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Fast Level Set Methodを用いた複数移動物体の三次元追跡
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3D Tracking of Multiple Moving Objects using Fast Level Set Method
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The level set method (LSM) has attracted much attention as a method that realizes a topology free active contour

modeling. This method utilizes an implicit representation of a contour to be tracked, and is able to handle the

topological change of the contour intrinsically. Various applications including motion tracking and 3D geometrical

modeling have been proposed so far. However, the calculation cost of reinitialization and updating of the implicit

function is considerably expensive as compared with conventional active contour models such as “Snakes”. To over-

come this problem, we have proposed an efficient algorithm of the LSM named the Fast Level Set Method (FLSM).

This paper presents a 3D simultaneous motion tracking system of multiple targets using the FLSM, and shows a

series of experimental results to verify the effectiveness of the system even in the event of occlusion. Characteristics of

this system are as follows: (i) Topologically free, (ii) Robustness for self and mutual occlusion, (iii) Ease to calibrate

several stereo cameras using ICP algorithm. In this paper, we present a robust 3D motion tracking system for target

occlusion using the FLSM, and show some experimental results of tracking of multiple targets.
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1. は じ め に

巡回ロボットに搭載した監視カメラによる移動物体抽出や，舞
踊ロボットや歩行ロボット開発のための人間の動作解析を目的

としたモーションキャプチャシステムなど [11]，二次元，三次
元空間での領域分割，抽出，追跡技術は，コンピュータビジョ
ンのみならずロボットの分野でも重要な研究課題である．
テレビカメラによる移動体追跡や三次元幾何モデリングの分

野では，Snakes [7] や Deformable surfaces [3] [5] [19] は対象
物体を内包する閉曲面（線）を安定に抽出するための手法とし
て広く利用されている．しかし，これらの手法に共通して，閉
曲面の分離や閉曲面同士の結合など，位相変化への対応が困難

であることが問題とされていた．
これに対し，1980年代後半に本質的に位相変化が可能なLevel

Set Method（LSM）[14] が提案され，移動体追跡 [15] や三次
元幾何モデリング [20] [21] などの応用例が報告されている．こ

の手法は，検出する境界を一次元高い補助関数のゼロ等高面と
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みなし，境界の進行条件である偏微分方程式を数値的に解いて

補助関数の形状を変更し，そのゼロ等高面を次々に検出するこ
とで境界形状を動的に制御する手法である．
この手法を計算機内で実現するには，まず一般に空間を均一

セルで離散化する．次に，境界の曲率や，例えば画像濃淡値な

どのセル周辺の状況から計算される成長速度を用いて，境界を
含むセルとその周囲のセルに設定された値（通常は境界からの
距離や境界の予想到達時刻）を，ある設定した積分時間間隔で
繰り返し更新していく．しかし更新とともに積分誤差が蓄積す

るため，安定な解を得るには，一定回数更新後に各セルの補助
関数の値を再計算し，以降の計算の初期値として設定する必要
がある．この各セルへの初期値の設定，および各更新ごとの成
長速度の計算には多くの計算量が必要であり，計算の高速化が

大きな課題である．
この問題に対し，Level Set Methodの高速化手法が提案され

ており，代表的なものとして，Narrow Band Method（NB）[4]

と Fast Marching Method [17]が挙げられる．NBでは，空間

全体に対して補助関数を計算するのではなく，ゼロ等高面に近
い領域（Narrow Band）だけに対して補助関数を計算すること
で処理の高速化を図っている．しかし，後で述べる拡張成長速
度場を用いる場合には，Narrow Band 内の各セルごとに最近

傍境界を探索しなければならず，計算コストは依然として高い．
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一方，Fast Marching Methodはより計算量の少ない効率的な
手法であるが，曲面（線）の膨張と収縮が同時に実現できない

という制限がある．
我々はこれまでに Level Set Method の高速かつ安定な実装

法として，拡張成長速度場の利用と高速な拡張成長速度場の構
築を特徴とする新たな Fast Level Set Method（FLSM）を提

案し，二次元ビデオ画像上で複数移動物体を実時間同時追跡す
るシステムを構築した [23]．本論文では複数ステレオカメラを
用い，提案した FLSMを適用してオクルージョンに頑強に三次
元物体の形状取得および追跡を行う三次元モーションスキャナ

