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あらまし 近年，実物体に映像投影を行うことで，物体の見た目をリアルに変化させる空間型拡張現実感が注
目されている．一般的な空間型拡張現実感では，事前計測された静止物体を対象とするものが多く，動く物体を
対象とする場合には，実時間で対象物体の位置姿勢を計測する必要がある．しかし，位置センサ等は対象物体の
見た目に影響を与え，また，カメラを用いた色情報による物体認識手法は，投影光による影響のために十分に機
能しない．そこで本論文では，深度カメラを用いた頑健な対象物体の追跡手法と点群削減による処理の高速化に
より，動的な空間型拡張現実感を実現する．
キーワード

空間型 AR，物体追跡，3 次元点群，パーティクルフィルタ

1. ま え が き

に取り付ける場合は投影面の外観の損失，対象物体に
埋め込む場合は対象物体を限定するといった問題があ

近年，プロジェクタを用いて建物や身近な実物体に

る．また，近年多く用いられているカメラによる位置

映像を投影し，実物体の見た目を変化させるプロジェ

計測手法も，プロジェクタ投影光の影響のため充分に

クションマッピングが盛んに行われており，アートやエ

機能させることが困難である．

ンターテインメントの分野で注目されている．この実

そこで本論文では，手軽な深度カメラを利用し，実

物体への映像投影技術は，空間型拡張現実感（Spatial

時間姿勢追跡を可能にする SAR システムを提案する．

Augmented Reality，SAR）の分野において，これま
で広く研究が行われてきた．SAR では，実空間上のあ

2. 関 連 研 究

る対象物体に，コンピュータ上で生成された仮想の外

実物体に対してプロジェクタで映像を投影する手法を

観をプロジェクタで重畳投影することで，実物体なら

確立した研究として，Raskar らの Shader Lamps [1]

ではの存在感を仮想物体に与えて提示することができ

が挙げられる．この手法では，複数台のプロジェクタ

る．更には，対象物体を自由に動かしながらも，その

を用いてテクスチャや陰影を投影することで，あたか

見た目が自在に変化するような高い対話性を実現し，

も対象物体が独特の質感や陰影をもっているかのよう

デザイン検討ツールや舞台演出における動く対象への

な表現を可能にした．また，Aliaga ら [2] はプロジェ

投影等，様々な応用が期待されている．

クタとカメラ間の Light transport 行列を計測するこ

しかし，対話性を実現するためには，対象物体の位

とで，高解像度に実物体の見た目を変える手法を提案

置姿勢を実時間で取得する必要がある．位置センサを

している．これらの研究では，静的な物体を投影対象

用いる事例等もあるが，高価であることや，対象物体

としているため，投影対象の位置や姿勢が変わってし
まった場合は，対象物体とプロジェクタ間の位置関係
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動的な物体に対して SAR を行う研究として，まず，
センサを取り付けることで対象物体の位置姿勢を検出
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を再計測する必要が生じる．
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する方法が挙げられる．Verlinden ら [3] は，動きが既
知である回転台に対象物体を乗せることで対象の姿勢
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を推定している．しかし，対象の動きは台上のみに制

