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未来へつなぐ デジタルシリーズ 　刊行にあたって

デジタルという響きも，皆さんの生活の中で当たり前のように使われる世の中となりました．

20世紀後半からの科学・技術の進歩は，急速に進んでおりまだまだ収束を迎えることなく，日々

加速しています．そのようなこれからの 21世紀の科学・技術は，ますます少子高齢化へ向か

う社会の変化と地球環境の変化にどう向き合うかが問われています．このような新世紀をより

良く生きるためには，20世紀までの読み書き（国語），そろばん（算数）に加えて「デジタル」

（情報）に関する基礎と教養が本質的に大切となります．さらには，いかにして人と自然が「共

生」するかにむけた，新しい科学・技術のパラダイムを創生することも重要な鍵の 1つとなる

ことでしょう．そのために，これからますますデジタル化していく社会を支える未来の人材で

ある若い読者に向けて，その基本となるデジタル社会に関連する新たな教科書の創設を目指し

て本シリーズを企画しました．

本シリーズでは, デジタル社会において必要となるテーマが幅広く用意されています．読者

はこのシリーズを通して，現代における科学・技術・社会の構造が見えてくるでしょう．また，

実際に講義を担当している複数の大学教員による豊富な経験と深い討論に基づいた，いわば“み

んなの知恵”を随所に散りばめた「日本一の教科書」の創生を目指しています．読者はそうし

た深い洞察と経験が盛り込まれたこの「新しい教科書」を読み進めるうちに，自然とこれから

社会で自分が何をすればよいのかが身に付くことでしょう．さらに，そういった現場を熟知し

ている複数の大学教員の知識と経験に触れることで，読者の皆さんの視野が広がり，応用への

高い展開力もきっと身に付くことでしょう．

本シリーズを教員の皆さまが，高専，学部や大学院の講義を行う際に活用して頂くことを期

待し, 祈念しております．また読者諸賢が，本シリーズの想いや得られた知識を後輩へとつな

ぎ，元気な日本へ向けそれを自らの課題に活かして頂ければ，関係者一同にとって望外の喜び

です．最後に，本シリーズ刊行にあたっては，編集委員・編集協力委員, 監修者の想いや様々

な注文に応えてくださり，素晴らしい原稿を短期間にまとめていただいた執筆者の皆さま方に,

この場をお借りし篤くお礼を申し上げます．また, 本シリーズの出版に際しては，遅筆な著者

を励まし辛抱強く支援していただいた共立出版のご協力に深く感謝いたします．

「未来を共に創っていきましょう．」

編集委員会

白鳥則郎

水野忠則

高橋 　修

岡田謙一
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はじめに

コンピュータビジョンとは，「コンピュータ」による「視覚（ビジョン）機能」を実現する技
術の総称である．コンピュータにより，人間のさまざまな機能を代行させ，さらに人間の機能
を越えた能力を持たせようとする研究が行われており，近年はさらにそれが盛んになっている．
その代表例が人工知能であり，1950年代ごろから研究が行われてきた．初期の人工知能研究
では，人間の「脳」機能のコンピュータによる実現が目標とされたが，その過程において，脳
における視覚の重要性が明らかになるにつれ，視覚機能そのものをコンピュータで実現するこ
とが人工知能研究の重要な要素を占めるようになってきた．そして，1970年代ごろから，コン
ピュータによる視覚機能の実現を目指した学問分野として，コンピュータビジョンが研究され
るようになってきた．
当時のコンピュータビジョンの問題としては，1枚の写真から，その内容の形状や意味をコ
ンピュータが判断する機能を実現するための基本的な方法論が研究されており，たとえば，画
像からの 3次元形状復元問題や，画像からの領域分割問題，基本図形の認識問題，とったよう
な技術が研究され，さらにその応用として，ロボットが物体をつかんだり，コンピュータが文
字認識をしたり，といったような技術が研究されていた．
1990年頃になると，研究の発展とともに応用分野も広がり，テレビ映像のような「メディア
コンテンツ」の認識解析といった「マルチメディア」や，人間を対象にしたセンシング・認識
を利用した「インタラクション」等の分野の研究にコンピュータビジョンが盛んに利用される
ようになってきた．特に，画像からの 3次元形状推定のための幾何学をベースとした研究が大
きく発展し，コンピュータグラフィクスやバーチャルリアリティ分野にも盛んにコンピュータ
ビジョン技術が利用されるようになってきた．
21世紀に入ると，画像・映像の検索や分類，といった，大量の画像・映像データを対象にし
た検出・認識技術が大きく発展するとともに，顔検出・認識に代表されるように，多くのコン
ピュータビジョン技術がコンシューマ製品等にも広く使われ，その実用範囲は加速的に広がって
きた．特に近年の深層学習技術をベースにした人工知能技術の発展と相まって，コンピュータ
ビジョン技術の重要性や実用範囲はさらに広がりを見せ，留まるところを知らない勢いとなっ
ている．
本書は，以上のように急速に発達し拡大するコンピュータビジョン分野で重要な要素技術と
応用技術を取り上げている．コンピュータビジョンに興味をもつ学部学生，大学院生，研究者
や技術開発者にとって，一助となればと願う次第である．
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第1章
コンピュータビジョンの概要

