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距離動画像を用いた非剛体運動パラメータの直接的推定法 T
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本論文;は距離勃間像を用いて ~I~剛体物体の迎到を解析する手法を述べている.本子法は間像 IL\]の対応付け操

作を必要とするととなし線形述立方程式を解く乙とにより物体の述動パラメータを推定することができる.

乙のJ1t定式はヤコビ行列による ~I:'!別休迎動の表現式を距離動画像用に拡張した時空間勾配拘束式に代入するこ

とにより得られる.われわれは既にビデオレートで距離動画像が得られるレンジファインダを開発している.

乙のレンジファインダを佼って，実際 lζ紙や布， 1克服やゴム風船などに代表される幾つかの非¦制休物体の勤き

を解析した.さらに，距離動画像と同時に得られる濃淡動画像も併用する乙とにより，動きの解釈時 !C.起こる
l反昧さの解消が可能になるととを示した.

1. はじめに

剛体仮説は勤画像の解析において中心的な役割を果

たしてきた.しかしながら，厳密に言えば実世界には

理想的な剛体は存在しない.同 IJ体性は物体の勤きを表

すための 1次近似にしか過ぎない.実際日常の生活で

は，わわれわれは実に様々な非剛体物に固まれている.

例えば，との論文が印刷されている紙，われわれが着

ている服，そしてわれわれ自身が非剛体である.実際

の物体の勤きを精密に解析しようとすれば，物体の非

剛体性を考 l怠 lζ いれざるを得ない.

本論文は剛体はもちろんのこと紙や布，皮膚やゴム

なと、の非剛体物体の運動ノ f ラメータを動画像から推定

し，レンジフロ一大( 3次元移動ベクトノレ場)を決定

する手法を述べている.

動画像解析では主 iζ剛体運動の解析法が研究されて

きた.物件ーの非剛体運動を扱った論文は少ない.それ

らの論文ではもっぱら単眼視からの濃淡動画像が使わ

れてきた. Ul1manl8) は剛体仮説 iζ 基づき動きから 3

次元構造を復元する理論が，非剛体物体の場合でも，

その非剛体性がわずかならば使えることを示した.
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公式プティカ Jレフローは悶面上の2 次元移動ベクトノレ坊であるこ

れに対して，空間中の3次元移illiJベクトノレ坊をレンジフローとよ
ぶことにする.
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Koenderink と van Doorn 12) は紙の勤きに代表され

る折り畳み運動を三角パッチの多面体モデノレによって

解析した. J asinschi と Yuil1e10) は Ullman 山の手法

と三角ノ f ッチの多面体モテソレを組み合わせる乙とによ

り折り畳み運動の解析を行った. Subbaraol6) はテン

ソルを使って非剛体運動によって引き起 ζ されるオプ

ティカノレフローを解釈した.これらの研究はすべて画

像聞の対応付けがなされていると仮定している.しか

しながら，対応付け問題を一般の場合に解く乙とは必

ずしも容易ではない.さらに，非剛体運動のような複

雑な勤きを解析するためには，画像聞の密な対応付け

が必要とされるが，物体の表面が常に岡像聞の密な対

応付けに都合の良い表面パターンに覆われているとは

限らない.単眼視からの動画像解析は物体の 3次元運

動のみならず 3次元構造をも復元できるという大きな

利点を有する.しかし，多すぎる未知数の数(運動パ

ラメータと深さ畳)はノイズに対する解の安定性と質

を損なわせている.

もし物体の 3 次元情報が，濃淡動画像と共 l乙利用可

能ならば，問題は 3次元運動を決定することのみにな

り，ノイズに強い推定法が期待される. Terzopoulosl7>

らは対応付けられたステレオ画像対とその動画像から

指の 3次元形状と動きを復元した.しかし，ステレオ

画像対からは指の輪郭部の 3次元情報しか得られな

い.指表面の 3次元情報は対象物体が軸対称であるこ

とを仮定して輪郭から内挿している.もしレーザレン

ジファインダのようなアクティブセンサが物体の 3次

元形状を高速に測定することができるならば，対象物

体の性質 lζ依存した仮定を用いることなく，物体の 3

次元運動を細かくしかも精度良く得る乙とができよ
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う.最近， Beraldin ら5) はビデオレートで距離動画

像と濃淡動画像を得ることのできるレーザレンジファ

インダを開発した.われわれの手法は乙の装置で得ら

れた距離動回像と濃淡動画像を使っている.

距離情報の利用を前提にした動画像解析は，数は

少ないが何人かの研究者によって試みられている.

Ballard と Kimba112) はオブティカノレフローと ~E自制青

報から一般化ハフ変換を使って剛体の運動パラメータ

を推定した. Asada と Tsujill は既知の光源パターン

の投影から動いている剛体の 3次元形状を測定し，形

状のマッチングにより物体の追跡を行った . Chen と

Penna8) は濃淡動画像聞の対応付けとフォトメトリッ

クステレオによって得られる距離情報の利用を仮定

し，ある種の変形運動のパラメータを決定した.

Kehtarnavaz と MohanlJ) は，距離画像聞の対応付け

をグラフマッチングの子法で決定し， r制体の 3次元運

動パラメータを推定した. Chaudhuri と Chatterjee7)

は勤きの 3次元ベクトノレから局所的な変形の運動パラ

メータを推定した.これらの手法は濃淡動画像あるい

は距離動画像聞の対応付けを前提としている.しかし

ながら，変形運動のパラメータを推定するためには，

先にも述べたように画像聞の密な対応付けを必要と

し，それは多くの場合必ずしも容易ではない.特 lζ ，

距離画像の場合，次の二つの理由が対応付けを困難に

させている.第一 IC，距離画像には特徴点の数が濃淡

動画像 lζ比べて一般に少ない.第二 lと，たとえ特徴点

が最初の画像で見つかったとしても，その点が後の画

像では変形のため消失してしまう可能性がある.