置姿勢の認識に物理的なセンサを取り付けずに深度カ

限されてしまう．近藤ら [4] は，手に取った模型に磁

メラを用いるため，対象物体の景観を損ねることなく

気センサを取り付けて視線位置と模型の動きを計測す

様々な物体への投影が可能になる．そして，実時間で

ることで，人体の臓器を様々な角度に動かして観察す

位置姿勢推定を行うため，高い現実感を伴った対話的

ることができるバーチャル解剖模型を実現した．しか

な映像投影を実現する．

し，センサを取り付けることによる景観の損失や投影

従来の深度カメラを用いた手法 [8] は，対象を大き

対象の限定，更には高精度な磁気センサの導入にかか

く動かしてしまうと処理時間も大きくなることや誤っ

るコストが問題となる．

た姿勢に陥いる可能性があるため，対象物体を自由に

そこで，投影対象に対する制約の少ない，カメラを

動かすことができない．本手法では，Particle Filter

用いたコンピュータビジョンに基づく手法で物体の動

で対象物体の位置姿勢を大まかに推定した後に，その

きを検出する方法が挙げられる．この方法では，プロ

結果を ICP アルゴリズムにおける初期値として推定

ジェクタによる投影光の影響で投影対象の色が変化し

することで，毎フレームでより高速かつ高精度に位置

てしまうため，そのままの色情報を用いて認識を行う

姿勢を算出可能にする．Particle Filter と ICP アル

ことは困難である．永井ら [5] は，投影面と被らない

ゴリズムを排他的に用いる事例 [10] も報告されている

位置にマーカを取り付けているが，動きが制限され，

が，対象物体が速い動きをしている際には，Particle

外観も悪化させてしまう．マーカを用いずに投影を行

Filter のみで追跡を行うため，ICP アルゴリズム程の

う方法として，Audet ら [6] は既知のパターンが印刷

高精度な位置姿勢が得られない．本提案では，これら

された平面板に対して，プロジェクタ出力用の映像と

の両手法を順次適用させることで，速度と精度の両立

投影された映像の幾何対応を求めることで，位置姿勢

を目指すとともに，点群削減により追跡処理の更なる

を推定している．奥村ら [7] は，HSV 色空間を用いた

高速化を目指す．

色認識アルゴリズムを採用している．対象物体の投影

3. 1 システムの流れ

前後の色情報の相関を求めることで，対象物体の色が

提案システムは，投影前にあらかじめ行うオフライ

投影によって変化しても検出が可能となる．しかしな

ン処理フェーズと，実際の投影時に行うオンライン処

がら，これらの研究では，対象の位置姿勢の推定は 2

理フェーズに分かれている．このシステムの処理の流

次元平面上に限られ，投影面はシンプルな形状である

れを図 1 に示す．なお，対象物体とのマッチングに用

ことが求められる．

いるリファレンスとなる点群をモデル点群，深度カメ

投影光の影響を受けない計測を実現するために，赤

ラで計測される点群をシーン点群と定義する．

外光を用いた深度カメラから得られる 3 次元点群を

オフライン処理フェーズでは，投影対象となる物体

用いて，対象物体の位置姿勢を推定する手法が提案さ

の 3D モデリング，対象物体の初期位置を推定するた

れている．坪井ら [8] は，3 次元点群に対して ICP ア

めの特徴点及び特徴量の抽出と投影映像の作成を行う．

ルゴリズムを用いたテンプレートマッチングを行うこ

その際，3D モデリングによって得られたモデル点群

とにより，物体の位置姿勢を推定している．しかし，

ICP アルゴリズムを用いた推定方法は，テンプレート
と対象物体の距離が離れるほど推定処理が遅くなるた
め，対象物体の動かし方が制限される．また，このよ
うな状態では運動推定が局所解に陥り，正しく位置姿
勢を得られない場合も発生する．その結果，充分に対
話的な SAR システムは実現されていない．

3. 提 案 手 法
本論文では，投影光の影響を受けない深度カメラを
用い，対象物体を手でもって自由に動かしてもそれに
追従して映像投影可能な，インタラクティブな SAR
システムの実現を目標とする．このシステムでは，位

図 1 システムの処理の流れ
Fig. 1 Process flow of our system.
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に対して，形状変化の少ない部分の削減を行う．