を提案する．また，構築したシステムを用いた複数人体概形の
同時追跡実験の様子を紹介する．
本論文では，まず第 2章では Osher，Sethianらによって提

案された Level Set Methodを紹介する．次に第 3章で，拡張成

長速度場の高速な構築手法である Fast Narrow Band Method

（FNB）と，それを発展させた高速で安定な Level Set Method

である Fast Level Set Methodの概要を示す．さらに，第 4章
でステレオカメラを用いた人体の三次元形状の取得，追跡実験

を紹介する．第 5章はまとめである．

2. Level Set Methodとその高速化手法

2. 1 Level Set Method

Level Set Method は，Osher，Sethian ら [14] によって提

案された位相変化が可能な動的輪郭モデルである．例として，
三次元 xyz 空間内での LSM を用いた境界追跡法について説
明する．まず，時刻 t での境界位置を C(p, t) とする．ただし
p = (px, py, pz)である．この境界に含まれる点 pは，移動速

度 F (κ)で法線方向 N に移動していると考える．ここで κ は
その点での境界の曲率であり，F を成長速度という．
次に，時刻 tにおける補助関数 z = Ψ(x, y, z, t)を導入し，境界

位置 C(p, t)はその関数の一部，すなわち z = Ψ(x, y, z, t) = 0

を満たすΨで表されると考える．ここで，点p(t)が境界C(p, t)

上の点であると仮定すると，これが常に Ψ(x, y, z, t)のゼロ等
高面である条件は，Ψ(p(t), t) = 0 で表される．これを時間で
偏微分すると，

Ψt + ∇Ψ(p(t), t)pt = 0 （1）

となり，さらに式（1）は以下のように変換される．

Ψt = −F (κ) | ∇Ψ | （2）

Ψ(C0(p), 0) = 0 （3）

このように境界 C(p, t)を直接的に移動する代わりに，補助関
数Ψ(x, y, z, t)を更新し，Ψ(x, y, z, t) = 0として境界を求める

ことで，位相の変化に対応した領域追跡が可能となる．実際に
空間上の点 i, j, kにおいて補助関数Ψijk を更新するには，一般
には以下のいわゆる Upwind Schemeが使われる．

Ψn+1
ijk = Ψn

ijk − Fijk|∇Ψn
i,j,k|∆t （4）

ただし，nは積分回数，∆tは積分間隔である．

三次元距離画像における領域追跡の具体的な実現法を考える．

例えば空間上の点 (x, y, z)における時刻 tでの Ψ(x, y, z, t)の
値を，その時刻における境界 Ψ(x, y, z, t) = 0からの符号付距

離（境界の内側が負，外側が正）とし，また成長速度 F (κ)を

F (κ) = kI(a − bκ) （5）

で与えることにする．ただし kI は距離データ点の密度勾配に
関する項，κは境界の曲率，a, b ≥ 0は定数である．
さて，拡張成長速度場 [14] [23] を用いた Level Set Method

では，各ボクセルの成長速度を決定するために，まず zero level

set（補助関数値が 0のボクセル）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，Upwind Schemeにより補助関数を更新する場合，更
新とともに積分誤差も積算されるため，安定な解を得るには一
定回数更新後に各ボクセルごとに補助関数の値（一般には現在
の 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」の処理が必要である．
しかし，上記の拡張成長速度場の構築処理や再初期化処理に

おいて，各ボクセルで現在の zero level set からの距離を得る
際，各ボクセルからの最近傍 zero level setの探索処理を行わな

ければならない．この計算コストは非常に高く，これが Level

Set Methodの大きな問題となっている．
2. 2 Narrow Band Method

Level Set Methodの計算コストを削減するために，これまで

に様々な高速化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 [4]．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
する必要はないことから，この手法ではゼロ等高面に近い領域

だけに処理を限定することで処理の効率化を図っている．さら
にこの手法では計算コスト削減のために，ゼロ等高面がNarrow

Band 領域の境界に近付いたときのみ Narrow Band 領域内で
再初期化処理を行う．

3. Fast Level Set Method

NB は Level Set Method に比べると高速な手法であるが，
依然として計算コストは高い．そこで，我々は（i）最近傍点探
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 Fast Narrow