濃淡動画像の解析では，乙れら特徴点対応付けの困

難さを回避するために，画像聞の対応付け問題を解く

必要なく直接運動パラメータを推定する直接法 6)が研

究されてきている.山本 19) Yamamoto20) や Horn と

Weldon9) らは濃淡動画像に対する直接法が距離情報

の援用により剛体の 3次元運動パラメータを線形演算

で推定可能であるととを示した.本論文は直接法が距

離動画像にも拡張可能であり，剛体非剛体を問わずそ

の運動パラメータが画像聞の対応付け操作を必要とす

ることなく決定可能であることを示す.さらに，濃淡

動画像と距離動画像の併用は勤きの解釈の暖昧さをな

くしうることを示す.

直接法は連続する画像聞で物体の動きがごくわずか

であることを仮定している.物体の動きに比べて，高

速に距離画像と濃淡画像が撮像可能なカメラを次章で

紹介する.第 3章では，距離動画像における 3次元移

動ベクトノレの時空間拘束式を導き，それを使った剛体

運動パラメータの推定法を示す.非剛体運動モデノレの

提案と非剛体運動パラメータの直接的推定法を第 4 章

で述べる.乙の手法の実装法を第 5章lζ，幾つかの種

類の非剛体運動の推定実験結果を第 6章 lと示す.

2. ビデオレートレンジファインダ

本論文で使用したビデオレートレーザレンジファイ

ンダ5) は，光源と検出器の周期走査方式 14)に基づいて

いる.図 1はこのレンジファインダの構成図である.

図 2 はセンサヘッドの外観を示す .ζ の装置では，

レーザビ -J.，..が回転鏡により一秒間に 15，750 回水平

方向に走査され，同時に垂直方向にもガノレパノモータ

により一秒間に 60 回のスピードで走査されている.

シーンからの反射光はポジションセンサ，具体的には

10MHz の帯域を持つラテラノレイフェクトフォトダイ

図 1 ビデオレートレンジファイン夕、、の枯成
Fig. 1 ..The configuration of vid巴o-rate range

finder.

図 2 センサヘッド
Fig. 2 An overview of th 巴 sensor head of the

video-rate range finò巴1".

，
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オードで検出される.検出器の出力は距離と濃淡情報

に変換され RS ・170 信号 4) で流される.このカメラの

解像度と測定速度は横 512縦 210画素の画像が一秒間

に 60 枚(フィー Jレド仕様)あるいは横 512 縦 420 画

素の画像が一秒間に 30 枚(フレーム仕様)である.

つまり，通常のテレビ映像と同じ速度で距離画像が得

られる.本論文では横 256 縦 256 !ζ縮小した画像を

使っている.距離の解像度は 8 ビットである.撮像

空聞は 5cm 立方である.乙のカメラは反射光図(濃

淡画像)が距離の測定と同時に得られる.

3. 剛体運動パラメータの直接推定

3.1 動きの構造拘束

距離動画像における動きの基本的拘束式を導く.

シーンの座標系を直交座標系 (x，y，z) とする.レ

ンジファインダはビデオレートで点 (x ，y) における

物体表面の高さ座標値 z が測定可能であるとする.し

たがって，時刻 t における物体面の形状は z=F(x ，

y ，t) と表される.物体面は小さなノマッチの集合で

もって近似することができる.図 3 !と示されるよう

に，この接パッチの接点と単位法線ベクトルをそれぞ

れ (xo ，yo，zo)T と五 = (nxo，nyo，11.zo)Tとする.こと

で， zo= F(xo ，yo，t) である.乙の接パッチが単位時

間 L1t(= 1) 中に •.dp= (L1x，L1y，L1z)T 程平行移動した

とする.物体としての運動は •.dp であるが，面 lζ各

点が区別できるような模様がなければ，どの点がどの

点に移動したのか観測できない.観測できるのはある

方向に着目したとき，その面がその方向にどれだけ近

づくか(あるいは遠ざかるか)である.その観測し

ている方向を単位観測方向元 =(mx ，my ，mz)T とし，

(:>:0，Vo，zo)

図 3 微小パッチの平行移動
Fig. 3 The patch in parallel translates with the

ー今』一歩-'>

displacem 巴nt i1p，where the n，m and d are
surface normals of the patch ，the direction
of viewer ，and the di.stance between two
patches in the observation direction ， r巴-

sp巴ctively.

その方向への移動量を d とする.移動前と移動後の

パッチ聞の距離は n ・•.dp である.ベクトノレ m と n

との聞の角度を T とすれば， cos r は孟.五に等し

い.したがって，

n ・•.dp=d m.n ( 1 )

もし d ， m および n が既知であるならば，式( 1)は

L1p を未知数とする線形方程式である.

