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あらまし 多数台のカメラによりシーン内に存在する対象物体の全周の幾何情報及び光学情報を取得し，任意
視点からの画像を生成する手法として，視体積交差法と多視点ステレオ法が提案されている．しかしこれらの手
法は単一物体あるいはオクルージョンの生じない複数物体を対象とした手法であり，シーン内に複数物体が存在
し物体間に相互オクルージョンが生じる場合，それぞれの物体形状を同時に復元することは困難であった．この
問題に対し，我々はこれまでに高速な境界追跡手法である Fast Level Set Method を複数ステレオ距離画像に適
用し，複数対象物体の三次元形状をオクルージョンに頑強に復元するシステムを構築している．本論文では，こ
れまでに構築したシステムを 8台の計算機からなる PCクラスタへ実装し，Fast Level Set Method処理の並列
計算により，より高速な三次元形状の復元を実現する．また対象物体が移動する場合，その移動方向を予測し，
移動体を処理する計算機の計算負荷を低減することで，移動体の正確な三次元形状を遅れなく復元する手法を提
案する．更に，舞踊の測定実験により，対象が高速に移動しても，従来システムと比較してより正確な三次元形
状の復元が可能であることを示す．
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1. ま え が き

実環境下における対象物体の全周の光学情報を取得

し，任意の視点から見た対象物体の画像を実時間で提

示できれば，視聴者が自由な視点から見ることができ

る三次元テレビや，仮想空間での臨場感高い共同作業

支援など幅広い分野での応用が期待できる．

対象物体の任意視点画像を生成する手法は，大きく

以下の二つの手法，対象物体の見えに基づいた手法

（イメージベース法）[1] と，対象物体の三次元形状に

基づいた手法（モデルベース法）[2], [3]に分けられる．
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まず前者のイメージベース法では対象物体をあらゆる

方向から撮影した画像を用いて，対象空間の光線を記

録し，それを基に任意視点画像を生成する．生成され

る画像は高いリアリティ性を有するが，高精度な任意

視点画像が生成可能な視点は，実際のカメラ視点近く

に限定される．そのため，リアルタイムで画像を生成

するには，対象物体の周囲に密にカメラを配置する必

要がある．

一方，後者のモデルベース法ではまず複数視点から

撮影した画像より対象物体の三次元形状を復元し，次

に撮影画像をテクスチャとして復元した三次元形状の

表面に張り付けたり，適当な表面反射モデルを仮定し

てレンダリングを行い，任意視点からの対象物体の画

像を生成する．一般に三次元形状の復元に必要な計算

量は大きいが，正確な三次元形状が得られれば，対象

物体のあらゆる視点を仮想視点として設定可能である．

そのため，イメージベース法と比較してより少ない疎

に配置されたカメラを用いて，広い視点範囲の自由視

点画像を生成することが可能となる．そこで本研究で

は後者のモデルベース法を採用することにする．
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論文／並列 Fast Level Set Method による移動体の高速な三次元形状復元

