Shape−f｝om−texture手法による3次元運動推定と
移動前後のテクセル間の対応付けに基づく形状復元
Estimation of 3D motion by shape−from−texture and
shape reconstruc七ion by℃orrespondence between texels辱 @
・
Soo

Abstract
which
texels

are
as

This

surface
and

the

obtained
the

3D

from

ill

with

shape

of

average

successive

image

a

a

The

method

for

texture，

the

rigid

vecもors

beもwee皿the

triangulatioll．

content−based

proposes

covered

displacement

tweenもexels
stereo

paper

is

by

oblect

of

the

cenもro三ds

images

is

estimation

estimating

three
in

each

normal
of

exact

image

vecもors

The

shape

by

at

successive

established。
of

from

a

single

秀絃†，正会員

Hyeon

Seong†and

using

three

images．

shapes．

Based

on

3D

mot三〇n

The

can

the

provide

parameters

The
3D
a

more

should

of

a

rigid
normal

tech㎡que．

The

exact

shape

to

be

a
of

object，
vectors

rotation

parameters

parameters，

prove

Yamamoto†

estimates㎜it

translation

motion

山本正信†

Masanobu

parameters

method

Shape−from−Texture

the

correspondence

and

a

camera．

・1

1

成

three−dimensignal（3D）motion

images

，

a−e

param6ters

deter㎡ned

correspondence
the

of
of

object

be，

through

usefd1七echnique長）r

the

reもrieval．

キーワード：動画像解析，逆2段階推定法，平均単位法線ベクトル，距離動画像，運動パラメータ，テクセル間の対応付け

．

、

間勾配法3）がよく知られている．

1・まえがき

これらの手法は洛々槻前後での特鱒の位置と灘値

インタネットの普及により，我々は膨大な量の映像情報に

の不変性を前提条件としている・しかし，現実にはこれらの

接している．しかし，各個人に必要な映像情報は限られてい

前提条件が成り立たない場合があるの・

る．そのため，映像情報の自動検索のために，様々な技術が
開発されつつある．映像情報の基本的な構成要素の中に物

我々は，身近な物体の中で，従来の対応付けの方法で必要
な前提条件を満たしていない例があることを指摘し，そのよ

体の・形状，や働ぎ情報がある．対象が様々な運動をして

うな場合に，2段階推定法の順序を入れ換える手法を提案し

いるシーンの中から，特定の動きのシーンを自動検索し編集

た5）6）・すなわち，剛体の形状不変性を前提とし，先に3次元

したい場合，シーンの中の対象に関する正確な形状および動

き情報はひとつの手がかりとなる．

．

形状を求め，得られた距離動画像から3次元運動を推定する

のである．提案した手法の処理手順が，従来の動画像解析の

したがっで，3次元環境で運動している物体を撮影して得
られた2次元の画像列から，対象の3次元的な動きを正確に

処理の流れの逆順であることから逆2段階推定法と呼ぶ・
ところで，表面がテクスチャで覆われている物体の3次元

推定する必要がある．このような機能をコンピュータで実

運動を推定する場合，パターンの規則性により対応付けが困

現するたゆに，次のような方法が一般的に行われてきた．

難となり，2段階推定法を用いることができない・

最初に，動画像の画像間を対応付け，画像上での見かけの

本論文では，このような場合にも逆2段階推定法を用いる

移動ベクトルを測定する．次に，対象が剛体であると仮定し

ことを提案する．しかし，前回提案した逆2段階推定法では，

て移動ベクトルを3次元運動として解釈する．このどき3

移動前後の3次元形状間を照合しながら繰η返し計算によ

次元形状も同時に得られる．この手法は2段階で推定が行
われるととから2段階推定法と呼ばれている．

り3次元運動パラメータを決定しているため，初期値の与え
方によっては局所解に陥る可能性があった．

画像間を対応付ける方法として，マッチング法・）・）や時空

そこで，本論文では，物体面の平均単倖法線《クトルの変

化から回転運動パラメータを推定し，3次元形状の重心の移
ヒ
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クに定めらμる．また，正確な3次元運動パラメータが得ら

