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１．要約
近年注目されているドローンの自動操縦では、私たちが日常的に使用している 2D の地
図ではなく、3D の地図が必要である。本研究では 3D センサを使用し、3D の地図を自動
で作製することを目指した。第一段階として、色データに距離データを追加した RGBD
データを取得することが可能な RGBD センサを利用し、そのデータを𝑥, 𝑦, 𝑧の座標軸をも
つ点の集合（三次元点群）へと変換するシステムを開発した。成果として、RGBD のデー
タをセンサを原点とした三次元点群へ変換し、視覚的にわかりやすいデータを作製するこ
とができた。
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２．研究目的
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３．１ システム構築

興味があった。その理由の 1 つに、自動運

今回は RGBD センサとして インテ ル

転が輸送に携わる労力や人件費の削減があ

RealSense デプスカメラ D435（図 1）を使

る。その技術を近年注目されているドロー

用した。 RGBD データは色（RGB）
、と距

ンによる今の技術と組み合わせれば、より、

離（D）のデータを持っている点（ピクセル）

円滑に輸送ができると考えた。しかし現状、

の集合体である。このデータから三次元点

ドローンの自動運転には様々な課題がある。

群を作製するために、1 ピクセルごとにセ

特に大きな課題とされているのは、ドロー

ンサを原点とする座

ンの詳細な座標の取得が難しい点である。

標データを取得して
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合わせて、高さを考慮しなければならない
ため、これらの情報を持った 3D の地図の
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普及が必須である。しかし、この 3D 地図を
自動で活用するシステムは、未だ普及して
いない。本研究では、3D の地図を自動で作
製するシステムの開発を目指し、第一段階
としてセンサに映る対象物までの距離を測
り、色データと組み合わせることのできる
RGBD センサを使い、得られるデータを三
次元点群へ変換するシステムを開発する。
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（0）ネイティブな Python のみの利用
ネイティブな Python には行列計算でき
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ℎ: 物体への横の距離

𝑑: 物体への縦の距離

Numpy モジュールには今回の研究を行う
にあたって以下に示す 2 つの欠点があった。
①多次元配列においてすべての行、列の長
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できなかった。
（4）Pybind11 ライブラリの利用（採用）
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