これまで，カメラ画像を用いて三次元形状を復元す

る代表的な手法として，視体積交差法と多視点ステレ

オ法が提案されている．まず視体積交差法は，任意視

点から画像を撮影し，そのとき得られる二次元シル

エット画像を実空間に投影した錐体（視体積）を考え

ると，対象はその視体積に含まれるという制約条件に

基づいている [4], [5]．すなわち，この制約条件により

異なる視点の二次元シルエットから複数の視体積を求

め，その交差領域を対象物体の三次元形状として復元

するものである．このため，復元した三次元形状は真

の形状を内包する凸形状であり，対象物体の凹形状部

分を復元することは原理的に困難である．また，多数

台のカメラを用いることにより，より高精度で対象物

体の表面形状を復元することができるが，一方でカ

メラ台数の増加に伴い計算コストが高くなるという

問題がある．これに対し，対象物体の三次元形状を実

時間で復元するために，PCクラスタを用いたシステ

ム [6]～[8]やハードウェアを用いたシステム [9]が提案

されている．

また，凸形状物体のみしか復元できないという視体

積交差法に特有の問題に対して，Voxel carving法や

物体表面の色情報を用いて凹部分の形状復元を行う手

法が提案されている [10], [11]．しかし，いずれの手法

も計算コストが高く，実時間で凹部分を含む三次元形

状復元は実現されていない．

一方，多視点ステレオ法は異なる視点から撮影され

た二次元画像上で物体表面上の点の対応付けを行い，

ステレオ視の原理により物体の三次元形状を復元する

手法である．多数台のカメラによりシーン内の同期画

像を取得し，それらの画像に対してマルチベースライ

ンステレオ法を適用することで，対象物体の三次元形

状を復元する手法が提案されている [2], [12], [13]．し

かし，モデル構築のための計算コストが非常に大きく，

更に凹部分の形状復元も可能であるが，対応付けの誤

りにより発生するノイズが問題となる．

更に，従来提案されている三次元形状復元手法は，

そのほとんどが単一物体あるいはオクルージョンの生

じない複数物体を対象とした手法であり，シーン内に

複数物体が存在し物体間に相互オクルージョンが生じ

る場合，それぞれの物体形状を同時に復元することは

困難である．

そこで本研究では，シーン内に複数存在する対象

物体の三次元形状を高速に復元することを目的とす

る．これまでに我々は，移動物体追跡や三次元幾何

モデリングなど，様々な分野で用いられる Level Set

Method に対し，その高速化手法である Fast Level

Set Method を提案した [14], [15]．また本手法を，対

象物体の周囲に配置したステレオカメラによるステ

レオ距離画像に適用することで，複数対象物体の三次

元形状をオクルージョンに頑強に復元するシステムを

構築した [16]．本論文では，これまでに構築したシス

テムを 8 台の計算機からなる PC クラスタへ実装し，

Fast Level Set Method処理の並列計算により，より

高速な三次元形状の復元を実現する．また，動的に変

化する対象物体の位置・形状によらず対象物体の三次

元形状を高速に復元するために，復元した対象物体の

三次元形状情報と対象物体の移動方向情報を用いた，

並列 Fast Level Set Method処理のための計算負荷の

最適化手法を提案する．

本論文の構成は以下のとおりである．まず 2. では

Fast Level Set Method について述べる．次に 3. で

は，これまでに構築した Fast Level Set Methodを用

いた三次元形状復元システムの概要を示し，PC クラ

スタを用いた Fast Level Set Method処理の並列計算

による高速な三次元形状復元について述べる．また，

Fast Level Set Methodの特性に着目した動物体境界

の移動方向推定手法を提案し，その応用例として，移

動する境界を処理する計算機の計算負荷を低減するこ

とで，その境界を遅れなく追跡する手法を提案する．

更に 4. では，舞踊の測定実験により，対象が高速に

移動する場合でも，従来システムと比較してより正確

な三次元形状の復元が可能であることを示す．5.はま

とめである．

2. Fast Level Set Method

Level Set Method（LSM）[17], [18]は，位相変化が

可能な動的輪郭モデルとしてOsher，Sethianらによっ

て提案され，移動体追跡や三次元幾何モデルなどの

応用分野が報告されている．しかし LSMは多くの計

算量を必要とするため，リアルタイム性が要求され

るアプリケーションには不向きであると考えられてき

た．この問題に対し，我々は精度を低下させることな

く LSMを高速に実現できる Fast Level Set Method

（FLSM）[14], [15]を提案し，二次元画像上での複数移

動物体の実時間同時追跡へと適用した．以下，これら

の手法を簡単に紹介する．

2. 1 Level Set Methodとその高速化手法

二次元 xy平面上での LSMを用いた境界追跡法につ
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いて説明する．本手法ではまず，平面上の各点 (x, y)に

おいて，時刻 tにおける補助関数 ψ(x, y, t)を導入し，

境界位置 γ(x, y, t)は ψ(x, y, t) = 0を満たす (x, y)で

表すこととする．次に，ψ についての差分方程式を以

下のように定義する．

ψn+1
i,j = ψn

i,j − F (i, j)|∇ψn
i,j |∆t (1)

