第13回人工知能学会全国大会（JSAI'99）, pp.103-104 (1999)

ウェアラブルカメラを用いた高速でロバストな対象物体の 3 次元復元
Fast and Robust 3D Recovery of Rigid Objects
using a Wearable Camera
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In this paper, an iterative robust factorization method we proposed is applied to a wearable
vision system, with a head mounted camera and HMD, which we have been developing. In this wearable
vision system, a fast and robust method for the segmentation and tracking of moving regions using the
pixel-wise ane ow estimation is utilized as the pre-procedure of the feature point detection. Preliminary
experimental results using the system are presented.
Abstract:

1

はじめに

復元に必要な，対象が単一剛体であるという仮定を成

近年のコンピュータや通信機器などの小型化，高性
能化にともない，ウェアラブルコンピュータについて
の研究が盛んに行われている．特に，装着または携帯
可能な小型カメラ（ウェアラブルカメラ）を利用した
システムでは，拡張現実感（AR）や人間とコンピュー
タとの視覚記憶の共有などの様々な応用を期待できる

[4][5]．エピポーラ幾何や因子分解法などに代表され
る時系列画像からの 3 次元情報獲得手法は，対象物体
の密な 3 次元形状の獲得 [2]， AR や MR， 3 次元情
報を利用した認識などのための基礎技術として利用す
ることが可能である．我々は，この 3 次元情報獲得機

り立ちやすくさせる．
特徴点の追跡結果を用いた 3 次元復元手法としては，

LMedS 推定を用いた逐次型ロバスト因子分解法 [3] を
用いる．この手法は，主成分分析により過去の復元情
報を圧縮して各フレームでの計算量を削減し，ロバス
ト統計に基づく手法の１つである LMedS 推定を用い
て特徴点の追跡結果に外れ値が含まれていてもカメラ
と対象物体の相対運動および対象物体の 3 次元形状を
復元できるという特徴を持つ．

想定するシステム構成と現在の試作シス

3

テム

能を単眼のウェアラブルビジョンシステムに導入する
ために， LMedS 推定を用いた逐次型ロバスト因子分
解法 [3]，および，前処理となる動き領域の分離・追

跡処理 [1]，特徴点抽出・追跡処理を，ウェアラブル

カメラを入力系とし PC クラスタを処理系とするシス
テムに実装した．本稿では，この試作システムの現状
と，予備実験の結果について報告する．
2

3

次元復元手法の概要

図

1: ウェアラブルビジョンシステムのヘッドセット部

我々は，装着・携帯が可能なカメラ， HMD， PC

本試作システムでは，まず，画像全体のおおまかな

からなるユーザーと行動を共にする端末，計算コスト

動き情報を得るために，文献 [1] による動き領域の分

の高い画像処理を受け持つ PC クラスタ，およびそれ

離・追跡処理を行う．この手法は，大域的なアフィン

らを繋ぐ無線 LAN を構成要素としたウェアラブルビ

動きに従わない領域への投票を時系列方向に蓄積する

ジョンシステムを想定し，その開発をはじめている．

ことにより，安定した動き領域の分離・追跡を実現し
ている．

図 1左は今回の試作システムで用いられたヘッドセッ
トを付けたユーザーの様子を示している．このヘッド

この分離された動き領域に注目して特徴点抽出お

セットは，カラー CCD カメラ CCD-MC100 （ソニー），

よび追跡処理を施すことで，時系列画像からの 3 次元

単眼 NTSC カラー HMD DataGlass （島津製作所）
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からなり，重量は約 450g である．このような単眼の

への映像の伝送量も少なくてすむという利点を持つ．
3 最近では，図 1右に示すような，フレーム中央に小型カメラが
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図

2: システムの動作例

その映像の伝送には， 2000 年に標準化が予定され

ている 20Mbps の IEEE802.11a 規格の無線 LAN を

していないため， PC からの画像転送がボトルネック
のひとつになっている．

用いることを想定し，入力画像は圧縮された状態で伝
送する．現在は， 320

2240 のカラー画像を JPEG 方

表

式により 15% に圧縮し有線 LAN により伝送してい

1: 1 フレームあたりの計算時間 (単位 msec.)

る．この場合，約 8.7Mbps の帯域があれば 30

プロセス

(1 物体)

処理時間

70
66
10
100-110

frame/sec. での伝送が可能である．
PC クラスタは，現在， DualCPU の PC3 台（OS：
Linux-2.2.4 SMP 対応， CPU： Dual PentiumII450MHz）で構成されている．プロセス間通信は，同
一 PC 内では共有メモリを， PC 間では PVM 通信ラ
イブラリを用いている．各 PC は 100Base-TX で接続
されており， [画像キャプチャ，圧縮，分配]， [グロー
バル動き推定，動き領域の分離・追跡]， [特徴点抽出
と追跡，対象物体の 3 次元運動の復元] のように処理

元情報獲得について，実環境，実時間における予備実

を分担している．なお，特徴点抽出と追跡には，画像

験を行った．ユーザーが明示的に開始フレームを指定

処理ボード IP5010 （日立製作所）を用いている．

動き領域の分離・追跡
特徴点追跡

(80 点)

逐次型ロバスト因子分解法

(30 inliers)

スループット

むすび

4

カメラと HMD， PC クラスタからなるウェアラブ

ルビジョンシステムを試作し，時系列画像からの 3 次

した場合は 3 次元情報を獲得できたが，全自動では精
度のよい結果は得られなかった．今後は，剛体，非剛

3.1

予備実験

以上の試作システムを用いて，実環境での予備実験
を行った．図 2は，図 1左のヘッドセットのカメラか

体の判定を含めた手法の改良が必要である．
謝辞

本研究はリアルワールドコンピューティング

（RWC）プログラムの一環として行われた．

ら得られた入力映像に動き領域の分離・追跡，特徴点
抽出・追跡処理を施している様子を示している．この
例では，ヘッドセットを装着したユーザーは手に持っ
た PHS を見回しており，本試作システムはその PHS
とその周辺に処理を集中できていることがわかる．た
だし，この特徴点追跡結果から，システムが完全に自
律的に 3 次元情報を獲得することはできなかった．こ

れは，本試作システムで用いた 3 次元復元手法が初期
値に依存するためである．ユーザーが開始フレームを
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