Band Method（FNB）[20]と，（ii）補助関数の再初期化処理の
高速化と頻繁な再初期化を特徴とする，高速で安定な Level Set

Methodである Fast Level Set Methodを提案した [23]．以下，
これらの手法を簡単に紹介する．詳細については，文献 [23]を

参照されたい．
3. 1 高速な拡張成長速度場の構築法（Fast Narrow Band

Method）

ここでは三次元空間での実装法について説明する．まず，

断面図が Fig. 1 (b) のように表される球形の参照マップ球
（Fig. 1 (a)）をあらかじめ作成する．これは，原点周辺にある
ボク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 2乗距離が r であるボクセルの集合を Rr とし，

r = 0～δ(δ + 1)に対するリスト R0, R1, · · · , Rδ(δ+1) をそれぞ
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(a) 3D (b) Section view

Fig. 1 An example of reference map sphere

れ作成する．なお，ここで距離にはボクセル中心間のユークリッ
ド距離を用いることとし，また δ > 0は Narrow Bandの幅で
ある．一例として Fig. 1に，Narrow Band の幅 δ = 3におけ

る参照マップ球（R0～R12）の断面を示す．グリッドに書き込
まれている数字（r）は，属しているリスト（Rr）を示す．
次に，作成した参照マップ球を用いて拡張成長速度場を構築

する．ただし，zero level setでの成長速度は式（5）等により

あらかじめ決定されているものとする．まず，リスト Rδ(δ+1)

を用いて，ある zero level setからの 2乗距離が δ(δ + 1)であ
るボクセルを選択し，その zero level set に格納されている成
長速度の値を選択されたボクセルに仮登録する．この処理をす

べての zero level setに対して行う．次に，添字の値を 1小さく
して同じ処理を行い，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，異なる値がすで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，各ボクセルには最も近い zero level

set における成長速度の値が登録されている．このように，参
照マップ球内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が構築できる．

以上の手法を Fast Narrow Band Method（FNB）[20]と呼ぶ
ことにする．

3. 2 参照マップ球の分割と再初期化処理との統合（Fast

Level Set Method）

Fig. 2 に示すように分割した参照マップ球を用いることで，
前項の FNBは書き込む領域を限定し，さらに効率化できる．例
えば，ある zero level set（a）の左側に zero level set（b）が
隣接している場合，（a）の左側の領域には，（b）よりも（a）に

近い点は存在しない．同様に（b）の右側の領域には，（b）より
も（a）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
き込みのオーバーラップを減らすことができ，拡張成長速度場

を高速に構築できる．
さて，Level Set Methodにより境界を安定に検出するには，

一定回数更新後に各グリッドにおいて，現在の 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

期化処理が必要となる．ところが，前節までに提案した拡張成
長速度場の構築処理は，各グリッドで現在の zero level setから
の距離に応じて成長速度を上書きする処理であり，その過程で
距離も同時に上書きすることで，各グリッドに 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

Fig. 2 Division of reference map

Table 1 Comparison of calculation cost between conventional
Level Set Method and Fast Level Set Method in 3D

Level Set Method Fast Level Set Method

Construction of
velocity field O(δn2logn) O(δ3n2)

Reinitialize O(δn2logn) -

Updating process O(δn2) O(δn2)

Detection of
zero level set O(δn2) O(δn2)

るメモリー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．また，拡張成長速度場の計算は各更新時ごとに行われ
るので再初期化の処理もほとんど計算量を増やすことなく，最
大で各更新時ごとに行うことができる．

従来の Level Set Methodと提案した FLSMの計算量の比較
を Table1に示す．ただし，nは三次元空間の一辺のボクセル
数，δ は Narrow Band の幅とする．従来提案されている最も
高速な手法である Fast Marching Method [1]を用いた場合が

O(δn2logn)であるのに対し，FLSMは O(δ3n2)である．さら
に，提案した FLSMでは再初期化処理を拡張成長速度場の構築
に統合でき，このときの全体の計算量は再初期化の有無にはほ
ぼ無関係，すなわち再初期化処理を見掛け上，計算量 0で実行