ここで，(i, j)は xy 平面上のグリッド座標，∆t は時

間ステップ幅である．また，F は ψ の成長速度であ

り，単位時間当りに ψが法線方向に移動する量を示す．

これにより，補助関数値が 0のセル（zero level set），

つまり ψ = 0として境界を抽出することで，位相変化

に対応した境界追跡が可能となる．

式 (1)を更新するには，二次元画像上のすべてのセ

ルにおいて成長速度を決定する必要がある．拡張成長

速度場 [19] を用いた LSMでは，各セルの成長速度を

決定するために，まず zero level set での成長速度を

決定し，その他のボクセルでは最も近い zero level set

のボクセルの成長速度をコピーして成長速度場を構

築する．また，補助関数を更新する場合，更新ととも

に積分誤差も蓄積されるため，安定な解を得るには一

定回数更新後に各セルごとに補助関数の値（一般には

zero level setからの距離）を再計算し，以降の計算の

初期値として設定する「再初期化」の処理が必要とな

る．しかし，拡張成長速度場の構築処理や再初期化処

理において，各セルで現在の zero level set からの距

離を得る際，各セルからの最近傍 zero level setの探

索処理を行わなくてはならない．この計算コストは非

常に高く，これが LSMの大きな問題となっている．

LSM の計算コストを削減するために，これまでに

様々な手法が提案されており，その代表的な手法として

Narrow Band Method（以下，NB）が挙げられる [20]．

一般に境界領域の追跡において，空間全体に対して補

助関数を計算する必要はなく，zero level setに近い領

域だけを計算対象とすればよい．そこでこの手法では，

空間上の点 (i, j)において {(i, j) ‖ |Ψ(i, j, t)| ≤ δ}を
満たすグリッドを Narrow band と定義し，この領域

に含まれるグリッドのみ補助関数の更新や zero level

setの検出を行うことで，処理の効率化を図っている．

2. 2 Fast Level Set Method

NBは LSMと比べて高速な手法であるが，依然とし

て計算コストは高い．この問題に対し，我々はこれまで

に LSMの高速化手法として Fast Level Set Method

（FLSM）[14], [15]を提案した．

図 1 参照マップと拡張成長速度場の構築
Fig. 1 Reference map and the construction process

of the extension velocity field.

FLSMは図 1 (a)に示す参照マップを用いて，最近

傍探索処理をあるルールに基づく単純な数値の上書き

処理に置き換えることで，高速に拡張成長速度場を構

築する．この参照マップは，原点周辺にあるセルを原点

からの距離に応じて分類したものである．つまり，原点

からの二乗距離が rであるグリッドの集合を Rr とし，

r = 0～δ(δ + 1)に対するリスト R0, R1, · · · , Rδ(δ+1)

をそれぞれ作成する．なお，ここで距離にはグリッド

中心間のユークリッド距離を用いることとする．また

δ > 0は Narrow bandの幅であり，Narrow band領

域は各 zero level set からのユークリッド距離を四捨

五入した整数値が δ 以下になるようなグリッドの集合

とする．これは，δ(δ+1) < (δ+0.5)2 < δ(δ+1)+1，

すなわち平方根を四捨五入して δ 以下になる最大の

整数は δ(δ + 1)であることから，zero level setから

の二乗距離が 0～δ(δ + 1) のグリッドの集合となる．

例えば図 1 (a) に示すバンド幅 δ = 3 の参照マップ

において，Narrow band 領域に含まれるグリッドの

zero level set からの二乗距離は，δ(δ + 1) = 12 よ

り 0～12 のいずれかになる．ただし，実際は二乗距

離が 12 以下になる整数の組合せから，とり得る値は

r = {0, 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10}である．
次に，作成した参照マップを用いて拡張成長速度

場を構築する．ただし，zero level set での成長速度

はあらかじめ決定されているとする．まず，リスト

Rδ(δ+1)を用いて，ある zero level setからの二乗距離

が δ(δ + 1)であるセルを選択し，その zero level set
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に格納されている成長速度の値を選択されたセルに仮

