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あらまし 我々は現在，環境情報構造化に基づく人間とロボットの共生社会の実現を目指した「ロボットタウンプロ

ジェクト」を推進している．これは従来のロボット研究がロボット単体の高機能化を追求する余り，実世界で真に役立

つロボットが実現されていないとの反省に立ち，ロボット周囲の環境を知能化，構造化し，日常環境を整備環境化す

ることで，人間とロボットが安全に共生できる社会の実現を目指したものである．本プロジェクトにおける開発項目

は，操作対象（物），ロボットや人間（体），および環境構造（場）など「モノ・ヒト・ソコ」の環境情報管理システ

ム ����� �����	
	�� ���	
� ����や移動ロボットによる環境計測，��タグを利用した管理システムなど多岐にわた

るが，本論文では特に本プロジェクトで開発された��技術に焦点を当て，分散センサシステムによる人間やロボッ

トの追跡，および人間動作のオンライン推定システムを紹介する．まず環境に分散配置されたビデオカメラとレーザ

レンジファインダを用い，解像度の異なる２種１組のパーティクルフィルタのみで多数の移動体を同時追跡するシス

テムを紹介する．次に広域に配置された分散ビデオカメラを用い，対象の位置姿勢に応じて使用するカメラを次々に

切り替えて，オンラインで人間の動作を推定するモデルベース動作計測システムを提案する．

キーワード 人間共生ロボット，センサネットワーク，レーザレンジファインダ，トラッキング，動作推定
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�� は じ め に

ロボットの活動の場が工場内から人間が共生する日常環境へ

と移行し，ロボットを取り巻く状況が複雑になるにつれて，ロ

ボットが処理すべき情報量は飛躍的に増加する．しかし，この

膨大な情報処理を全てロボット単体で行わせることは，搭載す

るセンサや計算機の能力から非現実的である．一方，ロボット

を導入する日常環境をロボットが活動しやすいように整備し，

例えば環境側に予め多様なセンサを分散配置して，ロボットが

自身で獲得する情報に加えて環境側からも必要な情報を得るこ

とができれば，超高機能なロボットでなくとも実世界で使用で

きる実用的なシステムが構築できる．このようなロボットを取

り巻く環境の整備を「環境構造化」といい，現在各地で精力的

に研究が進められている ���．

我々も現在，環境情報構造化による人間・ロボットの共生社

会の実現を目指した「ロボットタウンプロジェクト」を推進し

ている ���（図 �）．本プロジェクトにおける開発項目は，操作
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対象（物），ロボットや人間（体），および環境構造（場）など

