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Abstract: Structure from motion (SfM) usually assumes a stationary environment where no

moving object exists. In practice, the environment is dynamic where many moving objects exist.

It makes the performance of SfM poor. In this paper, to solve this problem, we focus on the fact

that dynamic objects often emit sound, and propose an audiovisual 3D environment understanding

method that integrates acoustic signal processing by microphone array processing into SfM. The

performance of the proposed method is evaluated on a public dataset which simulates dynamic

environments.

1 はじめに

3次元再構成は、ARや VR、ロボティクスなど様々
な応用先があり、コンピュータビジョンにおける最も
重要な分野の 1つとして、多くのアルゴリズムが提案
されている。例えば過去 20 年間で、Structure from

Motion (SfM) [1] や Muti-View Stereo (MVS) [2] 、
Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) [3,

4] などが提案されている。
SfM は、物体やシーンに対して様々な視点で撮影し

た 2次元の画像群から、カメラの位置と姿勢および、物
体の 3次元構造を復元する手法である [5]。物体が静的
であるという仮定のもとで、カメラと物体の幾何学的
な計算により３次元構造が復元される。画像内に動的
物体が存在している場合は、多くの場合、画像間の特
徴点マッチングにより動的物体は除外される。そのた
め、復元された３次元構造の点群が存在しない領域に
は、何も物体は存在しないのか、それとも動的物体が
存在していたが除外されたのかを判別することはでき
ない。また、特徴点マッチングにおける除外処理に失敗
した場合、カメラの姿勢推定の誤りが大きくなり、い
びつな形状の物体が復元されてしまう場合がある。こ
の場合、動的物体だけではなく静的な物体の復元性能
にも影響を与えてしまう。
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現実世界では、動的物体は、その動作や振動などに
より音を発している場合が多い。例えば、走行している
車はエンジンの振動音やロードノイズ、風切り音など
を発し、歩行している人は足音を発している。これは、
従来の SfMでは再構成から除外される動的物体は、音
情報を利用することにより再構成ができる可能性があ
ることを示唆している。そこで本稿では、動的物体は常
に音を発していると仮定をし、音源定位と SfMを統合
した動的環境下における３次元再構成を提案する。音
と画像の空間的な対応関係を利用することにより、画
像内の静的物体と各動的物体を分け、それぞれの物体
ごとに SfMを行い３次元再構成をする。最後に、静的
物体と動的物体を統合し、全体構造を復元する。動的
物体とその物体が発する音の対応関係がとれているこ
とにより、定位した音の視覚的な３次元構造も確認可
能となる。そのため、画像だけを用いて３次元再構成
を行うよりも環境理解が深まることが期待される。

2 関連研究

動的環境下における３次元再構成 動的物体の３次元
復元は、コンピュータビジョンの研究でも困難な問題
とされている。そのため、動的環境下における３次元
再構成の多くの従来研究は、動的領域を外れ値として
除外することを目指している。外れ値除去アルゴリズ
ムとして、RANSAC [6]が最も用いられている。近年
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図 1: Flowchart of the proposed system. Blue frame modules indicate processing of images. Orange frame

modules indicate the processing of sound. Red frame modules indicate the processing of both image and sound.

Blue arrows indicate the flow of information about images. Orange arrows indicate the flow of information

about sound. The modules on the green background perform making masks. Those on the yellow background

perform 3D reconstruction.

は、深層学習による性能向上を背景に物体検出などを
利用した新しい動的物体除去のアルゴリズムが提案さ
れている [7, 8]。RGB画像だけでなく、Depth画像も
用いた動的物体の３次元構造復元アルゴリズムとして、
Co-Fusion [9]や MaskFusion [10]、MID-Fusion [11]、
DetectFusion [12] などが提案されている。いずれも、
本稿と同じく静的物体と動的物体を分離し、それぞれ
の物体ごとに３次元復元を行っている。Depth画像を
利用しているため、RGB画像のみを利用する SfMよ
りも復元が容易となり復元性能もよいが、depthの測
定可能距離には限界があり、屋外などの直射日光環境
では使用が困難である。本稿は、RGB画像と音を用い
ることにより、屋外での使用も目指し、さらに音の情
報を利用しより高次元な環境理解を目指す。
音情報を利用した３次元再構成 マイクロホンアレ