登録する（図 1 (c1)）．この処理をすべての zero level

setに対して行う（図 1 (c2)）．次に，添字の値を 1小

さくして同じ処理を行い（図 1 (c3)），これを添字の値

が 0になるまで繰り返す．ただし，仮登録の際，異な

る値が既に仮登録されていた場合には，新たな値を上

書きすることにする．これによりすべての処理が終了

したときには，各セルには最も近い zero level setに

おける成長速度の値が登録されている（図 1 (c4)）．こ

のように，参照マップの距離に応じたリストを利用す

ることで，距離比較を行うことなく代入処理だけで拡

張成長速度場を構築する．また，拡張成長速度場の構

築処理の過程において，同時に距離も上書きすること

で，各セルに zero level set からの距離を簡単に設定

できる．この際，追加される処理は単なるメモリアク

セスだけであり，全体の計算量はほとんど変化しない．

更に FLSM では図 1 (b) に示すように分割した参

照マップを用いることで，拡張成長速度場の構築処理

において書き込む領域を限定し，更なる効率化を実

現している．例えば，ある zero level set Z の左側に

zero level set A0 が隣接している場合，Z の左側の領

域（A，B，H）には，A0 よりも Z に近い点は存在

しない．このように，隣接するグリッドが zero level

set かどうかを調べ，その位置関係によって，書込み

のオーバラップを減らし，拡張成長速度場を高速に構

築している．

3. 並列 Fast Level Set Method処理
による高速な三次元形状復元

本章では，まずこれまでに構築した対象物体の三次

元形状を復元するシステムについて述べる．開発シス

テムではシーン内に複数物体が存在し，対象の移動に

よる相互オクルージョン領域が生じる場合でも，それ

ぞれの物体形状の復元が可能である．ただし，本論文

におけるオクルージョン領域とは，対象物体の移動に

より一時的に生じる，すべてのセンサから観測されな

い領域を示す．次に，PCクラスタを用いた Fast Level

Set Method 処理の並列計算による高速な三次元形状

復元について述べる．更に，Fast Level Set Method

の特性に着目した物体境界の移動方向推定手法を提案

し，その応用例として，移動する物体境界を処理する

計算機の計算負荷を低減することで，その境界を遅れ

なく追跡する手法を提案する．

3. 1 複数物体を対象としたオクルージョンに頑強

な三次元形状復元

FLSMを用いた対象物体の三次元形状復元システム

の処理の流れを以下に示す．詳細については [16]を参

照されたい．

（ 1）（初期化）まず図 2 に示すように，内部パラ

メータが既知の校正済みステレオカメラ（PointGrey

社製，BumbleBee）を対象物体の周囲に複数台配置す

る．次に大きさ・形状が既知の静止物体の周囲にステ

レオカメラを設置し，物体の形状モデルとステレオ距

離画像を用いて ICPアルゴリズムにより外部パラメー

タを推定する．

（ 2） 対象物体を内部に設置し，すべてのステレオ

カメラを用いてステレオ距離画像を取得する．

（ 3） 複数距離画像を一つの三次元ボクセル空間に

逆投影し，距離データを含むボクセルを抽出する．

（ 4） 抽出されたボクセル領域に対し FLSM を適

用し，距離データ点を含む最も外側のボクセルを物体

の境界として追跡する．ただし，初期フレームでは全

ボクセル空間を内包する境界を初期境界とし，以降の

フレームでは前フレームで得られた境界を初期境界と

する．またオクルージョン領域に含まれると推定され

た三次元形状の境界では，その境界位置を動かさない，

すなわち最後に観測された三次元形状を保つことで，

オクルージョン領域においても物体形状を得る．

図 2 ステレオカメラを用いた三次元形状復元システム
Fig. 2 3D shape reconstruction system using multiple

stereo cameras and the camera settings.
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（ 5）（ 2）から（ 4）を繰り返す．

また補助関数 ψ の成長速度 F を以下のように定義

する．

F (κ) = kI(a− bκ) (2)

ただし，κは補助関数の曲率，a, b ≥ 0は定数であり，

実験では a = 1.0，b = 0.1 とした．また kI は境界ボ

クセルから距離データ点が格納されているボクセルま

での最短距離 r に比例した値であり，境界ボクセルが

対象物体の内部領域に存在する場合は正の値，外部領

域に存在する場合は負の値とする．

3. 2 PCクラスタへの実装

前節で紹介したシステムに対し，対象物体の三次元

形状をより高速に復元するために，ギガビット LAN

の一つである Myrinetxp で相互に接続された 8 台の

計算機（Pentium Xeon，3.06 GHz）により FLSMを

並列処理するシステムを新たに構築する（図 3）．PC

クラスタへの実装について以下に示す．

Step.1 まずそれぞれステレオカメラが接続された

3台の計算機により，同期した 3枚のステレオ距離画

像を取得する．次に得られた距離画像を三次元ボクセ

ル空間に投影し，距離データを含むボクセルを FLSM

計算用計算機に送る．

Step.2 次にボクセル空間を四つの領域に分割し，そ

れぞれの空間に 1 台ずつ計算機を割り当て（PC1～

PC4），4 台で並列に FLSM の計算を実行する．各

FLSM用計算機では，まず三つのステレオ計算用計算

機から送られた距離画像を含むボクセルの統合を行っ

た後，それぞれの領域に対して FLSMを適用する．

Step.3 最後に処理結果が表示用計算機に送られ，ボ

クセル空間全体の処理結果として統合，表示される．

3. 3 動物体境界の移動方向の推定

次に FLSM の特性を用いた，動物体境界の移動

図 3 PC クラスタシステム
Fig. 3 PC cluster system.

方向の推定手法について述べる．まず，時刻 t − ∆t

で復元した三次元形状の境界ボクセル Z(t − ∆t, i)

（0 ≤ i < num(t−∆t)，num(t−∆t)は復元した境界

ボクセルの数）の近傍の境界面の法線方向に存在する，

時刻 t の境界ボクセル Z(t, j)（0 ≤ j < num(t)）を

抽出する．これは図 4 (a)に示すように，まず各境界ボ

クセル Z(t−∆t, i)に対して固有のラベル L(t−∆t, i)

（0 ≤ i < num(t−∆t)）を用意し，次に前章で述べた

拡張成長速度場の構築処理の過程において，境界ボク

セル Z(t−∆t, i)に格納されているラベル L(t−∆t, i)