「モノ・ヒト・ソコ」の環境情報管理システム ����	 
�	���	�

������ �
�� ���や移動ロボットによる環境計測 ���，��タグを

利用した位置管理システム ���など多岐にわたるが，本論文で

は特に本プロジェクトで開発された ��関連技術に焦点を当て，

（ �） 環境に分散配置されたビデオカメラとレーザレンジ

ファインダを用い，解像度の異なる２種１組のパーティクル

フィルタだけで多数の移動体を同時追跡するシステム，

（ �） 広域に配置された分散ビデオカメラを用い，対象の位

置姿勢に応じて使用するカメラを次々に切り替えて，オンライ

ンで人間の動作を推定するモデルベース動作計測システム

を紹介する．

�� �����	�	パーティクルフィルタを用いた多
数の移動体追跡システム

まず，環境に分散配置した種々のセンサによって，ロボット

に必要な環境情報の一つである人間や自分，あるいは他のロ

ボットなどの移動体を追跡し，位置を計測しするシステムを紹

介する．

これまで我々は，ビデオカメラを用いた ��� �� ���� !	�に

よる複数移動体の追跡システムを開発してきた �"�．しかし近

年，ビデオカメラに比べて測定精度や分解能に優れたレーザレ

ンジファインダが市販され，これを用いることでより高精度か

るロバストな追跡が可能となる．そこで本研究では，これまで

開発した ��� �� ���� !	� と，環境に置かれたレーザレンジ

ファインダからの距離情報を統合し，各センサ特有のノイズに

対する頑健性の高い対象追跡を行なうシステムを構築する．

移動体追跡ではカルマンフィルタやパーティクルフィルタな

どの時系列フィルタを適用することでノイズや隠れに対して

頑健になることが知られている．そこで本論文では，モデル

に対する少ない事前知識で異種センサ情報を統合できるパー

ティクルフィルタを採用する．しかし，パーティクルフィルタ

には複数対象を追跡する場合に一部の対象にだけ粒子が集中

し，粒子が全く集まらない対象は追跡を見逃してしまうとい

う問題 �#�	���� $��%��� がある．この問題を解決するた

め，本論文では �種類のパーティクルフィルタ（��& ��'(	�!��

��$����	� &����!	��パーティクルフィルタ，
�
� �
�� ��

�)�!	 
�	� ������パーティクルフィルタ �*�）を結合し，複数

移動体を頑健に同時追跡する手法を提案する �+�．

�� � 関 連 研 究

レーザレンジファインダを用いた移動体追跡は，環境に固定

したシステムと，移動ロボットに搭載したシステムに分類で

きる．

環境に固定したレーザレンジファインダによる歩行者の追跡

には，中村らによる一連の研究 �,� ��-� がある．彼らはレーザ

レンジファインダ ��!� �
��--�を最大 "台用いて足首位置を

計測し，歩行動作の解析から作成された複数状態遷移を有する

カルマンフィルタにより足断面上の点をクラスタリングするこ

とで，通常時 �--.（��,人），通勤ラッシュ時 +-.の追跡成功

率を達成している �,�．またこの手法はカメラ画像と統合され，

レーザ計測による追跡に失敗した時には 
�	 �)!/�法によるカ

メラ画像上での追跡に切り替えることで，ロバストな歩行者追

跡を実現している ��-�．この他にも，0��($�	�� 1�!2を用いた

手法 ����，腰位置をカルマンフィルタおよびパーティクルフィ

ルタで追跡したもの ����，レーザで膝上を追跡し，カメラの肌

色抽出と組み合わせて身長や位置をカルマンフィルタで推定す

る手法 ����，あるいはレーザレンジファインダとカメラを用い

た応接システム ����などが提案されている．

一方，移動体にレーザレンジファインダを搭載し，環境モデ

ル構築や障害物回避，追跡を行ったものとしては，車椅子搭載

レンジファインダによる障害物回避 ����，パーティクルフィル

タを用いた歩行者の追跡��"� ��*�，全方位カメラとレーザレン

ジファインダによる歩行者の追跡��+�など多数のシステムが提

案されている．

�� � ビデオカメラとレーザレンジファインダによる移動体

追跡システム

本節では，ビデオ画像に対するノイズに頑健な領域追跡手法

である ��� �� ���� !	� �"�と，環境におかれた複数のレーザ

レンジファインダからのレンジデータを，ノイズや隠れに対し

て頑健なパーティクルフィルタ ����の枠組みで統合することで，

交差時の位置関係を正確に推定しつつ頑健に対象追跡を行うシ
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ステムを構築する．����� ��� ��	
��� ��� とは，背景差分等に

よって切り出された追跡対象領域に対して，能動輪郭モデルの

１つである ����� ��� ������ ����� ����を適用し，ノイズや重な

りに頑強に領域を追跡する手法である．

�� �� � システム構成

図 �に移動体追跡システムの構成を示す．カメラとレーザレ

ンジファインダの組を �つのセンサユニットとし，これが �台

のコンピュータに接続されてセンサ端末を構成する．環境中に

分散配置されたセンサ端末は，�つのホストコンピュータへ接

続され，そこで各端末からの情報が以下に示す � 種類のパー

ティクルフィルタで統合される．
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�� �� � ��������パーティクルフィルタによる移動体追跡