さて，観測方向 m はセンサの測定方向に，とこで

は z軸方向にとるのが便利である.すなわち m=(O，

0，1)T とする.その時， d=F(xo ，yo，t+L1t)-F(xo ，

yo，t) である. d は F，で 1次近似できるので，式

(1)は次のように書ける.

nxoL1x+nyoL1y+nzoL1z=nzoF ， (2)

一方，接パッチの方程式は

nxo(x-xo)+ 向。(γ-yo)+nzo(z-zo)=O (3)

である.式 (3 )を Z と U で徴分し x=xo ， y=yo ，

z=Zo とおけば次式を得る.

nxo 十 nzoFxo=O (4)

nyO十 nzoF yo= 0 ( 5 )

ここで， (Fxo>Fyo) は面 z=F(x ，y ，t) の点 (xo ，yo，

zo) !ζ於ける接勾配である. n.o=O のとき， z 軸方向

から面を観測する乙とはできない. nzo 学 O としよう.

nzo=O の場合は 4.3.2 項で議論する.式 (4) と (5 )

を式 (2 )に代入し，点、 (xo ，yo，zo) を面 z=F(x ，y ，t)

上の任意の点 (x ，y，z) とすれば次式を得る.

FxL1x+FyL1y- L1z+F ，=O

さらに， Fp=(F. ，Fy ，-1)T とすれば，上式は次のよ

うにも書ける.

Fp...dp+F ，=O (6)

Fx ，Fy および F ，は距離動画像から容易に得られる.

3.2 剛体運動パラメータの推定

剛体運動パラメータの推定式を導く.

剛体物体上の点 p=(x ，y ，z)T の 3次元移動ベクト

Jレ •.dp=(L1x ，L1y，L1z)T は並進速度ベクトル T=(Tx ，

Tν，Tz)T と原点を中心とした角速度ベクトノレ R=
(R. ，Ry ，Rz)T を使って次式で与えられる .

.•dp=Rxp 十 T (7)

式 (7 )を式( 6 )に代入すれば，剛体運動パラメータを

未知数とする次の線形推定式が得られる.

(px Fp).R+Fp.T+F ，=O. (8)
ただし Fp・(Rx p)=(px Fp).R であることに注意.

乙の方程式が剛体上の 6個以上の点からそれぞれ導

かれたならば，運動パラメータは連立線形方程式の最

小二乗解として得られる.得られたパラメータを式
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( 7 )に代入してレンジフローが得られる.一意な解，

すなわち剛体運動が一意に解釈できるためには，乙の

連立方程式が線形独立であること，言い換えれば連立

方程式の係数行列が正則であること，が必要である.

動きが一意に解釈できない物体として，平面，扉風，

球，円錐，円柱などがある.

4. 非剛体運動パラメータの直接推定

非剛体運動を，剛体運動を第 1近似として，それに

対する摂動とみなすこと lとする.本章では摂動として

の非剛体運動の一つのモデルを提案し，その運動パラ

メータを直接的に推定する方法を述べる.

4.1 非刷体運動モデル

4.1.1 関連研究

小さな領域の非剛体運動はテンソノレ表現を使って式

(7 )を拡張することによってモテソレ化される 7) ，8入 16)

しかし，同 IJ体の運動モデルが剛体の勤きを大域的にも

局所的にも正しく表しているのに対し，テンソノレに基

づく非剛体の運動モデルは非剛体物体上の小さな面の

運動は良く表し得るが，大域的な非剛体運動まで表す

ことはできない.

局所的にも大域的にも非剛体運動を表しうるモデ

ノレとして三角ノf ッチの多面体モテソレが提案されてい

る 10)，12) 乙のモデノレは，運動時に物体表面上の距離

を保存し紙の動きを表すことができる.

紙をも含む一般的な非剛体運動のモデノレとして，

Barr3) は局所的な変形運動モデルで表されるプリミ

ティブをリンク結合するととにより大域的な非剛体運

動も表現可能なモデルを提案した.

一方，われわれは多関節マニピュレータの理論 13)を

手本 lζ格子網状に結合されたリンクモデルにより，一

般的な非剛体運動を表した.結果的に，われわれのモ

デソレはBarr3) のモデ、ノレの離散系への拡張となってい

る.乙のモテソレでは，位置の変位は各リンクの変形畳

を運動パラメータとしてそれらの線形結合によって表

される.

4.1.2 変形ネットモデル

物体面は常に見え，簡単化のため隠れは起こらない

と仮定しよう.図 4 !ζ示すように， (2n+1)x(2n+1)

個の節点をもっリンク結合ネットを非剛体物体のモデ

ノレとして考えよう. (2n 十 l)X (2n 十 1) はネットの大き

さとする.乙のネットの構成要素であるリンクは伸縮

可能であるが曲がらないものとする.また，節点で繋

がったリンクは自在に回転がで、きるとする.各リンク

Vertical axis

NO.1
rJ ，1 N1 ，1

50，1
81，1

No，o Horizontal axis
N1 ，o

るにx
図 4 変形ネットモデル

Fig. 4 A deformable net model

の自由な回転はこのネットを紙や布のように変形させ

ることができる.またリンクの仲縮を加える乙とによ

り皮膚やゴム風船のような勤きも表すことが可能であ

る.

各節点は Ni ，i と名付けられている.ことで nζ

i云n および -n 三j:三n とする.特 lζNo ，o をネット

の中心節点とする.簡単化のためにネットの中心節点

をシーンの原点に一致させておく.このネットはリン

ク鎖である水平および垂直パスの組み合わせからな

る.乙れらのパスもそれぞれ整数値の名前を持つ.す

なわち，垂直パスはそれを構成する節点の第一添え字

で名付けられ，水平パスは同様に節点の第二添え字で

名付けられている.特 l乙中心点を通る垂直パスを

ネットの垂直軸，水平パスを水平軸とよぷ.