イ処理を用いた音源定位と、カメラや LiDARによる
SLAMを用いて、音源の３次元位置を推定し、SLAM

により復元したポイントクラウド上に音源を表示する
研究が行われている [13, 14, 15, 16]。しかし、いずれ
の研究も定位結果の三次元空間へのマッピングが目的

であり、音響情報と画像情報の相補的な統合をし性能
を向上させるという取り組みはされていない。このた
め、本稿で目指すような、視聴覚情報を統合して、SfM
の問題点を解決するという課題に対して、これらの手
法を適用することは難しい。

3 提案手法

図 1に、提案手法のフレームワークを示す。まず、音
と画像の空間的な関係を利用し、各画像ごとに各動的
物体のバイナリマスクを作成する。音源追跡により、画
像間の各動的物体をトラッキングし、全画像の動的物
体それぞれに対応するバイナリマスクを得る。次に、こ
のバイナリマスクを用いて、静的物体と各動的物体ご
とに SfMとMVSを適用し、それぞれの物体ごとに３
次元構造を復元する。最後に、静的物体と動的物体を
統合し、全体シーンを復元する。別のフローとして、音
源定位により得られた音源の空間情報を用いて音源分
離を行うことにより、各動的物体に対応する音および
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その視覚的な 3次元構造を得る。各モジュールの詳細
については、以降の節で述べる。
次に、カメラとマイクロホンアレイの配置について

述べる。カメラとマイクロホンアレイの相対的な位置
と姿勢の関係を常に一定に保つため、カメラの上部に
マイクロホンアレイを取り付ける。その際、カメラの
光軸方向とマイクロホンアレイの 0 度方向が同じ方向
を向くようにする。そのため、カメラの動きに合わせ
てマイクロホンアレイの位置と姿勢も変動する。

3.1 音と画像の空間的な対応関係によるバ
イナリマスク生成

3.1.1 インスタンスセグメンテーション

全画像 N に対して、インスタンスセグメンテーシ
ョンを適用し、画像 {Ii}Ni=1 ∈ Rw×h×3 内に映る物体
o ∈ {1, ...,K}の Boundin Box(BBox) bi,o ∈ R4 およ
びそのバイナリバイナリマスク Mi,o ∈ Rw×h を得る。
w, hは画像の幅と高さであり、K は画像 iにおいて検
出される物体数である。インスタンスセグメンテーショ
ンのアルゴリズムとして、オフラインで最も性能のよ
いMask-RCNN [17]を利用する。検出される物体には、
静的な物体も含まれる。

3.1.2 音源定位

全音源数を Lとする。マイクロホンアレイ処理を用
いた音源定位により、画像 iにおけるマイクロホンア
レイに対する音源 s ∈ {1, ..., L} の方位角 θi,s と仰角
ϕi,sを得る。音源定位のアルゴリズムとして、MUSIC

(MUltiple Signal Classification) 法 [18]を利用し、実
装にはロボット聴覚 OSS である HARK (Honda Re-

search Institute Japan Audition for Robots with Ky-

oto University) [19]を用いる。得られた音源の方向と
カメラの内部パラメータ A ∈ R3×3 を利用して、音源
の３次元位置 Ps ∼ [tanθi,scosϕi,s, tanθi,ssinϕi,s, 1]

T を
画像に投影することにより、音源 sの画像 i内の位置
Pi,s(∼ APs) ∈ R2を得る。あらかじめ任意に定めたオ
フセット off を用いて、以下の式により音源の BBox

bi,s ∈ R4 を得る。

b xmini,s = Pi,s x− off, b ymini,s = Pi,s y − off (1)

b xmaxi,s = Pi,s x + off, b ymaxi,s = Pi,s y + off(2)

3.1.3 音と画像の空間的な対応関係

画像 iにおいて、インスタンスセグメンテーション
により推定された全 BBox bi,o と、音源定位により推

定された全 BBox bi,s から全ペアを抽出し、各ペアの
Intersection-over-Union (IoUi,o,s)を計算する。IoUが
任意のしきい値 thiouを超えた場合は、そのペアの bi,o
は音源つまり動的物体の BBoxであるとする。この動
的物体のバイナリマスクとして、物体 oに対するバイナ
リマスクMi,oを用いる。いずれの音源の BBox bi,sと
も IoUがしきい値 thiouを超えなかった BBox bi,oは、
静的な物体である可能性が高いため、この物体のバイ
ナリマスクMi,o は後の処理では使用しない。しかし、
いずれの BBox bi,o とも IoUがしきい値 thiou を超え
なかった音源の BBox bi,s は、動的物体の可能性が高
いが、インスタンスセグメンテーションによるバイナ
リマスクは得られない。そこで、この音源のBBox bi,s
に含まれる領域を動的物体のマスクとするバイナリマ
スクMi,s ∈ Rw×hを生成し、静的な物体の復元のみに
使用する。上記より、画像 iにおける音源 sに対応す
る動的物体のバイナリマスクMs