コンピュータビジョンとは，「コンピュータ」による「視覚（ビジョン）機能」を実現する技
術の総称である，最近は機械学習技術が急速な進歩を遂げ，その利用先として画像に撮影され
たものを認識する技術を扱うようになったので，画像認識技術も含んだ大きな分野として扱わ
れることが多くなった．
本書「コンピュータビジョン：広がる要素技術と応用」では，このように大きく広がったコン
ピュータビジョン分野で重要とされている要素技術とそれらの応用技術を取り上げ，それらの
基礎理論や原理，さらに実装方法までを学べることを目標に執筆・編集されたものであり，第
2章以下は下記の 13の章からなる．

2．カメラキャリブレーション
3．多視点画像を用いた 3次元復元
4．拡張現実感のためのコンピュータビジョン技術
5．フォトメトリックステレオ
6．近似最近傍探索
7．マルコフ確率場の推論と学習
8．コンピュータビジョンにおける凸最適化
9．顔認識
10．人物属性認識
11．単視点からの人物行動認識
12．重要領域の抽出
13．RGBD画像と 3次元物体認識
14．画像キャプションの自動生成

第 2章から第 5章は，コンピュータビジョン黎明期からの主要テーマであり，1990年代に特
に大きく発展してきた画像からの 3次元形状推定のための幾何学と，それに関連した最新の技
術である．
第 6章から第 8章は，コンピュータビジョンの諸問題に広く利用できる数学的な基盤技術で
ある．これらは，特に，21世紀に入って大きく発展した画像や映像の分類・検索や，近年進歩
の著しい画像による認識技術に利用されている．
第 9章から第 14章は，様々なコンピュータビジョン技術を実際に利用した応用技術を取り
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2 ◆ 第 1 章 コンピュータビジョンの概要

上げている．これらの応用技術は，現在広く実用に供されているものや，今後の応用が期待さ
れているものばかりであり，これらを学ぶことを通して，コンピュータビジョンの本質的な理
論が理解できる．
まえがきにも書いたようなコンピュータビジョンの歴史をみても明らかなように，コンピュー
タビジョン技術は無限の広がりを持っており，さらに現在でも急速な進歩を遂げている．そこ
で，最近の実用的な新しい内容を重点的に学ぶことができることを目指し，我が国のコンピュー
タビジョン分野を牽引してきた国際的に著名な研究室で学んだ経験をベースに，現在最もアク
ティブに活躍している気鋭の若手研究者陣に，一人 1章の執筆を依頼し，それらを集めた構成
となっている．各章の内容は，これら執筆者陣が，それぞれの得意分野では誰にも負けない，と
自負した研究トピックを選定し，最新の研究動向を反映させながら，一方で初学者に理解でき
るようにできる限り丁寧に執筆したものである．
このため，第 2章から第 14章の内容だけでコンピュータビジョン技術すべてをカバーするこ
とは不可能である．また，これらだけを学ぶことにより，コンピュータビジョンの重要なエッ
センスをすべて習得できるか，というと必ずしもそうでないかもしれない．しかし，これらの
章を学ぶことができれば，それに関連した内容を次々と発展的に学習することが容易になり，
多岐にわたるコンピュータビジョンを理解する多くの糸口を習得することができるであろう．
大学や大学院等において，本書を利用して 1学期分（15回）の講義を行うことを想定すると，
たとえば，