を境界ボクセルの周囲のボクセルに上書きする．次に

境界を進行させ，時刻 t で境界ボクセル Z(t, j) に格

納されているラベルを調べることで，境界ボクセル

Z(t−∆t, i)の近傍の境界面の法線方向に存在する境界

ボクセル Z(t, j)を抽出することができる（図 4 (b)）．

次に，時刻 tでの境界ボクセルの近傍の境界面の法

線方向を

N (t, j) =
∇ψj

|∇ψj | (3)

で計算する．ここで，時刻 (t −∆t)～tにおいて対象

物体の局所的な形状は保持されると仮定すると，境界

ボクセル Z(t −∆t, i) と Z(t, j) のそれぞれの近傍の

境界面の法線方向の一致度を用いて，境界の移動方向

を推定することができる（図 5）．まず境界ボクセル

Z(t, j)における境界移動方向ベクトルmd(t, j)を以

下の式で定義する．

md(t, j)

= F (Z(t, j))|(N (t − ∆t, i),N (t, j))|N (t, j)∆t

(4)

ただし，F (Z(t, j)) は境界ボクセル Z(t, j) での成長

図 4 法線方向に存在する境界ボクセルの検出
Fig. 4 Detection of zero level set toward normal

direction.
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速度である．また式 (4)より，対象物体の全体の移動

方向MD(t)を

MD(t) =
∑

0≤j<num(t)

md(t, j) (5)

と定義する．更に，境界ボクセルから距離データ点が

格納されているボクセルまでの最短距離 r に成長速度

は比例するので，動的に変化する境界の成長速度 F

の絶対値は大きくなる．これを利用することで，例え

ば腕や足などの体の一部のみを動かす場合，境界の局

所的な移動方向の推定が可能となる．具体的には，対

象物体の局所的な移動方向を以下の処理に従って推定

する．

（ 1） まず移動方向ベクトル md(t, j)（0 ≤ j <

num(t)）の大きさがあるしきい値 cより大きい境界ボ

クセル Z(t, j)を抽出する（図 6 (a)）．

（ 2） 次にその境界ボクセル Z(t, j) を中心として

大きさ d の立方体を考え，これを局所的な移動領域

Ll+1（l はこれまでに抽出された移動領域の数）とす

る（図 6 (a)）．またこの領域での移動方向ベクトル

Lmd l+1=md(t, j)とする．

図 5 境界の移動方向の推定
Fig. 5 Estimation of moving direction of boundary.

図 6 境界の局所的な移動方向の推定
Fig. 6 Estimation of moving direction of local

boundary.

（ 3） 更に，（ 2）で定義した立方体の 8 頂点が，

他に抽出された局所的な移動領域 Lk（0 ≤ k ≤ l）

に含まれる場合，移動領域 Lk と Ll+1 を結合す

る．また結合前の移動領域 Lk と Ll+1 の境界ボク

セル数をそれぞれ lnumk，lnum l+1 とすると，結

合領域内の移動方向ベクトルと境界ボクセル数を

それぞれ Lmdk ← (lnumk×Lmdk+lnuml+1×Lmdl+1)

(lnumk+lnuml+1)
，

lnumk ← lnumk + lnum l+1 とする．

（ 4）（ 1）～（ 3）をすべての境界ボクセルに対して

行う．

ただし，実験では c = 0.13，d = 2.0とした．

対象物体の移動方向を推定する手法として，例えば

復元した三次元形状の重心位置の時系列データを用い

ることが考えられる．しかし，対象物体の一部のみを

動かす場合，全体の重心位置を用いる手法ではその部

位のみの移動方向を推定することは困難である．これ

に対し，提案した移動方向推定手法は，境界の局所的

な移動方向の推定が可能である．また，動物体境界の

移動方向の推定処理は，FLSM 処理の枠組みの中で

行っているので，全体の計算量はほとんど変化しない．

3. 4 境界移動方向の推定値に基づく並列 FLSM

のための計算負荷の分散

3. 2で示した PC クラスタによる並列 FLSM処理

において，ボクセル空間を 4台の計算機で全く均一に

分割した場合，図 7 (a)に示すように物体の位置や形

状，物体数によって特定の計算機に負荷が集中する場

合がある．ただし，図 7 は三次元ボクセル空間の水平

断面図であり，xyz 座標系を図のように定義する．た

だし y 軸が高さ方向である．また対象物体が移動する

場合，移動する対象物体を遅れなく追跡するには，境

界面が対象物体の移動に追従可能な速度で成長する必

要がある．しかし FLSM において境界の成長速度に

は上限があるため，遅れなく追跡するには，FLSMの

図 7 物体位置や形状，物体数に応じた適応的なボクセル
空間の分割

Fig. 7 Division of 3D voxel space according to

target’s shape.
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更新回数が十分多くなければならない．十分な更新回