このリンクをベクトノレで表記する.図 4 !乙示すよう

に，このベクト jレはネットの中心から外に向かう向き

に方向づけられている.節点 Ni ，i を終点とする水平

パス上のリンクベクトノレを ri，j とする.乙乙で，ベ

クト Jレの長さを ri ，i，その方向を極座標表示で角度

。九 j と ψi. j で表す.同様に Ni ，i を終点とする垂直

パス上のリンクベクトノレを自 i •j とする.その長さは

5i ，j，向きは砂川と砂川で表される.ベクトノレが直

交座標および極座標で表記されているとき，ベクトノレ

関数百で極座標値から直交座標値への変換を表す.

節点 Ni ，i の位置玉川== (Xi ，i，y10 .i，Zi ，j)T は座標原

点 No.o を起点 lこ水平軸を通り節点 Ni ，O を経由し i

番目の垂直パスを通り節点 Ni ，i !C至るノレート上のす

べてのリンクベクト Jレ和で表される.

→→→ Z →→ J → 4

Pi ，i=fi ，i(q)= L: h(ふ，0) 十戸 h(ηi ，zl (9)
ko=O /0=0
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ネット内で自由に決めうる運動パラメータと束縛さ

れる運動パラメータを次のように考える.まず最初に

ネットの垂直軸と水平軸を取り出して考える .ζ の軸

を独立した四本の多関節マニピュレータとみなすこと

前章で提案した運動モデノレにおいて運動ノ f ラメータ

の数はリンクの総数の三倍， 3(8n2 十 4n) 個である.

しかし，独立な運動パラメータの数は，リンク同士が

節点で互いに繋がっているので，これよりも少ない.

自由なパラメータの数はいくつであろうか.また，リ

ンクの相互干渉によって実現不可能な動きといったも

のがあるのであろうか.

ただし， ~k，l=(n ，l，8k ，1仰，1)T ， 7}k，1=(Sk ，l， か，1，φ，1)T

とし， q をすべてのリンクベクトルの極座標値の並

び， (…，rk.l ，̃ ..，θυ，…，仰，1，...，Sk.l ，・・.，Øk，Z ，…，φ，1，

…)T ， fi ，j を q からふ 3 へのベクトル関数と定義

する.また k=O と l=O の場合は以下無視する乙と

にする.

節点の位置の徴小移動量ゐ i，j=(L1Xi ，h L1Yi ，h
L1Zi ，j)T は式 (9 )のリンクパラメータ互における全徴

分によって表される .

.dPi，j=Ji ，j.dq (10)

ここで Ji ，j はヤコビ行列。 fi ，j/品である.ただし

リンクパラメータのうちベクトルの長さに関する偏徴

分値はそれぞれベ、クトノレの長さ倍 lとしてある.また，

変位パラメータ .dq=(…，L1αk，l，...，L18k，l，...，L1仰，1，
…，L1ßk ，l，…，L1Q;k，1，.・.，L1cþk，l，...)T をこの非剛体運動

モデルのパラメータとする，ととで dαk ，I=L1rk ，l/n ，1

と L1ßk ，l= L1sk，l/Sk ，1 は各リンクの伸縮比を表してい

る.乙れらの運動パラメータのうち，リンクの回転

を表す dθk，l， L1卯，1， L1q;k，l， L1cþk，1 をネットの曲

げと摂れのパラメータとよび，リンクの伸縮を表す

dαk ，l， L1ßk ，1 をネットの伸縮パラメータとよぶ乙と

にする.

こ

(11)

で表される.同様に， SI，I の終点は水平軸上の節点、

NI ，o と SI，I との和で表される.乙の両リンクの終点

は常に一致していなければならない.したがって，

X ， Yおよび z についての位置の束縛は二つのリンク

併せて六つの自由度を三つに減少させる.しかし，

の三つの自由度は節点の位置を自由に決めうるととを

意味している.さらに，二つのリンクが伸縮しないと

すれば，全自由度はたったーっとなる.もしこのこつ

のリンクの全自由度が三つ以下であれば，節点 NI ，I
の動きが実現されない場合がある.

さて， K-1 までのすべての節点の位置が決まった

としよう. i+j=K を満たす節点 Ni ，j を終点とす

るリンクベクトル ri ，i と Si，j の終点、も常に一致し

ていなければならない. ri ，j の終点位置は節点 N・-I ，j
とれ J との和で表される Ni-I ，j の位置はすでに決

まっている(なぜならば， (i-1)+ j=K-1 である)

ので，その位置は原点からの経路によらず計算でき

る.したがって，その経路を No ，o を出発し垂直軸を

通り，節点 NO ，j を経由し N←1，j Iζ至るようにとっ

てもよい.一方， Si.i の終点は節点 Ni ，j-I の位置と

Si ，j との和として与えられる Ni ，j-I の位置も既に

決まっているので，その位置は Niりから水平軸を通

り節点 Ni ，O を経由し，垂直ノ fス上を Ni ，j-I Iと至る

経路上のリンクベクトノレの和として与えられる. i<O
または j<O の場合も同様にリンクの動きを決めるこ

とができる.

→→ J →→ Z →→

Pi，j= gi，j(q)= _L:_ h(7JO，I)+ L: h(~k ，j)
1=0 k=O

ただし，ふ， j は q から pi ，j へのベクトル関数とす

以上の議論をまとめてみよう.節点 Ni ，j の位置は

式( 9 )を導いたのと類似の方法で，中心節点 No ，o を

起点 iζ垂直軸を通り，節点 NO ，j; を経由し水平パス上

を節点 Ni ，j へ至る Jレート上のすべてのリンクベクト

Jレ和によっても得られる.