第 1回から第 7回まで，それぞれ第 2章から第 8章
第 8回　第 2章～8章の復習と，第 2章～8章のいずれかの章に関する実習・演習
第 9回から第 14回まで，それぞれ第 9章から第 14章
第 15回　第 9章～14章の復習と，第 9章～14章のいずれかの章に関する実習・演習

というように，前半と後半にわけ，それぞれの最後に復習と実習・演習を挟む，という構成が
一案である．

これらを学ぶことにより，コンピュータビジョンの最新の技術が学べる．一方で，古典的な
コンピュータビジョンの基礎的な内容や画像処理に関する説明は，数多く存在する他の関連書
籍に譲ることとした．そして，本書では不足する基礎的な内容を詳しく学びたい場合には，下
記のような書籍を薦める．

画像処理・コンピュータビジョン全般の基礎が学べる書籍
『ディジタル画像処理』，ISBN978-4-903474-50-2，画像情報教育振興協会

コンピュータビジョンの基礎的なプログラミングが学べる書籍
藤本雄一郎，青砥隆仁，浦西友樹，大倉史生，小枝正直，中島悠太，山本豪志朗：『OpenCV 3

プログラミングブック』，マイナビ出版
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◆ 3

パターン認識の基礎が学べる書籍
石井健一郎，前田英作，上田修功，村瀬洋：『わかりやすいパターン認識』，オーム社

しかし，上記のような基礎知識の詳細を習得していない場合でも，本書で説明している処理
の目的や入力として必要とされるデータの意味さえ理解できれば，処理の基盤となる理論や意
義を深く理解でてきていなくても，十分にコンピュータを使って処理できる能力は習得できる
と期待している．そこで，基礎的な理論より前に，本書で説明されているような最近の処理を
先に実践して理解し，その後，改めて基礎知識を学ぼうとするときに，上記に紹介したような
古典的な書籍等を読めば，深い理解が定着できるだろう．
上記の書籍でコンピュータビジョンの基本を独習することが十分に可能となるが，その際に，
ある程度の数学的な知識が必要になる．予備知識としては，線形代数や，関数の微分・積分が
必須である．このような数学の基礎については多くの参考書や教科書があり，それらで学ぶこ
とを期待する．しかし，敢えて一つ選ぶとすると，コンピュータビジョン分野で大きな研究成
果を残した著者による下記の教科書を薦める．

金谷健一：『これなら分かる応用数学教室─最小二乗法からウェーブレットまで─』，共立出版

このような数学を実際に学ぶ時には，その用途や意義が理解できずに学ぶこともあろうかと思
う．しかし，コンピュータビジョンは，このような数学が役に立つ対象技術であり，コンピュー
タビジョンでどのように数学が使われているかを理解することにより，これらの数学の意味や
意義の理解を改めて発見し，深く理解することができるだろう．
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第2章
カメラキャリブレーション

□ 学習のポイント� �
コンピュータビジョンでは，カメラで撮影した画像から物体の 3 次元形状および 3 次元空間にお

ける運動の復元といった 3次元空間に関する解析がさかんに行われてきた．これらの解析を行うため
には，解析対象である物体の表面で反射した光が画像上の “どの位置” に “どのような輝度” で投影
されるかといった画像の生成過程を把握する必要がある．この生成過程を把握するため，カメラの光
学的構造を表すカメラモデルを定め，そのモデルがもつパラメータを推定することがカメラキャリブ
レーションである．
カメラキャリブレーションは現在でもさかんな研究分野である一方，画像を利用する研究やアプリ