本システムでは，カメラから得られる ����� ��� ��	
��� に

よる移動体の追跡結果と異種複数のレーザレンジファインダか

らのレンジデータを，空間解像度の異なる �種類のパーティク

ルフィルタ（��� ��� !���	� �"#���	
� ��$	"���%パーティク

ルフィルタと���� ��	���� ��	� ���� �	���%パーティクル

フィルタ �&�）を用いて確率的に統合する．図 'にレンジデータ

と ����� ��� ��	
��� の追跡結果を情報統合する概念図を示す．

図中の実線はレンジデータ，破線は ����� ��� ��	
���から得ら

れたシルエット画像の領域である．なお，本システムでは観測

すべき移動体の数は未知とし，各粒子の保持する状態変数は �

つの移動体の状態（位置，速度）のみとしている．

Targets
Noise

Range data of targets 
detected by LRF

Silhouette areas 
in camera image

Noise

Noise

Stationary range data
(Environment)

Camera image

Θ
Ζ
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一般的なパーティクルフィルタである ���パーティクルフィ

ルタは，複数の情報源から得られる観測結果の統合が容易であ

り，また誤観測やデータの欠落にも頑強であるが，複数対象の

追跡では，十分多数の粒子を用いないと一部の対象に粒子が

偏り，他の追跡対象を見逃してしまうという問題 �(�����	
)