増加を軽減し，ロバストな追跡を実現する．Particle

オンライン処理フェーズでは，オフライン処理フェー

Filter は，複数のパーティクルを前状態から起こり得

ズで得られたモデル点群と実物の対象物体とのマッチ

る多数の現在の状態と見立て，全てのパーティクルの

ングにより位置姿勢を推定し，その位置姿勢に合わせ

加重平均を求めることで現在の状態を推定する手法で

て映像を重畳投影する．まず初めに，投影対象の初期

ある．この手法を ICP アルゴリズムと組み合わせる

位置の検出を行う．初期位置の検出には，シーンの 3

ことにより，ICP アルゴリズムにおける対象物体とリ

次元点群において抽出した特徴点と，オフライン処理

ファレンスの初期位置を近づけるため，位置合わせの

フェーズで得られたモデル点群の特徴点間で，3 次元

収束の高速化及び運動推定が局所解に陥りにくくなる

形状の特徴量である Fast Point Feature Histograms

と考えられる．

(FPFH) [11] の抽出を行う．RANSAC 法で不良対応

本論文では，ある時刻 t における各パーティクルは，

点を除去した上で，特徴量の近い点同士で対応付けを

対象物体の重心の 3 次元位置座標と姿勢を表すクォー

し，座標変換を行う．この位置から ICP アルゴリズム

タニオンから構成されている．以下に，Particle Filter

を用いることで高精度に初期位置を推定する．初期位

と ICP アルゴリズムを組み合わせた 3 次元物体追跡

置推定で得られた位置姿勢からの対象物体の動きを，

のアルゴリズムを示す．

シーン点群を削減した上で Particle Filter と ICP ア

(a) 運動予測

ルゴリズムによる追跡処理を用いて推定する．この処

まず，過去のフレーム t-1 から現在のフレーム t に
パーティクルの状態を更新する．予測モデルとして，

理を毎フレーム行う．

Particle Filter と ICP アルゴリズムによる追跡処

図 2 (a) に示すように，t-2 フレームと t-1 フレーム間

理に関しては 3.2 で，オフライン処理におけるモデル

での対象物体の移動量から等速直線運動を仮定する．

点群の削減とオンライン処理におけるシーン点群の削

また同様に，姿勢の予測には，任意軸における等角速

減に関しては 3.3 で述べる．

度運動を仮定する．この予測位置に乱数を加えてパー

3. 2 Particle Filter を用いたロバストな追跡

ティクルを遷移させる．

初期位置からの対象物体の動きに対しては，フレー

(b) Particle Filter による状態推定

ムごとに ICP アルゴリズムを適用することで追跡が

図 2 (b) に示すように，Particle Filter による位置

可能である．しかし，ICP アルゴリズムを用いた推定

姿勢推定を行う．現在のパーティクルの状態を観測し，

方法は，フレーム間での移動量が少ないことが前提で

ゆう度を基にそれぞれのパーティクルの重みを求める．

あるため，対象物体を自由に動かす環境では，フレー

ゆう度とは，そのパーティクルがどれだけ最適解に尤

ム間での移動量の増加に伴って，位置姿勢推定に必要

もらしいかを表し，ゆう度がすなわちそのパーティク

な時間が増加したり，局所解に陥ったりしてしまう．

ルの重みとなる．本提案では，パーティクルが予測す

そこで，投影対象物体の位置姿勢の追跡には，確

る対象物体の 3 次元点群と深度カメラから得られる 3

率分布による時系列データの予測手法である Particle

次元点群間の最近傍距離の総和が小さいほどゆう度が

Filter と，高精度に位置合わせを行う ICP アルゴリ

高いとして，そのパーティクルに重みをつける．対象

ズムを組み合わせることで，移動量による処理時間の

物体の 3 次元点群のある点を pj とし，深度カメラか

Fig. 2
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図 2 Particle Filter と ICP による位置姿勢推定
Position and pose estimation of Particle Filter and ICP.
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ら得られる 3 次元点群との最近傍点を qj とすると，i
(i)

番目のパーティクルにおけるゆう度 wt

は式 (1) に

よって表される．
(i)

wt =


j

ンプリングは物体形状の特徴を消してしまい，追跡処
理の精度が低下する．そこで，モデル点群の形状の特
徴的な部分に着目して削減することで，精度への影響

1
1 + (pj − qj )2

(1)

を減らしたままで，追跡処理の高速化が可能になる．

3 次元点群のマッチングを正確に行うために重要な
点群は，物体の凹凸やエッジといった，形状変化が周

(i)

また，重み Wt

は以下の式 (2) のように，全パー

ティクルのゆう度で正規化を行ったものを用いる．

=

wt
N

(k)
wt

形状変化の少ない部分に関して点群の削減を行う．物
体の形状変化の判断には，3 次元の曲面や形状の解析

(i)

(i)