しかし，物体の輪郭線から移動ベクトルを求めることはで

れると，移動前後のテクセル問を正しく対応付けることがで

きない．なぜなら，物体の輪郭線は隠れ境界線に対応してい

きる．さらに，移動前後のテクセル間の対応付けを用いるこ

るので回転前後では物体上での位置が異なってくるからで

とにより，対象の3次元形状をより精密に復元することがで

ある．

きる．
推定の手順を次に示す．
・
噛
（1＞物体表面のテクセルのひずみの変化から3次元形状

また，物体面上のテクセルはジ原形がすべて同じであり，
規則的に並んでいるので，各々のテクセルの区別がつかな
い．そのため，テクセルの形の照合によりテクセルの移動先

を復元する．

を求めることはできない．

（2）移動前後の物体面の平均単位法線ベクトルの変化か

したがって，このような表面がテクスチャで覆われている

ら回転運動パラメータを推定する．

対象のための3次元運動推定法として，逆2段階推定法を用

（3）移動前後の3次元形状の重心の移動量として並進運

いることを提案する．

動パラメータを推定する．

すなわち，最初に，物体面上のテクセルのひずみの変化か

（4）移動ベクトルを用いて，移動前後のテクセル問の対

応付けを行う．

ら対象の3次元形状を推定する＊．次に，対象を剛体と仮定

，

し，各時刻間の3次元形状を照合することによって3次元運

（5）移動前後のテクセル問の正しい対応付けにより3次、動を決定する8）．しかし，まえがきで述べたように，初期値
元形状をより精密に復元する．

の与え方によって局所解に陥る可能性があるので，各時刻

2・逆2段階推定法に基づく剛体の3次元運動推定
濃淡動画像から移動ベクトルを求めることが難しい一例

を挙げよう・

間の物体面上の平均単位法線ベクトルの変化から回転パラ

メータを擬し，3次元形状の重ゆ濁量により並進パラ
メータを推定する・最後に移動ベクトルを求める・

−

3．剛体の3次元運動推定

繰り返しパターンの模様の服を着ている人体の動きを観
察しているとしよう〆 D図1は，水玉模様の水着を着ている女

性の腰付近像である．水玉模様はすべて同じである，

本章では，SFT手法＊＊により得られた物体面上のテクセ
ルの単位法線ベクトルと距離動画像を用いて，剛体の3次元

特徴点による対応付けを検討しよう．濃淡値が急変する

運動を推定す為方法について述べる・

所は，物体の輪郭線と物体面上のテクセルの輪郭線である．

剛体の3次元運動は並進運動と回転運動で構成される・

まず，剛体の回転運動パラメータを推定する方法について
述べる．

物体が運動するに伴い物体上の点も移動する．物体面の
単位法線ベクトルの方向は，並進運動とは無関係であり，回
転運動だけに影響を受ける．したがって，物体面の単位法線
一

、ベクトルは物体の回転運動を推定するひとつの手がかりと
なる．

ここで，回転による面の隠れや新たな出現は少ないと仮定

する．この仮定から，物体面上の個々のテクセルの移動先が
わからない場合にも，移動前後の物体面の平均単位法線ベク

トルの変化から物体の回転運動パラメータを推定すること
ができる．物体面の平均単位法線ベクトルは，テクセルの単
位法線ベクトルの平均を求めることにより得られる．
しかし，回転運動の自由度は3つであるので，1対の平均

単位法線ベクトルからでは回転運動パラメータは定まらな
い．そこで，ある時間内では，物体の回転運動の軸が一定で
あると仮定する．そして，回転前後の両時刻の間から，もう
1枚の画像を用意し，その画像から物体面の平均単位法線べ
・物体表面上のテクスチャのひずみの変化から，対象の3次元形状を復元
する問題は，一般にshape from texture（SFT）と呼ばれている．