数を実現するには，例えば境界を処理する計算機にお

いて，復元する境界ボクセル数を低減することで計算

負荷を減らし，境界の更新回数を増やすことが考えら

れる．そこで，本論文では推定した移動方向に基づき

移動体を処理する計算機の計算負荷を低減することで，

移動体の正確な三次元形状を遅れなく復元する手法を

提案する．

まず，対象物体の位置と復元した三次元形状のボク

セル数に応じて，ボクセル空間の分割面を決定する．

具体的には，まず FLSM 計算機において復元したそ

れぞれの三次元形状情報を表示用計算機へと送信する．

次に表示用計算機において対象物体の形状分布を統合

し，図 7 (b)に示すように各領域内の三次元形状のボ

クセル数が等しくなるようにボクセル空間を四つの領

域へと分割し，ボクセル空間の分割面を仮決定する．

次に，移動体を処理する計算機の計算負荷を低減す

るために，仮決定したボクセル空間の分割面情報と推

定した境界移動方向に基づいてボクセル空間の分割

面を変更する．具体的には，上述の処理で仮決定した

ボクセル空間の分割面 P を，推定した境界の局所的

な移動方向ベクトル Lmd を用いて更新する．例えば

図 8 (a)に示すように局所的な移動方向ベクトル Lmd

と，破線で示す移動領域が推定された場合，図 8 の分

割面 P1 の z 座標値 Dz1 を以下のように変更する．

Dz1 ← Dz1 + e
min(p1, p2)

(p1 + p2)
Lmdz (6)

ただし，Lmdz は移動方向ベクトル Lmd の z 軸成分

とする．また，この移動領域が分割面 P1 に一部でも

含まれる場合 e = 5.0とし，それ以外の場合は e = 0.0

とする．p1，p2 は移動領域を分割面 P1 で分割した際

の，z 軸上の長さをそれぞれ示す．これにより，移動

図 8 移動方向推定値に基づくボクセル空間の分割
Fig. 8 Division of 3D voxel space based on estimated

moving direction.

する境界を含む計算機の計算負荷は低減され，境界の

更新回数が増加するため，移動する境界を遅れなく追

跡できる．

3. 5 提案手法の特徴

本手法の特徴として，以下の二つが挙げられる．

（ 1） 復元した三次元形状の重心位置を用いた手法

では，物体の一部のみを動かす場合，その部位の移動

方向を推定することは困難である．これに対し，提案

した動物体境界の移動方向推定手法は，境界の局所的

な移動方向の推定が可能である．ただし，本手法は境

界面の法線方向の一致度を用いて移動方向を推定する

ものであるから，曲率がほぼ 0の境界を対象とした場

合，境界の移動方向とその法線方向が異なっている場

合でも，法線方向を移動方向とみなすことがある．つ

まり，立方体など平面で構成される対象物体の移動方

向推定は困難である．また，本研究では提案した動物

体境界の移動方向推定手法を並列 FLSM 処理のため

の負荷分散の最適化手法へと適用するため，対象物体

の隣接する複数の部位がそれぞれ同じ方向に移動する

場合，それぞれの部位を分離した局所的な移動領域と

して抽出する必要はない．一方，移動方向が異なる場

合には，移動領域の統合処理において，移動方向ベク

トルの大きさに加えて推定された移動方向ベクトルの

角度でしきい値処理することで，それぞれ分離した局

所的な移動領域の抽出も可能である．

（ 2） 推定した物体境界の移動方向に基づいて，移

動する境界を処理する計算機の計算負荷を低減するこ

とで，後述の実験のように従来システムと比較してよ

り正確な三次元形状を遅れなく復元することができる．

ただし複数の移動領域が存在する場合，本論文で構築

したシステムでは計算機の台数，すなわち分割可能な

領域数が少ないため，それぞれの移動領域に応じた分

割境界の細かな修正ができない．このため本論文では，

対象物体の単一部位が動く場合を対象とするが，提案

手法は領域分割数を増やすことで複数部位への拡張も

可能であると考える．

4. 実 験

提案した動物体境界の移動方向推定手法の精度を調

べるために，単純な形状物体を用いたシミュレーショ

ン実験を行った．また舞踊動作を測定したステレオ距

離画像に対して提案手法を適用し，移動体の正確な三

次元形状を復元する実験を行った．更に，ステレオカ

メラ 6台を用いて舞踊の測定実験を行い，対象物体の
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図 9 単純な形状の物体を用いた移動方向の推定
Fig. 9 Estimation of moving direction using 3D models.