内部干渉拘束4.1.3

ができる.そのとき，マニピュレータの構成要素でも

あるリンクの動きは自由に決めることができる.軸以

外のリンクの運動ノ f ラメータはネットの中心部から周

辺部に向けて帰納的に決定していく.乙こで自然数 K

を K=lil+UI とする.すなわち， K の増加の j闘

に，節点 Ni ，j を終点 lζ 持つリンクベクトル LJ と

Sz" ，i の運動ノf ラメータを決める.まず， i>O ， j>O

の場合を考える. K=2 ，すなわち NI ，I を終点とす

るリンクは rl ，1 と 81，1 である. rl ，1 の終点は，既に

位置の決まった垂直軸上の節点 No ，1 とよ 1 との和

る.

前章と同様に，節点の位置の微小移動量 .dPi，j は

上記の式のリンクパラメータ互における全微分によっ

て表される .

.dPi，j=L ，j.dq (12)

ただし L ，j はヤコビ行列。 gi ，jjaq である.ただし

リンクパラメータのうちベクトノレの長さに関する偏徴

分値はそれぞれベクトノレの長さ倍にしてある.

式 (12) で表される移動ベクトノレ量は式 (10) で表され

るそれに一致しなければならないので，次の関係式が
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Unknowns & Constraints

3x3 5x5 7x7 9x9 llxll

図 5 ネットの大きさに対する干渉拘束と運動パラメー
タの数

Fig. 5 The number of unknowns and inner con-
straints VS. net size.

運動パラメータの拘束式として得られる.

(Jhj-IM)AJ(13)

ネット上での拘束式 (13)の総数は 12n2 個である.こ

れは軸上にない節点の数の三倍である.ネットモデノレ

を自由に変動させるためには，乙の内部干渉拘束式

(13) の総数よりも多くの運動ノ f ラメータを持つ必要が

ある.もし各リンクが三つの自由度を持っているとす

れば，リンクの総数が 4n(2n+1) 個であるので，運

動パラメータの数は 12n(2n+1) 佃である.もし各リ

ンクが伸縮しないとすれば，運動パラメータの総数は

8n(2n+ 1) 個.図 5 はネットの大きさに対する運動パ

ラメータと干渉拘束式の関係を示している.リンクの

自由度が一つの場合には運動パラメータは 4n(2n 十 1)

個となる.リンクあたりー自由度かつ n>1 である場

合を除いて，運動パラメータの数は内部干渉拘束式の

数を上回る.

4.1.4 非剛体物体上のレンジフローモデル

，位置ベクトル pで表される節点以外の任意の点 Pの

運動をその点に最も近いリンクの運動で以下のように

補間する.そのリンクは垂直パス上のリンクである場

合もあるし，水平パス上のリンクである場合もある.

ここでは一般性を失うことなく，このリンクを水平ノ f

ス上のリンク r1，J としよう.また，このリンクベク

トノレが節点 Ni ，i を起点にしているとしよう.点 Pの

Net sise

節点 Ni.i Iζ対する直交座標値はその極座標値 ç=
(r，8，cp)T により h(Ç) と表される.点 P の uζ対す

る徴小変位 .dp ，は BhjB((11rjr ，118，11ψ)T となるが，

点 P の動きはリンク r1.J と同じ運動とみなしている

ので， BhjB((11α1 ，J，11θ1，J，11ψ1.J)T とも書ける.点 P

の動きは節点 Ni ，i'lζ 対する変位 .dp ，と節点自身の

変位 .dPi .i との和によって表される .

.dp ，- ト.dPi ，i= Ji，i.dq

ただし Ji ，i は Ji ，i の運動ノf ラメータ dα1，J， 1181，J，

11CP1.JK対する要素に BhjBÇ を加えたものである.

さらにこのネット系が角速度ベクト jレR ，並進速度

ベクト jレTで剛体運動しているとする .dpi ，i と .dp ，

は 1次の徴小量である非剛体運動パラメータの線形結

合によって表されており，回転も徴小で Rも 1次の徴

小量と仮定すれば，ネット変形後の点 P の位置 p+
.dPi ，i+ ゐe は，長 X.dPi ・2 と Rx ゐe の要素が 2

次以上の高次の徴小量であるとして無視することがで

き，

RX(P+.dPi ・i+.dp ，)+T~Rx p+T

程変位する.したがって，点 Pの全変位，すなわち 3

次元移動ベクト Jレ .dp はネットの変形とネット底標

系の剛体運動との線形和で表される .

.dp=J; ，i.dq+Rxp+T (14)

4.2 非剛体運動パラメータの線形推定式

非剛体運動のパラメータを推定する方程式を導こ

う.式 (14) を式( 6 )に代入すれば，非剛体運動パラ

メータと剛体運動パラメータを未知数とする次の線形

方程式が得られる.

FJJi.i.dq 十 (pxFp).R+Fp ・壬ート F，=O (15)

同じ物体上のいくつかの点から導かれる方程式 (15) お

よびネット内部の干渉拘束式 (13) からなる線形連立方

程式を解くことにより，非剛体物体の運動パラメータ

が得られる.推定結果を式 (14) に代入すればレンジフ

ローが得られる.

ところで，この線形連立方程式は線形従属である.