#��*��"% がある．この問題を避けるため，これまでに ����

サンプリングと ���サンプリングを交互に繰り返す��$	"#���

"��� "����� ���� や，���!�	��+�� #	���
�� ,���� ����� -�**$ サン

プラーの利用 ��'�，��.�!��パーティクルフィルタ��/�など，幾

つかのパーティクルフィルタの拡張法が提案されてきた．しか

し，例えば対象毎にそれぞれパーティクルフィルタを適用する

��.�!�� パーティクルフィルタでは，対象の出現，消失時に特

別な処理が必要であり，また対象が重なった場合には，それ以

降は分離した追跡は継続困難であった．また追跡対象の数だけ

状態を用意する手法も一般的であるが，対象数が変化した場合，

あるいは未知の場合には特別な処理が必要となる．

一方，����パーティクルフィルタ �&�は一様サンプリング

に基づく方法であり，真値への収束性能は低く，追跡空間の解

像度が高くかつ対象が高速に移動する場合には追跡に失敗する

可能性がある．しかし一方で，変化が急激でなければ，全対象

へ一様に粒子が収束するという性質を持つ．

そこで，提案するシステムでは，図 /に示すようにこれら �

種類のパーティクルフィルタを空間解像度を変えて同時に用い，

低解像度����パーティクルフィルタにより大まかに得られ

た追跡対象候補位置の近傍に，重点的に高解像度 ���パーティ

クルフィルタの初期粒子を生成することで，追跡精度と収束性，

安定性を兼ね備えた複数移動体追跡システムを実現する．この

手法は，複数のフィルタを併用する��.�!�� パーティクルフィ

ルタとは異なり，パーティクルフィルタそのものの性能向上を

目指したものであり，対象出現のたびにパーティクルフィルタ

を生成するなどの特別な処理は不要であり，かつ後述する実験

でも明らかなように対象の重なりにも頑健である．

High resolution SIR particle filter

Low resolution MCMC particle filter

図 � �������� ������� ����

以下，移動体追跡の流れをセンサ端末，ホストコンピュータ

に分けて述べる．

センサ端末での流れまず初期状態として，各センサ端末で移

動体が環境中に存在しない静的環境の情報を取得する．このと

き，センサ端末 �で得られる静的環境情報は，カメラから得ら

れた静的環境画像 ������ ��，レーザレンジファインダから，ミ

ラー回転軸を原点とし，放射状にあるステップ角度で離散的に

得られるレンジデータ ��

� � ����� � � � � ���� である．ただし，

各センサ端末は世界座標系での自身のセンサ位置・姿勢情報を

保持しており，��

� は世界座標系で記述されている．

静的環境情報を取得後，移動体検出を行う．移動体検出は次

の �つの方法で行われる．

� 時刻 � におけるカメラ画像 ������ �� を取得し，������ ��

との差分から切り出された対象領域に対して ����� ��� ��	
���

を適用し，移動体領域を抽出する．領域の左端，右端の !座標

��，�� から，カメラ焦点での方位角である移動体の存在範囲
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�� � ���� ���を求める（�����）．ただしカメラ �軸とレーザレ

ンジファインダのミラー回転軸（垂直方向）は同方向であると

する．また，複数の領域を追跡している場合を考慮し，複数の

移動体存在範囲の集合を ��
� � ����� ���� � � ��とする．

� 時刻 � におけるレーザレンジファインダからのレンジ

データ ��
� を取得し，��

� から一定距離 �� 離れた点のみを抽出

した ���
� を計算する．

���
� � ��

� � �� ��� � ��� �� ��� � � � �	� ��	

uu

θ
θ

Focal point

Image plane

f
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Moving object

l r
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r

Silhouette area

図 � �������� 	
���� �� �	�
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��

上記の 
つのタスクは各センサ端末で独立に繰り返し実行さ

れ，ホストコンピュータからの要求に対してはその時点で最新

の情報を提供する．

ホストコンピュータでの流れホストコンピュータでは，セン

サ端末から提供される情報を統合し，移動体の位置推定を行う．

以下，その詳細を示す．

（ �） 各センサ端末 
 へ情報提供の要求コマンドを送信し，

��
�，���

� を取得する．次に各センサ端末からの情報を統合し，全

センサ端末情報の集合 �� � ���
��， ��� � � ���

��を求める．
（ 
） ��， ��� を �������パーティクルフィルタにより統

合し，移動体の位置を推定する．

�� �� � �������パーティクルフィルタによる移動体位置

推定

本節では，異種複数センサから得られた情報を 
種類のパー

ティクルフィルタにより統合し，移動体の位置推定を行う手法

について述べる．時刻 �での移動体の位置，速度が ����� であ

る事象を �� とすると，観測値 ��， ��� を得た時の移動体の位

置に関する事後確率 ������� ���は，状態と重みを持つ粒子群
によって再帰的に推定される．ただし �， �� はそれぞれ観測値

��， ��� が得られる事象である．以下，
 種類のパーティクル

フィルタによる移動体位置推定の手順について述べる．

高解像度 ��パーティクルフィルタ

（ �） 初 期 粒 子 発 生： 個 の 初 期 粒 子 �
���
� �

������ ��
���
� � �

���
� � を発生させる．ただし，����� は位置ベクト

ル，����� は速度ベクトル，����
� は重みを表す．

（ 
） 粒子遷移： 個の粒子に対して動作モデル ����������

を適用し，粒子を遷移させる．動作モデルには，次式を用いる．

�
���
� � �

���
��� � �

���
����� �
	

ただし，�� はサンプリング周期である．

（ �） 尤度計算： 個の粒子それぞれに対して，尤度

���� ������を次式にて計算する．

���� ������ � ��������� ������ ��	

ただし，

������� � ���
���
� � ��	

�� ������ � ��������	��� ��
�
	��� ��	

とした．ここで，�� は位置誤差，�は �
���
� と ��� との最小ユー

クリッド距離，

����� � ���
�

� ����� � ��� � ��	

である，また ���
���
� �は �

���
� への方位角が �� のいずれかの範

囲内に存在する場合は定数値�� �
 �� � �� ��を，存在しない場

合には �� � を与える関数である．

（ �） 重み計算： 個の粒子に対して，重み �
���
� を次式に

て計算する．

�
���
� � ���� ������ ��	

また，全ての粒子の重みの和 �
�����
� �

�	

���
�
���
� を求める．

（ �） リサンプリング：� 個 �
 � � � ��の粒子 �
���
� に

対して，����
� ��

�����
� の確率で復元抽出し，ランダムノイズを加

えた新たな粒子 �
���
��� を発生させる．ただし，���� �個の粒

子は，後述する����で得られた移動体推定位置周辺にラン

ダムに発生させる．

（ �） 移動体位置推定：粒子群により近似的に得られる確率

分布から，移動体位置の推定を行う．粒子群 �
���
��� をクラスタ

リングし，クラスタ毎に粒子の重み付き平均をとることで，移

動体位置 ���� を推定する．

��パーティクルフィルタによって得られる推定位置を，本

システムでは最終的な移動体推定位置とする．

低解像度����パーティクルフィルタ����パーティクル

フィルタが ��パーティクルフィルタと異なる点は，解像度と

��	リサンプリング処理のみである．よって，以下に ��	リサン

プリング処理のみ記す．

（ �） リサンプリング：まず，� 個 �
 � � � �� の粒子

�
���
� における �

���
� ，�

���
� に対して，正規分布に従うランダム

な変化量を加え，次状態候補 �
����
� ，������ 及び次状態候補での

尤度 �
����
� を計算する．次に �

����
� ��

���
� に対して �����������

����� ��法を適用し新たな粒子 �
���
��� を決定する．��� � �個

の粒子は初期粒子と同じようにランダムに発生させる．これは，

新たな移動体の検出を可能にするためである．

�� � 実 験

�� �� � シミュレーション実験

まず ����パーティクルフィルタと ��パーティクルフィ

ルタを併用することで，複数物体の追跡性能が向上することを

シミュレーション実験により確認する．実験は，�つの移動体

がそれぞれ異なる初期位置から同一の点を目指して移動し，交

差，分離する場合に対し，従来の ��パーティクルフィルタ，複
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数対象の同時追跡が可能な�������パーティクルフィルタ �	
�，

提案する �������パーティクルフィルタを用いてそれらを

追跡し，それぞれの追跡性能を比較した．粒子の個数は，従来

の ���パーティクルフィルタが ���個，�������パーティクル

フィルタが ��� 個が � つで合計 ��� 個，�������パーティ

クルフィルタが����に ���個，���に ���個の合計 ���個

である．なお，�������パーティクルフィルタのみ各移動体の初

期位置は既知とし，各パーティクルフィルタの初期粒子をそれ

ぞれの移動体に割り当てている．従来の ���パーティクルフィ

ルタ，提案する ������� パーティクルフィルタは，移動体

の移動開始位置は全く未知とした．

実験結果を図 �に示す．このように，通常の ���パーティク

ルフィルタでは，追跡開始直後から �つの移動体に全ての粒子

が集中した．また �������パーティクルフィルタは，追跡開始

直後はそれぞれを分離して追跡できているが，交差した時点で

それぞれの粒子が重なり合い，分離後は �つの対象のみを追跡

している．一方提案した�������パーティクルフィルタは，

最も粒子数が少ないにも関わらず，移動開始後，交差時，分離

後ともにそれぞれを分離して追跡できていることがわかる．

(a) SIR particle filter (Number of particles is 900)

(c) SIR/MCMC particle filter (Number of particles is 300    2)

Targets

(b) Mixture particle filter (Number of particles is 300   3)