表 1 動物体境界の全体の移動方向の推定誤差
Table 1 Estimation error of moving direction.

Average [deg] Standard

variation [deg]

Translation toward

y axis 2.81 1.68

Rotation around

y axis 4.09 2.29

任意視点画像を生成した．

4. 1 単純な形状物体を用いたシミュレーション実験

図 9 に示す 2 種類の物体を用いて移動方向推定

のシミュレーション実験を行い，その推定性能を評

価した．ただし，使用したボクセル空間の解像度は

100 × 100 × 100（ボクセル空間の 1辺は 1.5 cm）で

ある．

まず図 9 (a) の球体（半径 0.1m）を用いた実験で

は，境界全体の移動方向ベクトル MD を推定した．

実験条件は次の二つ，(i) ボクセル空間の中心に設置

した球を y 軸に沿って動かした場合と，(ii)ボクセル

空間の中心から x-z 平面上に沿って 0.5m離した位置

に設置した球を，ボクセル空間の中心を通る y軸に平

行な直線を回転軸として回転（公転）させた場合であ

る．表 1 に実験条件 (i)，(ii)における推定された移動

方向ベクトルと実際の移動方向ベクトルとの角度の差

の平均と標準偏差を，また表 2 に実験条件 (i)におけ

る実際の球体の重心速度と推定した球体の移動速度の

表 2 動物体境界の全体の移動速度の推定誤差
Table 2 Estimation error of moving speed.

Velocity of COG

[m/s] 0.045 0.060 0.075 0.090

Estimated velocity

[m/s] 0.045 0.059 0.077 0.091

表 3 動物体境界の局所的な移動方向の推定誤差
Table 3 Estimation error of moving direction of local

boundary.

Average [deg] Standard

variation [deg]

A 5.68 3.26

B 4.83 2.50

平均を示す．これらの結果より，提案手法により境界

の移動方向と速度が推定できることが分かる．

次に図 9 (b) の球体（半径 0.15m）と円柱（半径

0.15m，高さ 0.3m）を組み合わせて作成したモデル

を用いた実験では，図 9 (b1)から図 9 (b2)のように

対象物体の局所的な部位 A，Bをそれぞれ x軸，z 軸

に沿って移動させ，境界の局所的な移動方向 Lmd を

推定した．表 3 に推定した局所的な移動方向ベクトル

と実際のその部位の移動方向ベクトルとの角度の差の

平均と標準偏差を示す．このように，この実験から平

均 5.68 度の精度で局所的な移動方向が推定できるこ

とが分かった．

4. 2 舞踊の測定データを用いた移動体の三次元形

状復元実験

次に実際に図 10 (a) に示すように舞踊動作を計測

し，右腕を動かす動作に対して提案手法を適用し，

移動体を処理する計算機の計算負荷を低減すること

で，移動体のより正確な三次元形状を復元する実験

を行った．ただし，使用したボクセル空間の解像度は

80× 80× 80（ボクセル空間の 1辺は 1.875 [cm]）で

あり，ステレオ距離画像のサイズは 640 × 480，また

ステレオ距離画像の計算速度は 10 [Hz] である．また

実験では，並列 FLSM に割り当てるボクセル空間領

域を単純に 4 分割した場合（Exp.A），形状分布から

分割面を決定した場合（Exp.B），境界の移動方向の

予測値に基づいて，移動する境界を処理する計算機

の計算負荷を低減するように分割面を決定した場合

（Exp.C），及びオフライン計算により十分な FLSM処

理の更新回数を確保した場合（Exp.D）について比較

した．図 10 (b)～(e)に（Exp.A～D）の結果をそれぞ

れ示す．また，（Exp.A～C）で復元した三次元形状全

体のボクセル数を図 11 (a)に，（Exp.D）におけるボ
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図 10 移動体の三次元形状復元
Fig. 10 3D shape reconstruction of moving object.

クセル数を図 11 (b)に示す．これより，右腕を高速に

動かす t = 1.7～3.3 の区間において，（Exp.C）で復

元した三次元形状は（Exp.A），（Exp.B）で復元した

三次元形状と比べて，より（Exp.D）における三次元

形状に近いことが分かる．更に，図 12 に時刻 t = 2.1

において推定された移動領域と移動方向を示す．

また，図 13 に（Exp.C）において FLSM計算用計

算機 PC1～PC4 でそれぞれ復元した境界ボクセル数

を示す．実験では PC1 に割り当てられた領域で右腕

を高速に動かしており，三次元形状を高速に復元する

ためには PC1 の計算負荷を低減する必要がある．こ

れに対し，（Exp.C）では PC1 で復元する境界ボク

セル数が低減されていることが分かる．また，表 4

に t = 1.7～3.3 [s]の区間における，PC1での FLSM

処理の 1 回の計算時間の平均値，標準偏差，最大値

をそれぞれ示す．これより，（Exp.C）の計算時間は

図 11 復元した三次元形状のボクセル数
Fig. 11 Number of voxels of reconstructed 3D model.