なぜならば，ネットの運動のうち剛体運動の回転成分

は，ネットの非剛体運動によって表されるからであ

る.ネット b中心節点 No.o Iζ繋がっている四つのリ

ンク 81.0， rO.1， 8-1.0 ， rO.→は，原点を通る任意の軸

周りの回転運動をそれぞれ表す乙とができる.そし

て，この四つのリンクが全く同じ回転運動をし，残り

のリンクが固定されたままだとすれば，乙のネットは

剛体回転を非剛体成分だけで実現することができる.

この暖昧さを避けるために，推定過程を二つに分け

I I
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freedom/link I "
/， f
I I
I ，2 degrees of
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る.最初に，変形成分をゼロとしたままネットの剛体

成分のみを求める.次いで，得られた剛体成分を回定

したままネットの変形成分を計算する.

運動パラメータの数を実際の対象物体の性質に即し

て制限することは重要である.なぜならば，過剰なパ

ラメータ数は解のノイズに対する感度を悪くするうえ

に，方程式自身を悪条件 lζ陥れる可能性があるからで

ある.実際，紙や布ではほとんど仲縮性がないと考え

てよい.したがって，すべてのし j に対して dα' ，'
=L1ßi ，i=O とする.また風船の仲縮はいたるところ

一様であると考えて，すべてのん jl と対して dαi ，j

=L1ßi ，i= 一定とする.もし物体が剛体であるならば，

モデノレの非剛体成分は勿論考慮する必要はない.

4.3 運動に対する他の拘束条件

第 2章で述べたように，剛体運動モデノレでその運動

パラメータが一意に決定できない物体がいくつかあ

る.とのような物体は非剛体運動モデルでもやはりそ

の運動パラメータを一意に決めることができない.

式 (6 )は物体の 3 次元形状に依存している.との方程

式は深さ方向の動きに対しては強い拘束力を持ってい

る反面，物体の表面が平面かそれに近いならば，との

拘束式は面に平行な動きを拘束することができない.

もし表面形状の拘束のほかに物体の模様や物体の境界

などを新たな拘束として利用することができるなら

ば，運動パラメータの推定式が悪条件に陥り動きが一

意に決定できない状態になるのを防ぎ，また解の精度

を向上させるのにも資するであろう.本章では動きに

課せられる新たな二種類の拘束式が述べられている.

4.3.1 濃淡拘束

本論文で使用したビデオレートレンジファインダは

距離動画像ばかりではなく濃淡動画像も同時に得ると

とができる.時刻 t における物体上の点 P(x，y ，z)の
濃淡値を E(x ，y，t) とする.点 P の 3次元移動ベク

ト jレ L1p の x ， y 成分は，次の l 次式に近似的にで

はあるが拘束されることが知られている 6)

Ep ・L1p+E ，=O (16)

乙乙で Ep= (E"" Ey ，O)T とし， (E"" E;) は濃淡町像

の空間勾配であり， E，は濃淡動画像の時間勾配であ

る.

式 (14)を式 (16)に代入すれば次の運動推定式が得ら

れる.

Ë;;ii，ゐ+(五×重p).îi+ 亘p.T+Et=O (17)

式 (15) と (17)を比較すれば，後者は z方向の拘束が欠

けていることが解かる.したがって，方程式 (17) は

Tz 以外の運動パラメータを推定する.

4.3.2 境界拘束

構造拘束( 6 )は nz*O と仮定している. nz=O の

場合は z軸方向から見た物体の境界に相当する.この

とき z軸方向の変位を知る ζ とができない.観測でき

るのは法線 n方向の移動量:d である.そこで，観測ベ

クトノレmを物体面の法線ベクト Jレnlζ 一致させれば，

式( 1 )は次のように書き改められる.

Gp・L1p=d (18)

ことで Gp= (n"" ny ，oy とし， (n"，，7ly) は境界の法線

ベクトノレである.また dは法線ベクト jレ方向の境界の

移動量である.これらの量は境界から容易に算出可能

である.

式 (18) もまた物休の勤きを拘束する線形方程式であ

る.式 (16) 中の E"" Ey ， E ，を夫々 n"" ny， -d I乙

置き換えても，乙の拘束式が形式的に得られる.つま

り，式 (14)を式 (18)に代入すれば式 (17) と類似の次に

示す動きの線形推定式が得られる.

G;;i ，i.lq+( ト札).îi+Gp ・T-d=O (19)

第 6章での最後の実験でとの境界拘束の有効性を示

す.

5. 実装

本主主では提案した手法の計算機上への実現法につい

て述べる.

ネットモデルの初期設定

x-y 平面上 lとサイズ (2n十 l)x (2制-1) で等間隔幅

を持つ正方格子を考えよう.変形ネットの初期状態は

その x-y 面への投影がちょうど上に述べた正方格子

になるように取る.すなわち，ネットの節点を物体面

上にとりその X ， Y 座標値が丁度格子点になるように

する.このモデノレからリンクベクトルをあらかじめ計

算しておく.ヤコビ行列は ζれらのリンクベクトノレか

ら得られる.

距離と濃淡動画像からの微分値

距離と濃淡動画像の空間勾配は Sobel のエッジ検

出オペレータによって算出される.画像聞の時間勾配

は 3x3 の窓内の平均値の画像間差分値によって得ら

れる.

連立線形拘束方程式の解

運動パラメータが内部干渉 (13) ，構造 (15) ，濃淡

(17) ，境界 (19)の四種類の拘束方程式からなる線形連

立方程式を解くことにより得られる乙とを述べてき

た.各拘束式には適当な重みがかけられている.それ
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表 1 剛体運動の推定結果
Table 1 Estimatecl result of rigicl motion.