図 � ��������	
 ����� �	� �������� ������

�� �� � 実環境における移動体追跡性能の検証

次にロボットタウンにおける実環境での追跡性能を確認するた

め，実証実験用住宅（図 �）の �階全フロアを対象とし，センサ

端末 
台 ����������社製 ������ �	�
，���!社製 "��	���
#

をフロアの四隅に配置して，$人の歩行者が �階のフロアを歩

き回る様子を追跡した．粒子数は ��� パーティクルフィルタ

が 	���，���� パーティクルフィルタが ���� であり，使用

したコンピュータはセンサ端末に ������%� �&��'(，ホストコ

ンピュータに ����	 	&
�'(である．なお，空間解像度は，���

パーティクルフィルタは連続値 �)��*+�型浮動小数点），����

パーティクルフィルタは一辺 �����ずつ格子状に区切った領

域である．

実験結果を図 ,に示す．図は，左から実験環境の様子，対応

する視点で表示した移動体の推定位置，全フロアでの移動体の

推定位置である．複雑な構造をした環境内で，歩行者や椅子に

座った人などを追跡できることが確認できた．

Outward Indoor

図 � ��������
��� �	�� �	� ��� �	�	� �	�
 ��	����

Image Tracking result
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Tracking result top view

3

図 � ������
� ����� �
 ��� �	��

�� �� � 多数移動体同時追跡性能の検証

次に，実環境での複数移動体の同時追跡実験を行った．実

験では，対象空間 ������� ������に配置した 
つのセンサ端

末 ������� �	�
，"��	���
#によって最大 ��人の歩行者を同

時追跡した．使用した粒子数は，���パーティクルフィルタが

	���，����パーティクルフィルタが ����である．図 �に実

験中の歩行者の様子 �左# と追跡結果 �右# を示す．全ての歩行

者を測定範囲内において出現から消失まで１組の �������

パーティクルフィルタで追跡できることが確認できた．��人追

跡時の処理時間は，���� パーティクルフィルタ �� 回，���

パーティクルフィルタ �回の更新に対して �	&��%-�であった．

87.7s

91.0s

94.3s

図 � ������
� ����� 	� �� ������ �� �� !"#"# �������� $����
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�� 分散ビデオカメラによるモデルベース動作計
測システム