ケーションにおいて必須の処理となっており，ツールとして利用される側面も大きい．そこで，本章
ではカメラキャリブレーションに関して理解を深めることに加え，実際にカメラキャリブレーション
が実施できるようになることを目指す．
本章では，まずカメラキャリブレーションについて概説し，その後カメラキャリブレーションの

例をプログラムに沿って説明する．最後に様々な系におけるカメラキャリブレーションについて説明
する．

•カメラキャリブレーションとは，用いるカメラモデルがもつパラメータの推定であることを理解
する．

•ピンホールカメラモデルにおいて， 3次元点がカメラの 2次元平面に投影される過程を理解する．
•プログラムを通して，実際にどのような手順でカメラキャリブレーションが実施されるかを理解
する．

•様々な系において，それぞれどのようなカメラキャリブレーションが実施されているかを理解する．
� �

□ キーワード� �
カメラキャリブレーション，ピンホールカメラモデル，内部パラメータ，外部パラメータ，レンズ

歪み
� �

2.1 カメラキャリブレーションとは

コンピュータビジョンにおいて処理対象となる画像は，光源から出た光や物体表面で反射し
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た光がカメラのレンズを通って撮像素子に集められることで得られる．この画像の生成過程，
すなわち 3次元空間中のある点から発せられた光が，画像の “どの位置”に “どのような輝度”

で投影されるかを正確に記述することは，画像から物体の 3次元形状および 3次元空間におけ
る運動を復元するといった 3次元空間の解析を行う研究をはじめ，コンピュータビジョンの研
究において非常に基礎的かつ重要な処理である．撮影に用いたカメラの光学系を記述する適切
なカメラモデルを定め，そのモデルがもつパラメータを推定することで画像の生成過程を把握
しようとすることが，カメラキャリブレーションである．
カメラキャリブレーションは多くの研究やアプリケーションにおいて必須の処理である一方，
それぞれの系や解析目的に応じて用いるカメラモデルや求めるべきパラメータが異なる．本節
ではまず 2.1.1節と 2.1.2節においてカメラモデルの種類およびカメラキャリブレーションの
種類について概説し，2.1.3節以降では特にピンホールカメラモデルに焦点を当て，3次元空間
の解析において重要な処理である幾何学的キャリブレーションについて詳しく述べる．
なお，カメラキャリブレーションの詳細や，より数理的な観点からの解説に関しては [1–3]

などを参考にされたい．

2.1.1 カメラモデル

カメラキャリブレーションでは，撮影に用いるカメラがどのようなものであるかを記述する
カメラモデルを定める必要がある．カメラモデルは用いるカメラの構造や，解析目的に応じて
様々なモデルが提案されている．
例えば，絞りやフォーカスの変化に伴うボケ現象を解析する場合 [4]には薄凸レンズカメラ
モデルが使用され，ズームやフォーカスの変化に伴うレンズ位置をモデル化する場合には厚凸
レンズカメラモデル [5]が使用されることが多い．
これらに対し，3次元空間と 2次元画像平面の幾何学的対応を解析する際に最も一般的に使
用されるカメラモデルがピンホールカメラモデルである（図 2.1）．ピンホールカメラモデルで
はピンホール（レンズ中心）を通る光線のみで結像を考えるカメラモデルである．ピンホール
カメラモデルでは透視投影という非線形な変換が行われる．目的に応じて透視投影を近似した
正射影や弱中心射影，擬似中心射影，あるいはアフィン射影などの線形射影が利用されること
もある．

2.1.2 カメラキャリブレーションの種類

解析目的や用いるカメラモデルに応じてカメラキャリブレーションの意味するところは異な
るが，一般的にカメラキャリブレーションは以下のように幾何学的キャリブレーションと光学
的キャリブレーションに分類される．

幾何学的キャリブレーション 画像の生成過程において，3次元空間中のある点から発せられた
光が画像の “どの位置”に投影されるか，すなわち 3次元空間と 2次元画像平面の幾何学
的変換特性を求める．2次元画像から 3次元空間の幾何学的解析を行ううえで重要な処理
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!

f

f

図 2.1 ピンホールカメラモデル.