図 12 局所的な移動領域と移動方向の推定結果
Fig. 12 Estimated local moving region and its

direction.

（Exp.A），（Exp.B）の計算時間と比べて低減されて

いることが分かる．一方，PC1以外の計算機（PC2～

PC4）では計算負荷が増加しているものの，実際の対

象物体の移動量は少ないため，PC1 と比較して少な

い収束計算回数でも対象物体を復元することができて

いる．

更に，（Exp.A～C）で復元した三次元形状の精度を

評価した結果を図 14 に，また誤差の最大値，平均値，

標準偏差を表 5 に示す．ただし，（Exp.D）で復元し

た三次元形状と，（Exp.A～C）で復元した三次元形状

とのボクセル一つ当りの最短距離を誤差とした．これ
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図 13 PC1～PC4 で復元した三次元形状のボクセル数
Fig. 13 Number of voxels at PC1 ∼ PC4.

表 4 PC1 の計算時間の比較
Table 4 Comparison of computation time at PC1.

Average [ms] Standard Max [ms]

deviation [ms]

Exp.A 16.24 6.982 48.10

Exp.B 12.79 6.343 36.94

Exp.C 10.58 5.468 27.83

図 14 復元した三次元形状の精度
Fig. 14 Accuracy of 3D shape recontruction.

表 5 復元した三次元形状の精度の比較
Table 5 Comparison of accuracy of reconstructed 3D

model.

Average [cm] Standard Max [cm]

deviation [cm]

Exp.A 0.5839 1.101 17.18

Exp.B 0.3774 0.8658 13.26

Exp.C 0.3017 0.7217 7.016

より，（Exp.C）では（Exp.A），（Exp.B）と比較して

より正確な三次元形状の復元が行えることが分かる．

提案した負荷分散手法は，すべての計算機の計算負

荷の均等化を目指すものではなく，移動している対象

物体を遅れなく復元するために，高速な処理の必要な

計算機の負荷を下げ，他の計算機の負荷を上げること

図 15 自由視点画像の生成
Fig. 15 Free viewpoint image.

で，システム全体として三次元再構築処理の最適化を

図ったものである．本実験では，移動体を処理する計

算機の負荷は低減され，一方で移動体を処理しない計

算機の負荷は増加しており，提案手法が有効に機能し

ていることが確認できた．

4. 3 舞踊動作の自由視点画像の生成

更に提案システムに基づき，ステレオカメラ 6台を

用いて舞踊の計測実験を行い，任意の視点から見た対

象物体の画像を生成する実験を行った．ただし，使用

したボクセル空間の解像度は 100×100×100（ボクセ
ル空間の 1辺は 1.5 [cm]）である．また実験では図 2

に示すようにステレオカメラ 1～5 は側面に，ステレ

オカメラ 6は天井に設置しており，オフライン処理に

より FLSM処理を行った．図 15 (a)にステレオカメ

ラ 2 で撮影したカラー画像を，また図 15 (b) に生成

したモデルに対し，離散マーチングキューブ法を適用

し，その後テクスチャマッピングを行った結果を示す．

5. む す び

本論文では高速な境界追跡手法である Fast Level

Set Method を複数ステレオ距離画像に適用し，複数

対象物体の三次元形状をオクルージョンに頑強に復元

するシステムの概要を示した．また，提案したシス

テムを 8 台の計算機からなる PC クラスタへ実装し，

Fast Level Set Method処理の並列計算により，より
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高速な三次元形状の復元を実現した．更に，対象物体

が移動する場合，その移動方向を推定し，移動体を処

理する計算機の計算負荷を低減することで，移動体の

正確な三次元形状を遅れなく復元する手法を提案した．

舞踊の測定実験により，対象が高速に移動しても，従

来システムと比較してより正確な三次元形状の復元が

可能であることを示した．今後は，対象物体の隣接す

る複数部位がそれぞれ異なる方向に移動する場合，境

界ボクセルの移動方向推定結果を用いることで，それ

ぞれの移動領域を分離して抽出する手法を開発する．

また三次元空間の分割数を増やし，複数の局所的な移

動領域の移動方向推定結果を用いた，多くの分割面を

制御する手法を提案する．更に 8台の計算機を追加し

た，16 台の計算機からなる PC クラスタへ提案シス

テムを実装することで，自由視点画像の実時間生成を

行う予定である．
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