Sep. 1991

物休の種類 Tx Ty Tz Àx Aグ Àz Q

手のひら 1.001 0.992 1.023 -0.569 -0.577 -0.586 0.957

布 1.029 1.067 1. 047 -0.528 -0.583 -0.617 0.971

紙 1.006 0.990 1. 000 -0.573 -0.584 -0.576 0.999

真の{直 1.000 1. 000 1. 000 ー0.577 -0.577 -0.577 1.000

は連立方程式が悪条件に陥らないようにするためであ

る.

一般にとの連立方程式の解は十分精度が良いとはい

えない.それは基本拘束式( 6 ) ， (16) および (18)が単

に勤きを拘束するための 1次近似式に過ぎないからで

ある.より・精度の高い解を得るためには，次に述べる

ような多次元ニュートン法に似た繰り返し演算が用い

られる.

点 (x ，y ，z)T のレンジフロー (L1x ，L1y，L1z)T は推

定式から得られた運動パラメータを式 (14) に代入する

ことによって得られる.もし乙のレンジフローが正し

ければ F(x ，y ，t)=F(x トdιy+L1y ，t 十 L1t)-L1z で

あり， E(ιy ，t)=E(x 十 L1x，γ+ L1y，t+ L1t) である.

そうでなければ，新たに距離画像と濃淡画像をそれぞ

れ F'(x ，y ，t+ L1t)=F(x+ L1ιy+ L1y，t+ L1t)- L1z と

E'(x ，y ，t+L1t)=E(x+L1x ，y 十 L1y，t+ L1t) のごとく

定義する.そしてこの新しい動画像を使って運動ノ f ラ

メータを再計算する.乙の手続きを推定残差の平方和

が単調に減少しなくなるまで繰り返す.最終解は繰り

返し時 lζ得られた解の総和である.

三 6. 実験

本章では，われわれの方法を幾つかの物体，紙や

布，ゴム風船や手のひら等の動きの推定に適用した.

簡単化のため，カメラ視野内の物体面には新たな隠れ

や不連続は起乙らないものとする.実験に使用された

動画像の枚数は各実験で距離および濃淡画像とも連続

二枚とした.

剛体運動

われわれの手法が正しい乙とを確認するために，ま

ず距離動画像のみから剛体の 3次元運動パラメータを

推定した.この実験で使用した三種類の動画像の第一

画像は図 6 ， 9 ， 10の第一画像と同じ画像である.

第二画像は ζ の第一画像を計算機内で各軸方向に 1画
素，回転軸 J.=( -1/.fす，-1/.fす，-1八/す)の回り

に 0=10 回転させて作製した.これは推定の精度を

確認するためである.表 11とは剛体運動パラメータの

推定結果が示されている.ここで，並進運動パラメー

タは画素で，回転角は度で表されている.ただし，

R=m.
紙

一旦しわくちゃに丸めた紙を両手で引き延ばした時

の紙の変形運動パラメータを求めた.この実験では距

離動画像と共に濃淡動画像も用い，曲げと摂れ(仲縮

は含まれていなし、)および岡 f体運動のパラメータを求

めた.図 6 は紙の距離画像に濃淡画像をテクスチャ

マッピングし Z 軸方向に対し若干斜方向から見た紙の

立体画像表示である.実験はネットの大きさを 3)< 3，

図 6 紙の動き.ネットサイズ 5x5. (t王)時刻1 (右)時刻2
Fig. 6 Motion estimation of a sheet of paper using a 5x5 cleformal コle net. Estimatecl sample range flow

and a 5x5 d巴formable net with iìrst (le/t) ancl seconcl (right) range imag 巴 frames painted in the
intensity imag 巴.

図 7 紙のITi!J き.ネットサイズ 3x3. (左)時刻1 (右)11寺刻2
Fig. 7 Motion estimation of a sh田t of paper using a 3x3 cleformabl 巴 net. Estimat 巴cl sampl 巴 rang 巴自 ow

ancl a 3x3 cleformable net with first (le/t) ancl seconcl (right) range image frames paintecl in the
intensity image.

図 8 紙の動き.ネットサイズ 9x9. (左)11寺刻1 (右)時刻2
Fig. 8 Motion estimation of a sheet of paper using a 9x9 cleformabl 巴 n巴t. Estimat 巴cl sample rang 巴 flow

ancl a 9x 9 cleformable net with first (le/t) ancl seconcl (right) range image frames paintecl in the
intensity image.

図 9 推定された布の勤き. (左)11寺刻1 (右)時刻2
Fig. 9 Motion estimation of a piece of cloth. Estimatecl sample rang 巴自 ow ancl a 5x5 cleformable net with

first (le/t) ancl seconcl (right) range image frames paintecl in the intensity image of the cloth.
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図 6
Fig.6

図 7
Fig.7

図 8
Fig.8

図 9
Fig.9
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図 12
Fig. 12
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図 13
Fig. 13

図 10
Fig. 10

図 11
Fig. 11

図 14
Fig. 14
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図 10 推定された手のひらの動き. (左)時刻 1 (右)時刻 2
Fig. 10 Motion estimation of palm. Estimated sample range fiow and a 5x 5 deformable net with first

(lejt) and second (right) range image frames painted in the intensity image of the palm. .
図 11 推定されたゴム風船の動き. (左)時刻 1 (右)時刻 2
Fig. 11 Motion estimation of a rubber bal1oon.Estimated deformable net of 5x 5 with first (lejt) and

second (right) range image frames painted in the intensity image of the bal1oon.
図 12 コeム風船のレンジフロー

Fig. 12 Estimated range ftow of feature points on the intensity image of a shrinking bal1oon.
図 13 紙によるキャタピラ迩動の実現方法と変形ネットモデル

Fig. 13 Caterpil1ar motion simulated by one sheet of pap 巴r，and the deformable net to be used in the
experiment.