i ∈ Rw×h は以下のよ
うに再定義される。

Ms
i ←

{
Mi,o if IoUi,o,s ≥ thiou

Mi,s if otherwise
(3)

3.1.4 全動的物体に対するバイナリマスクの生成

静的物体の復元の際に使用する、全動的物体に対す
るバイナリマスクの生成について述べる。画像 iにお
ける全動的物体のマスクをすべて含むように、以下の
ように画像 iにおけるバイナリマスクMi ∈ Rw×hを生
成する。mは、Ms

i と同次元で各値が 1の行列である。

Mi =
(
Lm−1

) L∑
s

Ms
i (4)

3.1.5 音源追跡

音源 sを音源追跡することにより、対応する動的物
体を画像間でトラッキングし、式 (5)に示す全画像の
各動的物体に対応するバイナリマスク群Ms ⊂ Rw×h

を得る。音源追跡のアルゴリズムとして、HARK の
SourceTracker1 を利用する。

Ms = {Ms
i | i = 1 . . . N} (5)

3.1.6 各動的物体のみが映った画像の生成

各動的物体の復元の際に使用する、各動的物体のみ
が映った画像の生成について述べる。全画像に対して
各動的物体に対応するバイナリマスクを掛けあわせる

1https://www.hark.jp/document/2.0.0/
hark-document-ja/subsec-SourceTracker.html
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ことにより、以下のように音源 sに対応する動的物体
のみが映った画像群Ds ⊂ Rw×h×3 を生成する。

Ds = {Ds
i | Ds

i = Mi × Ii, i = 1 . . . N} (6)

3.2 静的物体と動的物体の３次元構造復元

3.2.1 静的物体の復元

画像 iと対応する全動的物体に対するバイナリマス
クMi をペア (Ii,Mi)として、全ペアを SfMと MVS

へと入力し、各カメラ姿勢と静的物体の３次元構造を
復元する。SfMの処理の際に、バイナリマスクにより
マスクされる領域からは特徴点を抽出しないようにし、
動的物体を除外する。動的物体を除外することにより、
性能向上が期待される。上記の処理の実装のベースと
して、OSSの COLMAP [20]を用いる。

3.2.2 動的物体の復元

静的物体と動的物体が両方画像内に映っている場合、
多くの場合 SfMの特徴点マッチングにおける幾何学的
な外れ値処理により、動的物体は除外されてしまう。そ
こで、本稿では画像から動的物体のみ抽出して、動的
物体のみが映った画像群を新しく生成する。この画像
群においては、動的物体が剛体の場合は、擬似的に静
的物体とみなすことができるため、SfMによって復元
が可能となる。そのため、セクション 3.1.6によって生
成した音源 sに対応する動的物体のみが映った画像群
Ds を SfMに入力することにより、各動的物体のみの
３次元構造が復元可能となる。

3.2.3 各動的物体を静的物体のワールドへ変換

SfMでは、物体は任意のスケールで復元されるため、
動的物体の復元物のワールド (DW)と静的物体の復元
物のワールド (SW)は、それぞれワールド座標系が異
なる。そのため、各動的物体を静的物体のワールドへ
変換する必要がある。
動的物体に対する相対的なカメラ位置と姿勢は、DW

と SWでスケールを除き共通である。そのため、カメ
ラ座標系を介することにより動的物体を、DWのワー
ルド座標系に対する３次元位置 worldP s

i,DW から SWの
ワールド座標系に対する３次元位置 worldP s

i,SW へと変
換する。
まず、式 (7)により、動的物体を DWにおけるワー

ルド座標系からカメラ座標系へ変換する。DW にお
けるワールド座標系からカメラ座標系への回転行列を
RDW ∈ R3×3、並進行列 TDW ∈ R3 と表す。

camP s
i,DW = RDW × worldP s

i,DW + TDW (7)
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図 2: Microphone configuration of Microphone Array.