・
図1

林本論文では池内による弛緩法7）を用いた，カメラモデルは正射影である

水玉模様の水着を着ている女性の腰付近像（上：移動前，

下：移動後）
Images
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the

と仮定する．テクセルの形は既知であると仮定する．テクセルの形を知る

ことにより，テクセルの傾きを測ることができる。例えば，テクセルが円
body

secQnd

of

the

image）・

woman（upPer：The

first

image，

、

形である場合，円が傾くと楕円に見えることから，楕円の長軸と短軸の比

として，テクセルの傾きを定めることができる．
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ノ

ただし，・は…θ，・は・inθを表す・
次に，剛体の並進運動パラメータは，移動前後の距離画像
の重心の移動量として容易に得ることができる．

°
ド／
．．．・

4．テクセル間の対応付けに基づく形状復元

B

本章では，麟後のテクセル問の正し嚇付けに基づ

@

！〆

1

η

いて距離画像を再計算することにより，3次元形状をより精

ド

密に復元する方法について述べる．

x

物体面上の移動ベクトル！ま，物体の重心（偲c，ンc，Zc）を通

る回転軸回りの回転運動と物体の重心の並進運動の線形和

z

で表すことができる．回転行列と並進運動パラメータが既
知であるので，物体面上の点（z，シ，のの移動先（〆，ゴ，〆）は

R。、鷺、：。驚2総、蠣、。。．

獄により得ることができる．

嬬鵜瓢糠灘婆翻G；）−R償）＋（1）（5）
である．

したがって，3つの時刻から得られた物体面の3つの平均

まず移動前後のテクセノレ間の対応付けを行う㌧テクセル

単位法線べ外ルを用いて騰翻パラメータを擬する．中心点を（5）式に代入するとテクセノレ中心点の濁先が得
回転前の物体面の平均単位法線ベクトノレ甑回轍の物体られる・テクセル中心点の槻先があるテクセル内に含まr
面の平均単位法線ベクトルをn・，両時刻の問の画像から得られるとき，そのテクセノレを対応テクセルとする・麟のテク

れた物体面の平均単位騰べ外ルをηTとする．物体の回セルが1つのテクセルに対応する場合は，どのテクセルも対
転により，物体面の平騨位法線ベクトノレはηから町に変応さ撞かったことにする・

化し，続いてη・に変化する．

次に，移動前塑テクセ岬の対応f寸け結果を用いてオ

図2に示したように，3時刻で得られた3つの物体面の平クセ艸心点の奥行きを再計算する・そして，テクセル中心

騨位騰べ外ルめ繍を結ぶ円は，3点樋る平面上に鰐外の点の奥行きを欄＊によ昧め，距細像の再計算
ある．そして，回転軸べ外ル」は13つの平均単位灘ベクを行う・もし，SFT手法で復元した形状の誤差により，対応
トルの終点を結ぶ円の中心o樋る直線となる．すなわち，テクセルが存在するのにも関わらず，対応付けることができ
回転軸ベクトルboldlnath」は，3つの平均単位法線ベクト

なかったテクセルがある場合，再計算された距離画像を用い

ルの終点を通る平面の法線ベクトルの方向と等しい方向を

て，再びテマセル間の対応付けを行う・対応付けられたテク

もつ単位ベクトルとして定めることができる．

鴨≡鵠≡霧1

セルの数が増加しなくなるまでこの処理を繰り返す・

（1）中灘雛鼎灘辮諜τ

円のゆ心の位置ベクトルoの方向は回車云軸ベクトルの方

カメラモデルが正射影である場合，移動前後の物体上の点

鴫，い）と等しい．そして，大きさは物体面の平騨位の座標伽），（吻

法線べ外ルとの内積で定まる．

・＝α・π）iq

、

座標（X・y），（X

（2）

θにより，次のよつに得られる・

R−

A

モ奄堰@iii

）との関イ系は次のよつに表される・

）一（X

，y

）（6）

上記の関係から移動前後の画像面上のテクセル中心点

，、移動先と対応テクセルとの距離力・最小となるような解とし

i｛）

＝（ll鐵∴1蹴：；誓1∴か
論

，y

）と，これらに対応史る画像面上の点の

（￠，の一（X，y），（吻

回転触θは壽とあとの内積により定まる．

テクセル

照さ懸讐1∴∵）勲
。轟謡議1轟孕副σ）
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ここで，（X，，均は（妬脇2c）に対応する画像面上の座標