Wt

囲と比べて大きい部分である．そこで，周囲と比べて

(2)

k=1

Particle Filter における状態推定は，全パーティク
ルの加重平均により，対象物体の重心位置及び任意軸
に対する回転量による対象物体の姿勢を求める．

(c) ICP による補正とリサンプリング

のための特徴を表す主曲率を用いる．主曲率とは，曲
面 S のとある点を P としたときに，S を P の接平面
に垂直な面で P を通るように切った際の切り口の，曲
率の最大値と最小値のことを表している．この主曲率
をモデル点群の各点に対して求める．
本論文では，主曲率の最大値を削減箇所の判別に用
いる．曲率は値が大きいほど曲線の曲がり具合が大き

Particle Filter で得られた位置姿勢に対して，ICP

いことを示しているため，モデル点群において主曲率

アルゴリズムを用いることで高精度に位置合わせを行

の最大値があるしきい値以上の点は残し，しきい値よ

う (図 2 (c))．これが最終的な状態推定の結果となり，

りも小さい点は削減する．この結果を図 3 に示す．

Particle Filter の次フレームの予測部分に反映させる

3. 3. 2 シーン点群の削減

ことで，位置姿勢追跡を安定して行うことができる．

モデル点群の削減はオフライン処理にてあらかじめ

最後に行われるリサンプリング処理では，各パー

行うが，シーン点群の削減は毎フレーム取得される点

ティクルの重みに従って次フレームの推定に用いる

群に対して行われるため，リアルタイム処理である必

パーティクルを選択する．(b) で求めた重みの大きい

要がある．そこで，シーン点群の削減は，図 4 に示す

パーティクルや ICP アルゴリズム後の最終的な位置

ように，投影対象とそれ以外の部分とを比較すること

姿勢の周辺に対象物体が存在する確率が高くなるため，

による背景削除と，投影対象が存在すると予測される

そのパーティクル付近に新しいパーティクルを散布す

領域外の削除の 2 段階の処理によって行う．

る．リサンプリングの後，処理は (a) に戻る．

背景削除は，あらかじめ取得しておいた投影対象の

3. 3 点群の削減による追跡処理の高速化

配置前のシーン点群と，毎フレーム深度カメラから得

3.2 では，Particle Filter を用いることで，移動量

られるシーン点群において対応する各点群の z 値を比

の増加に伴う ICP アルゴリズムの繰り返し処理の増

較することで，投影対象を含む領域の抽出を行う．こ

加を軽減することを述べたが，対象物体を実時間で

の際に，深度カメラのノイズの影響を考慮して背景位

追跡するためには，更なる処理の高速化が必要とな

置となるしきい値を定めることでノイズの影響を軽減

る．3 次元追跡において，最も計算量が大きい処理は

Particle Filter や ICP における最近傍点探索である．
モデルの点群数を M ，シーンの点群数を N とすると，

Kd 木を用いて最近傍点探索を行った場合，計算量は
O(M logN ) となる．
そこで，推定精度への影響を極力減らした上で，点
群を削減することにより 3 次元物体追跡処理の高速化
を図る．

3. 3. 1 モデル点群の削減
モデル点群の削減において，一様にダウンサンプリ
ングする方法が考えられる．しかし，極度のダウンサ

Fig. 3

図 3 主曲率によるモデル点群の削減
The result of reducing model point cloud
based on principle curvature.
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による削減手法を用いた．対象物体は，大きさが縦横
幅約 20cm，高さ約 30cm のマネキン (図 9 (a)) を用い
て行った．削減前のモデル点群が約 800 点であり，そ
れぞれの削減手法を用いて 200 点間隔で約 200 点まで
減らした．なお，この際の主曲率のしきい値は 0.0105
とした．
対象物体を動かす人は，深度カメラから 1.2m 離
れた地点に立ち，深度カメラから見て対象物体が隠
れないように対象物体の後ろ側を手でもって，平均

25cm/s で 60cm の区間を左右に動かすようにした．
また，Ground truth となる位置姿勢は，対象物体に
Fig. 4

図 4 シーン点群の削減
The result of reducing scene point cloud.