図 14 キャタピラのレンジフロー

Fig. 14 Estimated sample range fiow of the caterpillar with the range images.
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5x5 および 9x91ζ 変えてそれそ。れ行われた.

図 61ζはネットの大きさが 5x5 の場合の初期ネッ

ト(黄色)と変形後のネット(緑色)がレンジフロー

(赤と青色)と共に示されている.ネットが物体(紙)

の後ろに隠されている部分は点線:で表されている.ま

た，レンジフローの赤色部分は見えている部分，青色

部分は紙の裏側に隠されている部分である.ネットの

大きさが 3x3 と 9x9 の場合はそれぞれ図 7 と図 8

に示されている.ネットの大きさの増大と共に勤きの

推定精度は良くなっている.しかし，ネットの精密化

は動きの線形推定式を悪条件にさせる可能性がある.

本論文ではどの程度のネットの大きさが最適なのかに

ついては吟味していない.今後の課題である.

布

水平な面の上に置かれた布を両側から手で圧縮させ

たときの布の勤きを推定した.この実験でも距離動画

像と濃淡動画像を併用し，曲げと振れ(伸縮は含まれ

ていなし可)と剛体運動のパラメータを求めた.濃淡画

像でテクスチャマッピングされた布の距離画像が図 9

1とネットおよびレンジフローと共に示されている.

手のひら

閉じつつある手のひらの勤きを推定した.濃淡画像

でテクスチャマッピングされた手のひらの距離画像が

図 10 1と示されている.この実験では距離動画像のみ

を使用した.実際，濃淡画像 lζ見られた手相は明瞭さ

を欠き勤きを拘束するのに十分とはいえなかったから

である.運動パラメータは JJJ3 げと振れ，伸縮および剛

体運動である.ただし，仲縮ノ f ラメータ dαi .i およ

び Llßi ，j はネット上で一様とした.推定されたネッ

トの変形とレンジフローが図 10 IC示されている.

ゴム風船

内部の空気が抜けつつあるゴム風船の勤きを解析し

た.濃淡画像がテクスチャマッピングされたゴム風船

の距離画像を図 11 に示す.距離勤画像と濃淡動画像

を併用して，剛体と一様な伸縮の運動パラメータを推

定した. (ことでは曲げや振れの運動パラメータは推

定していない.すなわち，風船は相似変形するものと

仮定している. )距離動画像だけからでは勤きを一意

に決定することができない ζ とを注意しておく.なぜ

ならば風船の表面が球面であるからである.推定され

たゴム風船の変形運動が図 111ζ示されている.また

図 12 1とは風船面上の濃淡ノマターンの特徴点でのレン

ジフローが 2枚の距離動画像と共 lζ重ねて描かれてい

る.乙の図 lζ は表面パターンがレンジフローと共に透

けて見えるように表されている.とのレンジフローの

向きは，始点部と終点部をそれぞれ赤と青の色分けで

区別されている.

キャタピラ

第 4 章の最後に述べた境界拘束の有効性を示すため

に，キャタピラの動きを推定した.図 13 fと示すよう

に，キャタピラの動きを一枚の紙でシミュレートし

た.すなわち，紙の一端を水平面 x-y 上 lζ固定す

る.もう一方の端を持ち紙を曲けや水平面に平行に紙を

押し出す.キャタピラの前面と二つの側面が勤きの境

界拘束となる.キャタピラの運動パラメータ，すなわ

ち曲げ運動 d砂川と並進運動パラメータ，を距離拘

束と境界拘束を使って求めた(濃淡画像は使用しな

かった. ) .との場合の運動ノ f ラメータには回転運動を

表すパラメータが含まれていないため，推定手続きは

こ段階に分ける必要がないととに注意.図 14 は推定

したレンジフローを連続した距離画像と共に示してい

る.乙の表示方法は図 12 と同様に物体表面が透けて

見えるようにしている.

運動パラメータの数が過剰な場合

運動パラメータの種類と数を制限しなかった場合に

は，推定式が悪条件に陥り解が一意に決まらなかっ

た.ゴム風船の例では，ネットの曲げと摂れのパラ

メータを加えたところ，解が一意 lと決まらなかった.

乙れは次の理由による.球面の相似変形は伸縮運動の

みならず曲げと振れの運動によっても表される.との

酸味さは濃淡拘束の併用によって解消させることも可

能であるが，ネットの端では風船上の表面ノマターンが

存在しなかったため拘束が働かなかったことによる.

とれに対し，手のひらの例では距離拘束のみを使って

いるにも拘わらず，曲け、と摂れおよび一様な仲縮ノ f ラ

メータが一意に決まった.しかし，伸縮比を各リンク

独立にした場合，解は一意に決まらなかった.

7. おわりに

本論文では連続した画像聞の対応付け問題を解くと

となく，距離動画像から非剛体物体の運動ノマラメータ

を直接推定する手法を提案した.本手法は非剛体運動

の解析に於て次の二つの利点を持っている.一つは，

距離動画像は物体の表面形状を密に表しているため，

局所的に細かな動きに至るまで十分に解析できること

である.もう一つは，画像聞の特徴点対応付け操作を

前提にしていないため，変形運動による特徴点消失の

影響を受けずに物体の動きを解釈できる点である.さ
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