次に、式 (8) により、動的物体を DW におけるカメ
ラ座標系 camP s

i,DW から、SWにおけるカメラ座標系
camP s

i,SW へ変換する。DWから SWへのスケール変
換を SDW2SW ∈ Rと表す。

camP s
i,SW = SDW2SW × camP s

i,DW (8)

最後に、式 (9)により、動的物体を SWにおけるカメラ
座標系 camP s

i,SW からワールド座標系
worldP s

i,SW へ変
換する。SWにおけるワールド座標系からカメラ座標
系への回転行列を RSW ∈ R3×3、並進行列 TSW ∈ R3

と表す。

worldP s
i,SW = R−1

SW × (camP s
i,SW − TSW ) (9)

3.3 全体シーンの復元および音源分離

式 (9)により、SWにおける画像 iに対する音源 sに
対応する動的物体の３次元位置 worldP s

i,SW が得られる。
画像 iに対応する時刻 tにおいて、SWの worldP s

i,SW に
各動的物体を配置することにより、時間的に変動する３
次元構造が復元される。worldP s

i,SW に、音源分離により
分離した音源 sの音を配置することにより、各動的物体
に対応する音およびその視覚的な 3次元構造を得る。音
源分離のアルゴリズムとして、HARKに実装されている
GHDSS2 (Geometric High-order Dicorrelation-based

Source Separation) を用いる。

2https://www.hark.jp/document/2.0.0/
hark-document-ja/subsec-GHDSS.html
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図 3: Qualitative results for making binary masks of dynamic objects. Color-coded for each detected object

and sound source.

(a) Without Masks (b) With Predicted Masks (c) With Ground Truth Masks

図 4: Qualitative results for 3D reconstruction of static objects

4 評価実験

動的物体の３次元構造復元の評価を目的として、Mar-

tinらによって作成された Co-Fusionデータセット [9]

を用いて、提案手法の定性評価を実施し、手法の有効
性および現状の限界を示す。評価実験として、動的物
体のバイナリマスクの性能評価 (4.2)、静的物体の復元
性能評価 (4.3)、動的物体の復元性能評価 (4.4)、全体
シーンの復元性能評価 (4.5)を実施した。

4.1 実験設定

Co-Fusionデータセット：Co-Fusionデータセット
には、複数の物体 (静的物体と動的物体いずれも)が存
在する環境でカメラを動かして撮影した画像 (RGB画

像と Depth画像)や、各時刻におけるカメラや動的物
体の３次元位置の真値などが含まれている。シミュレー
ション環境と実環境で取得した、合計 4つの環境での
データが含まれる。本稿では、シミュレーション環境
における 850枚の RGB画像を使用した。シミュレー
ションで再現した部屋の中に、3つの動的物体 (Ship,

Wooden Horse, Car)がそれぞれ独立して動いており、
常に画像内に動的物体が写っているとは限らない。
音のシミュレーション：Co-Fusionデータセットには、

音が含まれていないため、シミュレーションで音を再現
した。動的物体は常に音を発していると仮定し、各時
刻における各動的物体の３次元位置の真値に音源を置
いた。音は各動的物体の見た目に合わせて、16.1[kHz]

で録音されたモノラル音を用いた。音の録音には、16

chのマイクロホンアレイを用い、0度方向がカメラの
光軸方向と合うようにカメラに固定した。16個のマイ
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図 5: Qualitative results for 3D reconstruction of dy-

namic objects.

クロホンは図 2のように、最下段に 8個、高さ 3 cmの
中段に 4個、高さ 6 cmに 4個配置した。音源定位に
は、このマイクロホンアレイに対して幾何的に計算し
た伝達関数を用いた。実際は音源とマイクロホンアレ
イどちらも動いているが、マイクロホンアレイは固定
し音源を相対的に動かした。各フレームにおいて各マ
イクロホンと各音源の伝達関数を作成し、そのフレー
ムの音に畳み込み、すべての音源の音を足し合わせる
ことにより 16 chの混合音を作成した。この混合音を
用いて、システムの評価を行った。
インスタンスセグメンテーション：Mask-RCNNは、