表1運動パラメータ推定結果
Estimation

である．

＋2（一y

＝o

十r11（X−Xc）＋触（y−y込）柄畑h・

』

．．

（8）

られる．

一

並進運動パラメータ

細

『y

1z

θ

丁即

Tジ

丁届

推定値
叢麓

0，019

0，999

0，034

15．56

0，011

0，052

一1．097

真の値

0，000

1，000

0，000

16．00

0，000

0，000

0，000

定することができない，

1

擬された翻ノ｛ラメータを表1に示した・カメラモデル

が正射影であるので，並進速度ベクトル（乃，7レ男）の単位

は，画素／フレーム，あるいは1．07倍して1．07mm／フレー

一審睾，
β＝（y

parameters．

＋721（x−Xc）＋・22（γ一｝そ）＋・23・＋乃）・23

したがって，テクセ艸心点の奥行き。は，次のよう、に得

孟＝（X

motion

回転運動パラメータ

関数」をテクセル中心点の奥行き之で微分し，0とおく．

器一・（一X

of

（9）ムとなる．

＿。ユ、（x＿X。）＿。、2（｝7−】

込）一コ㌦）。、3

3次元運動推定結果から物体面上のテクセルの移動ベク

＿。2ユ（X＿】愁）寸22（y＿】奄）＿Tg）γ23

トルを求めることができる．そして，移動ベクトルを用いる

ことにより，移動前後のテタセルを対応付けることができ

5．実験による評価
実画像を用いて本手法の評価を行った，

解析対象は水玉模様の水着を着た女性である．しかし，本
手法では，張力により模様がひずむ場合については考慮して
いない，そこで，本実験では，マネキンの表面に円形のラベ

ルを貼ることにした．マネキンは成人女性の上半身の形状
をしているものを使用した．

まず，マネキンを正面がカメラを向くように回転テーブル
の上に載せた．回転テーブルは電動式で，コ≧ピュータによ
り回転量が制御される．カメラ＊は対象から約5．5m離れた
位置に設置した．光源は実験室の天井の蛍光灯のみである．

カメラモデルを正射影とし，ズームレンズを用いて撮影を
行った．

マネギンを回転させ，3時刻で3枚の濃淡画像を撮影し
た．そのときの回転量は0°，8°，16°であった．回転軸は
マネキンの体軸を通る鉛直軸である．撮影された画像は，濃

度値が256階調で，最も明るい濃度値が255，最も暗い濃度

値が0に対応している．画像のサイズは640×480画素で
ある．図3は，本実験で推定領域として用いたマネキンの胸

付近像である．円形のテクセルの直径は16mmで，画像上、

，

で観測された最大直径は15画素であったので，1画素当た
り1．07mmとなる．

SFT手法により推定した物体面の平均単位法線ベクトル
と距離動画像を用いて，3次元運動パラメータを推定した．

，

このとき，マネキンの胸部付近の像は投影面のほぼ中心付近
に位置しているので，マネキンの胸部の中心を重心とし，カ
メラ座標系の原点とした．すなわち，（賜，9，，之，）；（0，0，0）
である．

本実験においては並進運動は行われていないので，並進運
動パラメータ（τ，，乃，男）は推定誤差として推定される．そ

して，男は，SFT手法による形状推定時の基準位置のずれ

であり渓際の物体の運動ではない・実際の光車由方向の並進
運動は，カメラモデルを正射影としているので本手法では測

Im。g。，。f

ilnages

＊カメラはSONYのHandycam
394（68）

CCD−TR1000を使用した．

図3欝灘簿男串無1翻の胸付近像（上下：回転
th。
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図4
The