(a) シェーディングあり (b) シェーディングなし

図 2.2 シェーディングの影響．図は [6] より引用．

C

N

I

W

p

q

O

図 2.3 各座標系の関係．

であり，例えばピンホールカメラモデルでは後述する内部パラメータや外部パラメータを
求めることが幾何学的キャリブレーションに該当する．

光学的キャリブレーション 画像の生成過程において，3次元空間中のある点から発せられた光
が画像に “どのような輝度”で投影されるか，すなわち 3次元空間と 2次元画像平面の光
学的変換特性を求める．2次元画像から 3次元空間の光学的解析を行ううえで重要な処理
であり，具体的には図 2.2に示すようなレンズによって発生するシェーディング（画像周
辺部の明度変化）の除去 [6]や撮像素子のノイズの除去 [7]，または応答関数の推定 [8]な
どが該当する．

2.1.3 幾何学的キャリブレーション

図 2.3に示すように，3次元空間中のある点 pがカメラの 2次元画像平面上に qとして投影
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されるとしたとき，これら p-q間に成り立つ幾何学的変換特性を求めることが幾何学的キャリ
ブレーションである．ここではピンホールカメラモデルにおいて点 pがどのような過程で qと
して投影されるかを説明し，具体的にどのようなパラメータを求めているかを明らかにする．
なお，点 pの座標値は座標系のとり方，すなわち原点・座標軸の定め方によって異なる．特
に 3次元空間の解析では，基準となるワールド座標系に加えてカメラの光学中心を原点とする
座標系など様々な座標系を用いる必要があり，点 pがそれぞれの座標系においてどのように表
現されるかを把握することは非常に重要である．以下では座標系 X における点 pの座標値を
pX と表すこととする．
ここで，図 2.3に示すような座標系を定めたとき，ピンホールカメラモデルにおける投影の
過程は，以下のように座標系の変換の観点から 3つの段階に分けることができる．

1. ワールド座標系:W（3次元）→ カメラ座標系:C（3次元）
点 pはカメラに投影されることから，基準となるワールド座標系W における座標値 pW

を，撮影したカメラの光学中心を原点とするカメラ座標系 C における座標値 pC に変換す
る．この変換は 3× 3の回転行列 Rと 3次元ベクトル tを用いて以下のように表される．

pC = RpW + t

=
[
R t

] [ pW

1

]
(2.1)

このRおよび tはカメラの外部パラメータと呼ばれる．なお，外部パラメータは一般に位
置・姿勢という言葉で説明されることが多い．例えば式 (2.1)においてワールド座標系W

における原点 pW = (0, 0, 0)�を代入すると pC = tとなることから，tはカメラ座標系C

におけるワールド座標系W の原点の位置を表していることがわかる．また，t = (0, 0, 0)�

としたとき，ワールド座標系W における各軸方向の単位ベクトルはカメラ座標系 C にお
いてそれぞれRの各列ベクトルに変換されることから，Rはカメラ座標系C におけるワー
ルド座標系W の姿勢を表していることがわかる．一方，式 (2.1)にカメラ座標系 C の原
点 pC = (0, 0, 0)�を代入して得られる pW = −R−1tは，ワールド座標系におけるカメラ
座標系の位置，すなわちカメラの位置に相当する．同様に，t = (0, 0, 0)� としたとき，カ
メラ座標系 C の各軸方向の単位ベクトルはワールド座標系W においてそれぞれ R−1 の
各列ベクトルに変換されることから，R−1 はワールド座標系W におけるカメラ座標系 C

の姿勢，すなわちカメラの姿勢を表す 1)．
2. カメラ座標系:C（3次元）→ 正規化画像座標系:N（2次元）
次に，カメラ座標系 C における点 pC を，正規化カメラ 2) の 2次元画像座標系である正
規化画像座標系N における座標値 qN として投影する．この座標系N は図 2.3に示すよ
うに，カメラ座標系 C の z = 1の位置に設置した仮想的な画像平面上に存在するとみなせ