できる．

4. ステレオカメラを用いた人体の三次元追跡

4. 1 オクルージョンに頑強な三次元モーションスキャナの

提案

対象物体全周の三次元形状をカメラを用いて復元する代表的
な手法として，視体積交差法 [9] [13] [26]と多視点ステレオ [16]

が挙げられる．視体積交差法は，任意の視点から対象を撮影し，
そのとき得られる二次元シルエットを実空間に投影した錐体（視
体積）を考えると，対象はその錐体中に含まれるという制約条
件に基づいている．したがって，対象物体の詳細な形状を求める

には多くのカメラを配置する必要があり，またシルエットが正
確に切り出されるように背景を工夫する必要がある．また，凹
物体やオクルージョンがある場合には，原理的に形状を復元で
きない．さらに，視体積交差法と多視点ステレオに共通する問

題として，複数カメラ間の正確なキャリブレーションは非常に
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Fig. 3 3D motion scanner using multiple stereo cameras

複雑な処理であることが挙げられる．
そこで，本論文では少数のステレオカメラ（PointGrey社製，

Bumblebee）を用い，提案した FLSM を適用して凹物体やオ

クルージョンがある場合でも人体概形の復元，追跡を行うこと
ができる三次元モーションスキャナを提案する（Fig. 3）．

4. 2 FLSMによる人体概形の復元と追跡

4. 2. 1 カメラキャリブレーション

まず Fig. 3 に示すように校正済みステレオカメラを複数台，
対象の周囲に配置する．次に，複数カメラ間の相対位置を決定
するためにカメラキャリブレーションを行う．一般に複数台の

カメラを用いる場合，正確なキャリブレーションには非常に複
雑な処理が必要となる．しかし，本システムは形状が既知の物
体を複数ステレオカメラで異なる視点から測定し，三次元空間
内の誤差を評価値として視点位置を繰り返し推定する ICPアル

ゴリズムを用いて，得られた距離画像データを三次元空間内で
位置合わせすることで，ステレオカメラから得られる密な距離
情報を用いてカメラ間の相対位置が決定できる．すなわち，通
常行われる少数の特徴点を用いたキャリブレーションに比べて，

画像中から特徴点を特定する必要が無く，自動化が容易である．
また，より多くの三次元点を用いるため，高精度なキャリブレー
ションが期待できる．

4. 2. 2 複数距離画像の統合

次に実際に対象物体に対して，おのおののステレオカメラか
ら距離画像を獲得し，次の手順で三次元空間で複数距離画像の

統合を行う．まず空間を N × N × N のボクセルの集合に分割
する．ただし各ボクセルは IN（人体の内部），OUT（人体の外
部）の投票箱を持つものとし，初期値としてすべてのボクセル
の投票箱に INを与える．また，Fig. 4に示すように，ステレ

オカメラの距離画像上の各画素をボクセル空間に逆投影し，そ
の画素に対応する距離データ点を含むボクセル Aとカメラの投
影中心との間に存在するボクセルの投票箱に対して OUTを投
票する．このような投票をすべてのステレオカメラのすべての

画素に対して行い，IN の投票箱を持つボクセルの集合 S を求
める．

4. 2. 3 FLSMによる人体形状の復元と追跡

求めたボクセル集合 S を用い，FLSM による人体概形の追
跡を行う．まず，ボクセル集合 Sの中で OUTが投票されてい
るボクセルに隣接するボクセルを停止領域（stopping region），

その他のボクセルを内部領域（inner region）と定義する．全

Fig. 4 Voxel voting

(a) (b)

(c) (d)

Fig. 5 Stopping region and inner region

ボクセル空間を内包する初期曲面を考え，FLSMを用いて曲面
を収縮させ，停止領域内に zero level setが到達した場合には，
成長速度を小さくすることにより人体概形を復元する．

4. 2. 4 オクルージョンへの対応

Fig. 5 (a)にカメラを空間の前後に 2台配置した時のボクセ

ル空間内に複数人体が存在する様子の水平断面図を，Fig. 5 (b)

にその時の停止領域と内部領域の様子を示す．このように両方の
カメラから複数人体のすべての表面が観測できれば，FLSMを
適用して正確な人体概形の復元が可能である．しかし，Fig. 5 (c)