移動前後のテクセル問の対応付け結果
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texels
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dlsplacement

vec−

tor

図5

距離画像の再計算による移動前後のテクセル問の対応付

け結果
The

cOrrespondence

between

te）【els

wlth

rec◎nstructured

shape

る．推定領域内で，対応付けが可能なテクセルはユ50個であ

図6復元形状（上SFT手法による形状，中移動前後のテク

る．最初に，移蝋後のテクセル問の対応付けを行った蘇
137個のテクセルが対応付けられた．このときの対応付けの
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様子を図4に示した・物体の輪郭線を移動前1欄で，移動
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後は実線で表示した．そして，移動前のテクセルは白い楕円
で，移動後のテクセルは灰色の楕円で表した．

テクセルの対応付けの結果により距離画像を再計算しな

6．従来手法との比較

がら，テクセル問の対応付けを3回繰り返した結果150個
のテクセルをすべて対応付けることができた．そのときの
対応付けの様子を図5に示した．あらかじめ視認により確認
した対応先と比較したところ，この対応付けはすべて正しい

対応付けであった．

本章では，マネキン動きを従来手法を用いて推定し・提案
手法との運動推定精度の比較を行った結果について述べる・
3次元運動推定のための従来手法は・対象の形状に関する

情報が与えられていない場合と与えられている場合に分け

SFT手法を用いて復元した形状，移動前後のテクセル間
の対応付け結果を用いて復元した形状，そして，レンジファ

インダ・を用いて復元した形状を図6に示す．移動前後のテ
クセル間の対応付け結果を用いて復元した形状の方が，SFT
手法を用いて復元した形状より，レンジファインダで復元し
た形状に近いことがわかる．

て考えることができる・
前者の場合，2章で述べたように・画像間を対応付けるた

めの手がかりがないため，物体面の移動ベクトルを求めて3
次元運動パラメータを推定することは不可能である・
後者の場合，次の手法が考えられる・

「

（1）時空間勾配法9）
（2）旧逆2段階推定法5）

＊レンジファィンダはミノルタのVIVID
論

700を使用した

（3）探索により運動パラメータを決定する方法

文口Shape−from−texture手法による3次元運動推定と移動前後のテクセル間の対応付けに基づく形状復元

r
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表2従来手法による回転運動パラメータの推定結果
Estimati°11°f「°tati°na豆m°ti°n
rnethod，

Pa「amete「s

り

パラメータの精度が良かったため，3次元運動パラメータの
t「aditi°nal
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従来手法（1）

0，108
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従来手法の
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0，000
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0，000

提案手法

ゆ019
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0，034
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我々の周辺には，繰り返しパターンρ模様の服を着ている
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人間，豹のような動物など，表面がテクスチャで覆われてい

θ

・
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る物体は数多くある．表面がテクスチャで覆われている剛

14go°

体の動きを撮影して得られた3フレームの連続画像があれ

P4．900

P5．560
｝誌1・

再計算は必要なかった．

、

1

ば，提案手法を用いることができる．提案手法は，そのよう

P6．000

な対象の動きのシーン情報から，対象の特定の動作のシーン
を自動検索する際の補助手段として適用可能である．

SFT手法により得られた距離凹像を対象の3次元形状と

今後の課題としては，張力により模様がひずむ場合の処

して与えて，上記手法を用いて3次元運動推定を行った結

理，隠れや串現が起きる領域を取り外すための処理などがあ

果，得られた回転運動パラメータを表2に示した．

．げられる．

，

推定結果を考察すると，時空間勾醇法は局所解に陥り回転

本研究を進めるにあたり，適切なご助言を頂いた，本学大

運動の推定精度はあまり良くなかった．時空間勾配法は，移

ノ
学院自然科学研究科星野准一助手（現筑波大学機能工学係

動前後の物体を重ね合わせた際に，重なったテクセルを対応

講師），本学工学部情報工学科菱田俊明助教授に感謝いたし

テクセルとして移動ベクトルを求めているため，テクセルが

ます．そして，実験でご協力頂いた，本学工学部情報工学科

違うテク〕セルに重なった場合は誤差となり，運動パラメータ

山本研究室の星昌人さん，伊藤貴志さんに感謝いたします．

の推定精度が落ちるからである．

旧逆2段階擬法も恐れたように繰り返し講により局

所解に陥ってしまつた．
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