1)なお，外部パラメータは，どの座標系からどの座標系に変換するという “変換の方向” が重要である．文献 [3] などで
は式 (2.1) における外部パラメータの変換の方向が逆であることに注意されたい．

2)カメラ固有のパラメータである内部パラメータからなる行列 K（後述）が単位行列であるようなカメラ．
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る．この pC から qN への投影は以下のように表される．

qN =
1

pC:3

[
pC:1

pC:2

]
(2.2)

ただし，pC:i は pC の第 i行成分を表す．このとき，式 (2.2)は同次座標では以下のよう
に表される．

[
qN

1

]
=

1

pC:3

⎡⎢⎢⎣
pC:1

pC:2

pC:3

⎤⎥⎥⎦
� pC

(2.3)

なお，�は右辺と左辺がスケールの違いを除いて等しいことを表すこととする．
3. 正規化画像座標系:N（2次元）→ 画像座標系: I（2次元）
最後に，正規化カメラの正規化画像座標系 N で表された投影点の座標値 qN を，撮影に
用いたカメラ固有の画像座標系 I の座標値 qI に変換する．この変換は以下のように表さ
れる．

[
qI

1

]
=

⎡⎢⎢⎣
fu 0 u0

0 fv v0

0 0 1

⎤⎥⎥⎦
[

qN

1

]

= K

[
qN

1

] (2.4)

なお，fu および fv は画素（ピクセル）単位で表した各軸の焦点距離である．また，u0 お
よび v0 はカメラの光軸と画像平面との交点の座標値であり，主点（通常は画像中心）を表
す．行列 K に集約されるこれら 4つのパラメータは撮影に用いたカメラを特徴づけるカ
メラ固有のパラメータであり，カメラの内部パラメータと呼ばれる．以下では，この内部
パラメータと外部パラメータを合わせてカメラパラメータと呼ぶ．
なお，第 3章などで示されているように，K は内部パラメータとしてスキュー（せん断）
係数 γを含む場合もあるが，昨今のカメラでは γは 0と見なせることも多い．本章では 2.2

節において OpenCVを利用することから，その実装に基づいたK（式 (2.4)）を用いた．

導出した式 (2.1)，式 (2.3)および式 (2.4)を用いることで以下の式が得られる．

[
qI

1

]
� K

[
R t

]
︸ ︷︷ ︸

P

[
pW

1

]
(2.5)

P は射影行列 (perspective projection matrix) と呼ばれる 3 × 4 の行列である 3)．この式
3) [1] では P はカメラ行列 (camera matrix) と呼ばれる．
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(2.5)は 3次元空間中の点 pW とその投影点 qI の幾何関係を表しており，ピンホールカメラモ
デルにおける幾何学的キャリブレーションとは，これらの対応関係から式 (2.5)における射影
行列 P，あるいは内部パラメータK および外部パラメータ R, tを求めることを指す．

2.1.4 レンズ歪みを考慮した幾何学的キャリブレーション

2.1.3節では理想的なピンホールカメラモデルにおける幾何学的キャリブレーションについて
述べた．しかしながら，実際にカメラで撮影した画像はレンズの影響で半径方向や円周方向に
歪みを含む．ここで，2.1.3節の 2項で得られた正規化画像座標系N における理想的な座標値
を qN = (x, y)とし，歪みを含む座標値を q̆N = (x̆, y̆)とすると，これらは以下のように関係
づけられる．

x̆ =x(1 + k1r
2 + k2r

4 + k3r
6) + 2p1xy + p2(r

2 + 2x2)

y̆ =y(1 + k1r
2 + k2r

4 + k3r
6) + p1(r

2 + 2y2) + 2p2xy
(2.6)

