を超えてしまうと検出漏

れとなってしまうというケースか考えられる.  

 

18 3 日目―参考文献 

[1]一目で分かる RANSAC-Qiita 

 https://qiita.com/kazetof/items/b3439d9258cc85ddf66b 

 (2021/6/21 アクセス) 

[2]ロバスト推定(robust estimation)-参考書庫 

 http://www.sanko-shoko.net/note.php?id=rc9y 

 (2021/6/21 アクセス) 

  

https://qiita.com/kazetof/items/b3439d9258cc85ddf66b
http://www.sanko-shoko.net/note.php?id=rc9y
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19 実験レポートの主な変更点 

19.1 1 日目 

⚫ 事前知識を追加 

⚫ 実験方法, 実験結果の内容を変更 

⚫ 考察の内容を追加 

⚫ 文章の校正 

19.2 2 日目 

⚫ 実験方法に追加実験の内容を追記, 計測に関する説明を詳しいものに修正 

⚫ 挿入画像の修正 

⚫ 法線ベクトルのなす角の真値の求め方を追加 

⚫ 実験結果に辺の長さの計測結果の表を追加 

⚫ 参考文献の修正 

⚫ 付録の内容の修正 

 

20 実験を通して 

今回の実験を通して, 取得した画像から 3 次元計測を行う仕組みを学ぶことができ

た. 以前から視差を利用することで物体との距離を測ることができるということは知

っていたが, それを応用した深度カメラであるRealSenceや, そのデータを用いてピン

とクラウドを作成できるプラットフォームである plotly など, 3 次元での距離を測定す

る仕組みを応用するための技術に触れることができたのも, この実験を通して得られ

たことの 1 つだと思う.  

また, 実験内ではグループのメンバーと協力して作業を進めることができた. 私は

主に実験で得られたデータをまとめることを担当した. 実験で得られたデータを Excel

にまとめて真値からの誤差を求めるなど, プログラム外でのデータまとめを行った. 

また, 実験では 1 台のパソコンに RealSence などの機器を接続して実験を行ったため, 

レポートを作成するために必要なデータをまとめておく必要があったため, そのデー

タ整理も行った. それぞれが役割を持つことで, スムーズに作業を進めることができ, 

時には実験内容についての考察を持ち寄ることで, 実験内容を理解することができた

と思う.  
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 付録 1 正三角錐の辺の長さの計測結果 

単位 : mm

x y z 結果 誤差

頂点A -23.206 12.669 584

頂点B -34.808 -106.742 518

頂点A -23.205 12.668 584

頂点B -32.297 -106.741 518

頂点A -26.979 11.725 584

頂点B -34.740 -107.370 517

x y z 結果 誤差

頂点A -23.206 12.669 584

頂点C 51.310 -95.403 618

頂点A -23.205 12.668 584

頂点C 50.895 -99.583 613

頂点A -26.979 11.725 584

頂点C 48.550 -92.857 621

x y z 結果 誤差

頂点B -34.808 -106.742 518

頂点C 51.310 -95.403 618

頂点B -32.297 -106.741 518

頂点C 50.895 -99.583 613

頂点B -34.740 -107.370 517

頂点C 48.550 -92.857 621

x y z 結果 誤差

頂点B -34.808 -106.742 518

頂点D -87.732 -90.812 642

頂点B -32.297 -106.741 518

頂点D -89.946 -91.992 643

頂点B -34.740 -107.370 517

頂点D -85.391 -87.428 640

x y z 結果 誤差

頂点A -23.206 12.669 584

頂点D -87.732 -90.812 642

頂点A -23.205 12.668 584

頂点D -89.946 -91.992 643

頂点A -26.979 11.725 584

頂点D -85.391 -87.428 640

辺AB

136.9291回目

2回目

3回目

136.737

136.868

1.071

1.263

1.132

辺AC

1回目 135.603 2.397

2回目 126.479

3回目 134.029

2回目 137.593

3回目 134.205

辺BC

1回目 132.457

10.019

辺BD

2回目 137.437

3回目 127.981

135.7591回目

2回目 138.441

3回目 134.507

辺AD

1回目 135.040

3.795

5.543

11.521

3.971

0.407

2.241

0.441

3.493

2.96

0.563
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