のように人体が移動すると相互オクルージョンが発生し，また
腕や足などによっても自己オクルージョンが生じることがある．
これらの場合，停止領域が Fig. 5 (d) のようになるため，空間
全体を内包する初期曲面から FLSMを適用すると複数の領域が

結合した概形が復元される．そこで，オクルージョン領域が発
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Fig. 6 Zero level set in occluding boundary

生する場合でもそれぞれの形状を分離して復元するために，オ
クルージョンの領域内では zero level set を進行させない，つ

まり Fig. 6に示すように，zero level set点 Aがオクルージョ
ンの領域内に存在すると判断された場合は，点 Aの成長速度を
小さくすることにする．具体的には，現在の zero level set 点
Aに対し，まず各ステレオカメラから獲得した距離データ点を

含むボクセルと点Aとの間の距離をそれぞれ d1, d2，またその
和を D とし，d1と d2の最小値と D との比 rd を

0 ≤ rd =
min(d1, d2)

D
≤ 1

2
（6）

と定義する．次に，以下の手順に従って式（5）で用いる係数 kI

を決定する．
（1）点 Aが停止領域内の場合，その点では zero level setを進

行させない（kI = 0）．

（2）点 A が内部領域内に存在し，かつ D > a（奥行き方向に
十分な厚さがある）であり，

（a）rd > b（厚みが急激に変化する）の場合，その点はオク
ルージョン領域内と仮定し，zero level setをほとんど進

行させない（kI ≈ 0）．
（b）rd ≤ b（厚みがあまり変化しない）の場合，その点はオ

クルージョン領域外と仮定し，zero level setを進行させ
る（kI = C）．

（3）点 Aが内部領域内に存在し，かつ D ≤ aである場合，そ
の点はオクルージョン領域外と仮定し，zero level setを進
行させる（kI = C）．

（4）点 A が内部領域・停止領域のどちらにも存在しない場合，

zero level setを進行させる（kI = −C）．
ただし，C は定数であり，実験では a = N/2，b = 1/8とし

た（Nはボクセル空間での各座標軸方向のボクセル数）．また，
これらの値は物体の大きさやその移動速度に依存するため，実

験ではこれらの値を経験的に決定した．上述した処理は，それ
まで観測されていた物体の厚みが急に増加した場合，オクルー
ジョン領域が発生したとみなして，元の境界の位置を保持する
というものであり，これにより分離して観測されていた物体は，

オクルージョン領域が生じてもある程度元の形状を維持するこ

とができる．

4. 2. 5 本システムの特徴
本システムの特徴として，次の四つが挙げられる．まず，本

手法は距離データを時空間的に統合するため，距離画像内のノ

イズに対して頑強である．次に，本手法はシルエット法に比べ
て背景と対象の分離が容易であり，背景差分や特殊なスタジオ
は必要ない．また校正済みステレオカメラを用い，ステレオ視
により得られた複数カメラの三次元点を ICP法 [2]を用いて位

置合わせすることで，複数カメラ間のキャリブレーションを自
動的に行うことが可能である．さらに，FLSMにより閉領域境
界を追跡するため，一時的にデータ欠損が生じても滑らかな境
界の保存が可能である．すなわち，一時的にオクルージョン領

域が発生しても，その領域では以前の境界を保つことで物体形
状の概形を得ることができ，オクルージョンに強い．
カメラを用いてシーン内に存在する複数の物体を追跡する際，

それら相互にオクルージョンが生じる問題に対し，それぞれの

物体の位置を推定し，追跡を継続する手法がこれまでに提案さ
れている．例えば単一視点からの観測に基づく方法に対しては，
物体の輪郭 [8] [12]や見掛け [6]に関するモデルを用いたり，注
視点の階層的な制御 [25]やMarkov Random Filedモデル [22]

を用いることで，カメラに対する複数の物体の奥行き順序を推
定し，オクルージョンに強い対象追跡を実現している．
一方，提案手法と同様，複数視点からの観測に基づく方法と

して，例えば大塚ら [24]は複数物体の二次元シルエット像の視

角変化量として与えられる観測値に対して，再帰的ベイズ推定
を用いて相互オクルージョンの空間構造を推定する枠組みを示
し，パーティクルフィルタを用いた実装法を提案している．し
かし推定される物体形状は既知かつ楕円などで近似された単純