ただし，r2 = x2 + y2 である．ここで，ki (i = 1, 2, 3)および pj (j = 1, 2) はそれぞれレン
ズの半径方向の歪み係数，円周方向の歪み係数である．以下ではこれらの歪み係数をベクトル
dで表す．これらはカメラ固有のパラメータであることから，以下では内部パラメータの 1つ
として扱う．実際にレンズを備えたカメラを用いる場合の幾何学的キャリブレーションでは，
2.1.3節で述べた内部パラメータおよび外部パラメータとともに dも推定する．なお，種々の
文献 [9, 10]では式 (2.6)において左辺が理想的な座標値であることが多いが，本章では 2.2節
において OpenCVを利用していることからその実装に基づく歪みモデルを用いた．

2.2 実践カメラキャリブレーション

一般に，多くの幾何学的キャリブレーション手法は以下の手順で行われる．

1. 幾何学的特性が既知の物体（以下，参照物体と呼ぶ）を撮影する．
2. 参照物体の特徴と，その像の特徴を対応付ける．
3. カメラモデルに基づき，特徴の対応関係から各パラメータを求める．

本節では上記の手順に基づき，実際に内部パラメータや外部パラメータを推定するプログラ
ムを用いて幾何学的キャリブレーションの実施方法を説明する．また，推定したパラメータを
利用する例として，ステレオカメラから物体の 3次元位置を推定する手法についても紹介する．
なお，本節ではプログラミング言語として Python (3.5.10)を用い，ライブラリとしてNumpy

(1.12.1)と OpenCV (3.4.0)を利用する．

2.2.1 内部キャリブレーション（内部パラメータの推定）

内部パラメータの推定において，コンピュータビジョンの分野で一般的に利用されている手
法として Zhangの手法 [2]を用いる．[2]では，参照物体として図 2.4のような平面のチェス
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図 2.4 チェスパターン．

I0
IN−1

I1

図 2.5 内部キャリブレーション用画像（コーナーの検出結果を重畳）．

パターン 4) を利用する．このとき，チェスパターンがもつ座標系をワールド座標系W とし，
参照物体の特徴としてチェスパターンの格子点 5)（座標値は式 (2.5)における pW で表せる）
を用い，その像の特徴として格子点の投影点（座標値は式 (2.5)における qI で表せる）を用い
る．これらの対応を用いて各パラメータを求める．[2]では，チェスパターンが映ったN (≥ 3)

枚の画像 Ii (i = 0, · · · , N − 1)を入力とする．高精度に推定するためには，図 2.5のように
カメラの画角を網羅するように様々な位置にチェスパターンを配置した画像を数十枚程度用い
ることが望ましい．また，これらのパラメータは参照物体として用いるチェスパターンの精度
（特徴点の間隔，平面性など）に大きく影響を受けるため，歪んだチェスパターンなどを利用し
ないよう注意されたい．
内部パラメータを求めるプログラムを図 2.6に示す．まず，6行目から 14行目までにかけて

pW を用意する．次に，20行目においてフォルダ内に置いてある画像を読み込み，21行目では
findChessboardCorners関数を用いてチェスパターンの各コーナーの投影点の座標値，すなわ
ち qI を求める．そして 25行目の cornerSubPix関数を用いて qI を小数点以下の精度（サブ
ピクセル精度）で求める．最後に，calibrateCamera関数に用意した pW と検出した qI を与
えてカメラキャリブレーションを実施する．このとき，戻り値K が式 (2.5)における内部パラ
メータの行列K であり，戻り値 dは式 (2.6)における歪みパラメータである k1, k2, p1 および
p2 からなるベクトルである．なお，repは再投影誤差の平均値であり，rvecおよび tvecは内
部パラメータの算出に用いた各チェスパターンに対する外部パラメータである．
内部パラメータはカメラ固有のパラメータであり，一度求めてしまえば同じカメラを使用し
ている限り再度求め直す必要はない．ただし，ズーム機能を備えたカメラで焦点距離を変更し
た場合においては，再度内部パラメータを求める必要があることに注意されたい．

4) http://opencv.jp/sample/pics/chesspattern 7x10.pdf から入手できる．
5) OpenCV では，チェスパターンの格子点の数を（奇数）×（偶数）とすると，チェスパターンの上下左右が正しく検出で
きる．