Detectron2 [21]で実装されているコードを利用し、ResNet-

101 [22]と FPNをバックボーンとしMS COCOデー
タセットの train2017で学習済みのモデルを使用した。

4.2 動的物体のバイナリマスクの性能評価

図3に、Mask-RCNN(図の1段目)とSound BBox(図
の 2段目)により動的物体のバイナリマスク (図の 3段
目)を生成した結果を示す。Shipは、学習済みモデルに
含まれていないためMask-RCNNでは検出されない。
そのため、4.2で示した方法で音を用いてバイナリマス
クを生成しているが、Ship全体を覆うマスクは生成で
きていない。Horseと Carについては、ある程度精度
よくバイナリマスクを生成できている。しかし、音源
間の距離が近づく場合に、音源定位の分解能の限界に
よりうまく二つの音源を定位することができず、音源
追跡に失敗している場合があった。

4.3 静的物体の復元性能評価

図 4に、静的物体の復元結果を示す。(a)は動的物体
のバイナリマスクなし、(b)は提案手法により推定した
バイナリマスクあり、(c)はGround Truthのバイナリ
マスクありで、それぞれ SfMとMVSにより復元した

結果である。(a)は、動的物体が存在している領域に歪
みが生じて復元されている。動的物体のマスクを使用
しないため、画像間のマッチングで動的物体の特徴点
除去に失敗し、カメラ姿勢推定誤差が大きくなってし
まうためと考えられる。提案手法では 4.2で示した通
り完全なマスクを推定することができていないが、(b)

の結果から (a)で見られる歪みをある程度抑えられて
いることが確認できる。さらに、動的物体を完全にマ
スクした (c)の復元結果に近い結果が得られている。完
全ではないものの動的物体の特徴点をある程度除去す
ることができているため、画像間マッチングの除去処
理がうまく働いたと考えられる。

4.4 動的物体の復元性能評価

図 5に、各動的物体の復元結果を示す。1段目は提
案手法、2段目は Ground Truthのバイナリマスクを
用いて復元した結果である。Ground Truthのマスク
を用いた場合でも、画像から動的物体のみを抽出する
ことにより画素数が小さく、動的物体の特徴点数が少
ないため若干歪みが生じている。提案手法では、Ship

は 4.2の通りマスクの性能がよくなく、Ship全体を覆
うマスクではないため、全体を復元することはできて
いない。そのため Ship のマスクは、静的物体の復元
に影響を与えないように生成することが主な目的とな
る。Horseと Carについては、ある程度よく復元がで
きているが、マスクが生成できていないフレームもあ
り、Ground Truthよりも復元に使用する画像数が少な
くなり、復元される点群数が少ない。

4.5 全体シーンの復元性能評価

図 6に、動的物体に対する Ground Truthのバイナ
リマスクを用いて、全体シーンを復元した結果を示す。
1段目は元の画像、2段目は 1段目に対応する時間に
復元されたポイントクラウドを元画像と同じサイズの
空の画像に投影した結果、3段目は 1段目に対応する
時間に復元されたポイントクラドを上から見た図であ
る。3.2.2と 3.2.3の性能評価を行うため、動的物体に
対するバイナリマスクは Ground Truthを用いた。あ
る程度よく、動的物体をDWから SWへ変換すること
ができているが、4.4で述べたように、動的物体の復元
性能 (カメラ姿勢推定)があまりよくないため、各時刻
で動的物体が振動していたり位置がずれてしまってい
る。また、SDW2SW は任意に決めているため、自動で
推定する方法の開発は Future workである。
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図 6: Qualitative results for 3D reconstruction of all scenes. The red line in the third row figure represents the

camera trajectory, and the blue line represents the dynamic object trajectory.

5 おわりに

本稿では、SfMではうまく再構成ができない動的環
境下において、音響信号を手がかりに３次元再構成を
行う手法について述べた。Co-Fusionデータセットを
用いて提案手法の定性評価を実施し、音響信号を用い
ることによって、SfM の性能を向上できる可能性があ
ることを示した。複数の音源が近くに存在する場合に
音源定位がうまくいかなくなる場合や、動的物体のス
ケールに関する問題など、本手法の限界も示した。今
後は、設定が異なるシミュレーション環境や実環境、屋
外などでの評価実験を行う。また、画像内に動的物体
が写っていない場合の手法や、画像と音を統合した音
源分離の手法などに取り組み、画像と音を両方利用す
ることによる３次元環境理解の有効性を示していく。
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