赤色のマーカを 3 点取り付けることで取得した．位置
姿勢推定に用いる対象物体の 3D モデルも，このマー
カ 3 点と同様の位置を取得しており，位置姿勢推定後

する．今回は，事前に検証を行った結果，背景点群の
各点から 2cm 手前をしきい値とした．

の Ground truth と比較した．
位置の評価には，推定した 3 点の重心位置と Ground

しかし，この削除方法では，投影対象をユーザが手

truth とのユークリッド距離の差を用い，姿勢の評価

にもって動かす場合等において，ユーザの人体の一部

には，推定した 3 点で作られる面の法線ベクトルと

が不必要な点群として残ってしまう．これを防ぐため

Ground truth の法線ベクトルとのなす角及び法線ベ

には，投影対象となる物体の領域を抽出する必要が

クトルを軸とした回転角を用いた．位置姿勢の推定は，

ある．

対象物体を手でもって左右に動かした際に，深度カメ

そこで，投影対象部分の抽出手法として，前節で述

ラから得られる点群データの連続する 519 フレームに

べた Particle Filter に注目する．Particle Filter にお

対して，Particle Filter と ICP アルゴリズムを組み合

いて散布されたパーティクルは，対象物体が存在する

わせた追跡処理を行った．

確率が高い部分に散布されている．このパーティクル

実際の投影時は，追跡処理速度が速い方が，次フ

の散布範囲により，対象物体が存在するであろう領域

レームにおける対象物体の移動量は小さくなるため，

を指定する．まず，散布されたパーティクルの 3 次元

マッチング精度は有利になる．この実験では，実際の

位置に対して，上下左右の端点となるパーティクルを

投影時とは異なり，追跡処理速度の違いによるマッチ

算出する．その算出された端点に対して，矩形領域

ング精度の有利不利をなくすため，処理速度を考慮せ

を指定する．この矩形領域外を削除することにより，

ず，同一の点群データを与えて追跡を行った．一様な

ユーザの人体による点群増加を防ぐ．

削減手法と主曲率による手法を用いて点群数を削減さ

4. 評 価 実 験
提案手法を用いた 3 次元物体追跡の精度の評価，及

せた際の，対象とした 519 フレームにおける Ground

truth からの推定誤差の平均値 μ 及び標準偏差 σ を
表 1 に示す．

び，実環境での映像投影による動的な SAR システム

表 1 から一様な削減と主曲率による削減の両手法

の評価を行った．実験には，CPU として Intel Core

において，点群数の違いによる位置推定に対しては精

i7-4770K（3.5GHz）を搭載した PC を使用した．ま

度低下は見られなかった．これは，点群削減によりモ

た，映像の投影には液晶プロジェクタ SONY VPL-

デル点群の密度が下がっても大まかな物体の形状は変

FH30（1920×1080 画素），深度カメラは Microsoft 社

わらないため，Ground truth との重心位置の差に関

の Kinect（320×240 画素）を用いた．

しては変化が少ないためだと考えられる．また，モデ

4. 1 実験 1: モデル点群の削減手法による影響評価

ル点群を削減することによって精度は低下することが

モデル点群の削減前と削減後で，位置姿勢推定精度

考えられるが，提案手法の方がモデル点群の削減前と

に与える影響を評価した．モデル点群の削減手法とし

比べ位置推定精度の向上した理由としては，ICP アル

ては，一様な点群削減手法と，提案手法である主曲率

ゴリズムにおいて推定精度が不安定になるような，平
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Table 1

表 1 モデル点群削減における推定精度
The precision of the rotation of normal axis.

手法

点群数

削減なし
一様削減
一様削減
一様削減
主曲率
主曲率
主曲率

800
600
400
200
600
400
200

位置
(μ ± σ)[cm]
1.84 ± 0.23
1.78 ± 0.22
1.84 ± 0.22
1.84 ± 0.37
1.55 ± 0.22
1.65 ± 0.26
1.65 ± 0.38

法線のなす角
(μ ± σ)[deg]
3.42 ± 1.58
4.05 ± 2.01
5.88 ± 3.77
6.78 ± 4.82
3.89 ± 1.36
4.66 ± 1.85
4.99 ± 3.18