次に人間とロボットが共生する環境で，人間・ロボット間の

安全なインタラクションの実現に不可欠な基本技術として，日

常環境を移動する人物の位置や移動方向，手足の動きなどの動

作を，分散配置された多数台のカメラを用いて実時間で推定す

るシステムを紹介する．ロボットとの共同作業や接触防止を目

的として人間動作のトラッキングを考えた場合，単に手先や肘

の位置の推定だけではなく，�次元人体の占有ボリューム空間

の抽出が重要となる．そこで本論文では，計算機内に � 次元

人体モデルを設置し，これを直接操作して全身動作を推定する

モーショントラッキングシステムを開発した．

カメラ画像から人物動作を推定する手法は，モデルベース

ド・モーショントラッキングとラーニングベースド・モーショ

ントラッキング（事例ベース）に大別される．このうち，モデ

ルベースド・モーショントラッキングは，人体の �次元モデル

とカメラ画像上の人物像を比較することで人物の位置姿勢を推

定し計算機内に取り込む手法である（例えば ����）．本手法の

多くは，まず適当な初期姿勢で人体モデルをカメラ画像上へ投

影し，その投影像とカメラ画像との間でエッジや輪郭線などの

画像特徴量を比較し，それらが最も良く一致する人体モデルの

姿勢を探索する．しかし画像特徴量の比較に必要な計算コスト

が大きく，特に多数台のカメラを用いた場合，リアルタイム処

理の実現には計算量の削減が大きな課題である．そこで本研究

では，カメラ画像上で高速に構築可能な �次元距離場を，個々

のカメラにおける姿勢パラメータの修正量の算出に用い，求め

られた修正量を同一の � 次元モデル上で統合することにより，

複数台のカメラを用いてもリアルタイム処理が可能なモーショ

ントラッキングシステムを開発する．

�� � �次元距離場を用いたモーショントラッキングシステム

本研究では，岩下らにより提案された粗密 �次元距離場を用

いた高速な ����� アラインメント手法 ���� を用いる．この手

法は，背景差分により得られた �次元画像上の物体の輪郭線に

対して，画像内での粗密 �次元距離場を高速に計算し，画像上

に投影された �次元物体モデルの輪郭線上の距離値から，�次

元モデルの位置，姿勢修正量を求めるものである．本手法の概

要を以下に示す．

（ 	） 
���� ������� ����� �������や ����� ��� ������ ���� 

��!�"を用いて，�次元画像から物体のシルエット輪郭線を抽出

する．

（ �） #��� ������$ ������ ���� を用い，得られたシルエッ

ト輪郭線からの �次元距離場を構築する．

（ �） �角パッチで記述された �次元物体モデルを適当な初

期姿勢，位置に配置し，その像を �次元画像上に投影する．

（ %） � 次元物体モデルの投影像の輪郭線に対応する � 角

パッチを求める．

（ �） 得られた輪郭線上の �角パッチ投影点における �次元

距離値を用いて誤差を計算する．

（ �） 誤差を減少させる �次元モデルの位置姿勢の修正量を

勾配法により決定する．

（ �） 	�� を �次元モデルの投影像と �次元画像が一致する

まで繰り返す．

本論文では上述した手法を，姿勢変化も含む全身のモーション

トラッキング，および分散カメラを用いた人間動作の推定シス

テムに拡張する．

�� �� � �次元人体モデル

本論文で使用する �次元人体モデルは，図 	&に示すように，

	% 個のリンクが 	� 個の関節によって連結され，全 �	 自由度

を有している．なお，図 	& において座標系の数字は各関節で

の自由度を示している．ただし本論文では，�次元人体モデル

の位置姿勢は，胴体中心の �次元位置と胴体中心を通る床面に

垂直な軸周りの回転角度（%自由度），及び首，手首，足首を除

く !個の関節（	�自由度）の回転角度によって決定されるもの

とする．またこの �次元人体モデルの表面形状は，ほぼ均等な

大きさの微小な多数の �角パッチにより記述されている．

図 �� �� ���� 	��
�

�� �� � �次元距離場の構築と姿勢推定

提案手法において，�次元距離場 � とは，画面上の人物輪郭

線 �� からの最短距離を画面上の全ての点で求めたものである．

画像上の点 � � ���� ���での � ���は以下を満たす．�
� ��� � � �� � � ��

� �� ��� �� � 	
������
�!"

具体的な �次元距離場の構築方法について述べる．まず図 		

に示すように，カメラ画像から背景差分によって人物シルエッ

ト画像を取得し，これに ����� ��� ������を適用して人物輪郭

線を抽出する．次に，抽出された輪郭線からの距離場 � を #���

������$ ������によって構築する．ただし，本手法では �次

元距離場は輪郭線に近い領域（������� '���）のみ詳細に構築

し，輪郭線から離れた領域では粗に計算することで，構築処理

を高速化している．

次に，構築された �次元距離場を用いた �次元人体モデルの

姿勢修正量の計算手順を示す．ここでは簡単のため，図 	� に

示す肘部について考える．まず，�次元人体モデルを各画像の

�次元距離場に投影する．次に �次元モデル前腕の投影輪郭線

に対応するパッチを ��，肘関節から �� へのベクトルを �，��

に加えられる画面に平行な力を �� とし，肘関節周りに発生す

るモーメントを
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Original image Contour image 2D distance field

図 �� �������	�
�� �� � �
����	� ����

�� �
�

��

��� � ��� ���

として求める．ただし，力 �� は，

���
� �� ����������������� � �����������������

�
����

����� �
�
������� � ������� ����

であり，� ����はパッチ �� に対応する投影輪郭線上での２次元

距離場の値，������� ������ は ��� 方向の勾配である．これよ

り，肘関節の回転軸方向を 	� とすると，肘関節の修正量は

�
� � 	� ��� ��	�

として求まる．肩や股，膝関節なども同様にして修正される．

f i ri ui

Me

se

f i

T(p)