な構造であり，自由形状物体のオクルージョン判定には拡張さ
れていない．一方，提案手法は物体を構成する面自体を時空間
的に追跡する手法であり，任意の自由形状物体に対して適用可
能である．

4. 3 実験

提案した FLSM を適用して人体の追跡実験を行った．使用

した距離画像のサイズは 640 × 480 pixel，計算機は Pentium

IV Xeon，2.8 [GHz] である．Fig. 7 に示すように，実験では
1.2 [m]立方のボクセル空間中心から 2台のステレオカメラをそ
れぞれ 2.3 [m]離して設置した．

Fig. 8に人間動作の追跡実験の結果を示す．ただし，Fig. 8 (a)

は実際の実験の様子，Fig. 8 (b)は実験結果を示しており，用い
たボクセル空間の解像度は 200 × 200 × 200（ボクセルの一辺
は 0.6 [cm]）である．Fig. 8 (c)は，Fig. 8 (b)に示す人体形状に

マーチングキューブ法 [10]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．全体の処理速度はボクセル空間の解像
度 50×50×50（ボクセルの一辺は 2.4 [cm]），200×200×200

を用いた場合，それぞれ 15.4 [Hz]，0.84 [Hz]であった．

次に，Fig. 9に箱の受け渡し動作を計測した結果を示す．た
だしボクセル空間の解像度は 50 × 50 × 50 であり，Fig. 9 (a)

は実際の実験の様子，Fig. 9 (b)はボクセル空間を上方から示し
たもの，Fig. 9 (c)はボクセル空間を斜め上方から示したもので

ある．これより，箱を渡すことで分離した境界が，箱を受け取
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Fig. 7 The camera settings

(a) Object

(b) Voxel data
(200 × 200 × 200)

(c) Texture mapping

Fig. 8 3D reconstruction of human body

(a) Objects (b) Top view (c) Cross view

Fig. 9 3D reconstruction of multiple human bodies with a box

ることで別の境界に統合しており，境界の位相変化に柔軟に対
応できていることが確認できる．
次に複数人体の追跡を行った結果を Fig. 10 に示す．ただ

し，用いたボクセル空間の解像度は 100 × 100 × 100 であり，
Fig. 10 (a)は実際の実験の様子，Fig. 10 (b)はボクセル空間を
上方から示したもの，Fig. 10 (c)はボクセル空間を斜め上方から
示したもので，複数対象物はFig. 11 (a)から Fig. 11 (b)，ある

いは Fig. 11 (c)から Fig. 11 (d)に示すように移動する．Fig. 10

(a) Moving objects (b) Top view (c) Cross view

Fig. 10 3D reconstruction of multiple human bodies

(a) (b)

(c) (d)

Fig. 11 Occluding boundary

より，複数対象物が交差し，相互オクルージョンが発生する場合
でも，人体概形を保存しつつ追跡できていることが分かる．こ

れらの実験より，シーンに人体が複数存在し，お互いが交差す
るように移動する場合でも，それぞれ分離した三次元形状の復
元と追跡がある程度可能であることを確認した．

5. ま と め

本論文では高速で安定な Level Set Method の解法として，
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拡張成長速度場の利用と高速な拡張成長速度場の構築を特徴と
する Fast Level Set Methodの概要を示した．また，複数ステ

レオカメラを用い，提案した FLSMを適用して三次元人体概形
の追跡を行う三次元モーションスキャナを提案し，複数の物体
が存在しオクルージョンが発生する場合でも，それぞれを分離
した三次元形状の復元と追跡が可能であることを確認した．し

かし，本システムは単純な閾値処理によりオクルージョン領域
を推定しているために，物体間の距離やオクルージョンの継続
時間によって複数対象物を分離することが困難になる場合があ
る．そこで，今後はこの問題の解決策として，ラベリングした

対象物の概形や体積などの情報を保存し，それらの情報を用い
てオクルージョンの発生を推定する手法を検討する．また，提
案した三次元モーションスキャナシステムを PCクラスタに実
装し，より詳細な対象物体の三次元形状をより高速に復元する

システムを開発する予定である．
謝 辞 本研究の一部は 21世紀 COEプログラム「システム
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