姿勢
法線周りの回転角
(μ ± σ)[deg]
2.49 ± 1.25
2.87 ± 1.60
4.18 ± 3.01
5.21 ± 3.83
3.26 ± 1.20
3.90 ± 1.55
4.05 ± 2.59

面等の特徴の少ない形状を削減したためだと考えられ
る．一方，法線ベクトルのなす角の推定精度及び法線
ベクトルを軸にした回転角の推定精度においては，点
群の削減により精度の低下が見られた．点群の削減に
より対象物体の特徴的な形状のデータ数が少なくなる
ため，姿勢の変化に対する推定精度は低下すると考え
られるが，提案手法の主曲率による削減は特徴的な形
状を重点的に残しているため，一様に点群を削減する
手法に比べると値にばらつきが小さく，精度良く姿勢
推定が行えていることが確認できる．
以上の結果から，点群数の増減による影響は位置推
定精度より姿勢推定精度に影響していることがわかる．

Fig. 5

図 5 位置追跡精度の比較
The comparison of the tracking precision of
position.

また，提案手法は，同じ点群数における一様な点群削
減手法と比較して，姿勢推定精度の低下を抑えたモデ

位置姿勢推定の評価は，実験 1 と同様に 3 点のマー

ル点群の削減を可能にした．位置推定に関しても精度

カを用いた．位置の評価には，推定した 3 点の重心位

低下することはなく，物体の形状特性によっては改善

置と Ground truth とのユークリッド距離の差を用い，

につながることも確認できた．一方，削減なしと比較

姿勢の評価は Ground truth との法線ベクトルのなす

すると姿勢推定精度は低下しているものの，実際の投

角及び法線ベクトルを軸とした回転角を用いた．実験

影においては，姿勢のズレより位置のズレの方が顕著

方法としては，実験 1 と同様に対象物体を手でもって

に影響が表れ，また処理速度の向上により次フレーム

左右に動かした際の位置姿勢推定を，従来手法である

における対象物体の移動量を低減することで，位置姿

ICP アルゴリズムのみを用いた手法，Particle Filter

勢推定結果の改善が期待できるため，法線ベクトルと

と ICP アルゴリズムを組み合わせた手法，Particle

のなす角及び法線ベクトルを軸とした回転角に示され

Filter と ICP アルゴリズムにモデル点群の削減及び

た精度低下に関しては許容できると考えられ，以下の

シーン点群の削減も含めた提案手法とで比較した．提

実験 2 にてこれを示す．

案手法におけるモデル点群の削減には，実験 1 より姿

4. 2 実験 2: 位置姿勢追跡精度の比較

勢推定精度の良い主曲率による点群削減手法を用い，

動く物体に対して映像投影を行う場合，対象物体の

削減後の点群数は，推定精度と処理速度の観点から実

位置姿勢推定の処理速度が重要になる．位置姿勢推定

験的に 400 点とした．また，提案手法におけるシーン

処理を行っている際も対象物体は動いているため，こ

点群の削減では，実験を通して対象物体領域が削減さ

の処理速度が遅いと対象物体と投影映像のズレが顕著

れていないことを確認しており，位置姿勢推定には影

になる．この実験では，実験 1 とは異なり，位置姿勢

響を与えていないものとして扱う．ある時間における

推定処理中も対象が動いていることを考慮して，ある

Ground truth からの位置姿勢推定誤差を図 5，6 及

時間における Ground truth と推定結果との位置姿勢

び 7 に，Particle Filter と ICP アルゴリズムに要し

推定誤差を評価した．

た処理時間を図 8 に示す．なお，図において対象物体
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Table 2

手法
ICP
ICP+PF
ICP+PF+点群削減

Fig. 6

表 2 位置姿勢追跡精度の比較
he comparison of the tracking precision.

位置
(μ ± σ)[cm]
3.78 ± 2.19
2.85 ± 1.34
1.90 ± 0.58

法線のなす角
(μ ± σ)[deg]
4.80 ± 2.95
4.67 ± 2.39
4.21 ± 1.50

図 6 法線のなす角の追跡精度の比較
The comparison of the tracking precision of
the angle of normals.