図 �� ���	����
�� �� 	����	�
�� �����

なお，手足が胴体などに重なって撮影された場合，シルエッ

トからでは手足の輪郭線を正しく抽出することができず，	次

元距離場だけでは姿勢修正量を正しく求められない．そこで本

手法では，輪郭線に加えて肌色情報から得られる手足先の位置

も利用した．

�� �� � 分散カメラを用いたモーショントラッキングシステム

上述した処理は，単一のカメラ画像に対するものであり，こ

れを各カメラで並列処理することで，多数台のカメラを接続し

た分散カメラシステムへ拡張する．システムの構成を図 �
 に

示す．

本システムでは，� 台のカメラはそれぞれ別々の ����

� � � � � � � はカメラ台数� に接続され，各 �� は内部に

それぞれ独立に 
次元人体モデルを保持している．また各 ��

はインターネットで相互に接続され，これらの �� とは別に，

統合された 
次元人体モデルの姿勢推定結果を格納するサーバ

��� が接続されている．

処理の手順を以下に示す．まず各カメラで独立，非同期に上

述の処理を行い，それぞれのカメラ座標における関節の姿勢推

定量を計算する．ただし，各カメラに画像が入力された直後の

それぞれの ��� における 
 次元人体モデルの初期姿勢は，そ

の瞬間のサーバ ��� に格納されている 
 次元人体モデルの姿

勢を用いる．次に各 ��� で得られた姿勢推定量をサーバ ���

0PC
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5PC

1PC
2PC

3PC
4PC

NPC6PC
5PC

1PC
2PC
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4PC

Server
  -Update the pose
      of 3D model
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Pose error Pose error

図 �� 
���
����� 	����� ������
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に非同期で送り，サーバの 
次元人体モデルの姿勢を変更する．

この非同期並列処理により，カメラの台数が増減しても，�台

あたりの姿勢推定のための計算量は変化しないため，本手法は

分散カメラシステムに適した手法といえる．

�� � 分散カメラシステムを用いた動作推定実験

環境内に分散配置された  台のカメラを用い，人物の位置，

姿勢に応じて動作推定に適したカメラを自動的に切り替えて人

物の動作推定を行うシステムを開発し，実験を行った．

実験環境と動作推定結果を図 �� に示す．実験では，動作推

定に適したカメラとして，推定された人物位置から �ｍ以内の

カメラを選択した� なお，��� の処理時間は，	次元距離場の

構築が ����，姿勢修正量計算が ���であり，��� の �周期の

処理時間は �	���である．実験では，人物はまず反時計回りに

半周して椅子に座り，さらに椅子の上に立つ動作を行った．図

��に示すように，本システムによる人物の位置，姿勢に応じて

自動的に適切なカメラに切り替え，次々に動作推定を行ってい

ることがわかる．

�� � 人間・ロボット・インタラクション支援への応用

次に構築したシステムを用いて，人とロボットとの物の受け

渡し作業を行った例を図 �� に示す．この例では，人間が右手
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図 �� インタラクション支援の様子

を肩より上に挙げると，ロボットは左肩と左手の延長線と床が

交差する地点を目的位置として移動する．

まず，椅子に座っている人物 �が右手を挙げてロボットを呼

び寄せ，封筒に入った手紙を渡す．次に離れた位置にいる人物

�の足元を指し示し，ロボットを移動させる．実験の結果，ロ

ボットは人物が手を挙げた直後に移動を開始し，適切にオンラ

イン処理が実現できていることが確認された．

�� ま と め

本論文では，現在我々が推進している，環境情報構造化によ

る人間・ロボットの共生社会の実現を目指した「ロボットタウ

ンプロジェクト」について，特に本プロジェクトで開発された

��技術に焦点を当て，分散センサシステムによる人間やロボッ

トの追跡および人間動作のオンライン推定システムを提案した．
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