姿勢
法線周りの回転角
(μ ± σ)[deg]
4.30 ± 3.01
3.68 ± 2.14
3.55 ± 1.33

Fig. 8

処理時間
(μ ± σ)[ms]
49.71 ± 22.76
50.85 ± 7.31
16.95 ± 3.60

図 8 処理時間の比較
The comparison of the processing time.

ムのみの従来手法や Particle Filter と ICP アルゴリ
ズムを組み合わせた手法は平均姿勢誤差が大きいこと
に対し，点群削減を含めた提案手法は平均姿勢誤差が
小さく安定して姿勢追跡が行えている．しかし，静止
した状態（s 区間）では，モデル点群及びシーン点群
の削減を行っていない Partcle Filter+ICP や ICP の
みの手法の方が精度良く推定できている部分も見受け
られた．これは，実験 1 の結果に示されるとおり，姿
勢に関しては，モデル点群削減の影響により精度が低
下していると考えられる．この課題に対しては，対象
が動いている状態と静止した状態において，モデル点
図 7 法線を軸とした回転角の追跡精度の比較
Fig. 7 The comparison of the tracking precision of
the rotation around the axis of normal.

群の削減手法を切り替える方法が有効であると考えら
れる．
処理時間に関しては，ICP アルゴリズムのみの手法

が動いている区間を d (dynamic)，静止している区間

の場合は対象の移動量に応じて処理時間が大きく変動

を s (static) として示す．また，図 5，6，7 及び 8 に

しているため，図 5，6 及び 7 の位置姿勢追跡精度の結

おける平均値と標準偏差を表 2 に示す．

果に影響を与えている．一方，Particle Filter と組み

位置推定精度 (図 5) においては，ICP アルゴリズム

合わせる二つの手法の場合は処理時間の変動が少なく

のみを用いた従来手法より，Particle Filter と ICP ア

安定して位置姿勢追跡が行えていることがわかる．ま

ルゴリズムを組み合わせた二つの手法の方が，フレー

た，Particle Filter と ICP アルゴリズムの計算量は，

ム間の移動量が大きくなる d 区間においても安定して

パーティクル数を P ，モデル点群数を M ，シーン点

追跡できていることがわかる．また，点群削減も行っ

群数を N とするとそれぞれ O(P M logN ) と O(M N )

ている提案手法の場合，推定処理の高速化のため，最

で表せることから分かるように，モデル点群とシーン

も Ground truth との誤差が小さくなっている．姿勢

点群を削減することによって全体的な処理時間を抑え

推定精度 (図 6 及び 7) においては，ICP アルゴリズ

られていることが確認できる．
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4. 3 実験 3: 動的な SAR システムの投影実験

とした．

Particle Filter と ICP アルゴリズムを組み合わせ

動的な SAR の様子を図 10 に示す．どの対象物体

た追跡手法とモデル点群及びシーン点群削減手法を用

においても，プロジェクタからの投影光の影響を受け

いた提案手法に基づいて，投影対象となる実物体を自

ずに対象物体を追跡し，その位置姿勢に対して投影が

由に動かしても，それに追従して映像の投影を行う動

行えていることが分かる．

的な SAR システムを実装し，投影実験を行った．投

図 10 (a) 及び (b) では，対象物体の形状に合った

影対象物体の初期位置を推定した状態から対象物体を

テクスチャの投影が行えており，実物体を手でもって

手でもって動かしても，それに追従して映像の投影が

様々な角度から観察するといった対話的な映像投影が

行えているかを評価した．深度カメラより取得した投

行えている．図 10 (c) では，家の家具の配置をあらゆ

影対象物体の 3 次元点群の位置姿勢を追跡し，その

る方向から観察するといった内部構造を可視化する映

位置に対してキャリブレーション済みのプロジェクタ

像投影を実現した．

により 3D モデルの投影を行った．システムの全体図
は図 9 に示すように機器を配置し，投影対象物体に
は，白色の発泡スチロール製のマネキンの頭部モデル
とラジコンボディ，家の模型を用いた．マネキンやラ
ジコンボディに対しては，投影対象物体の形状に合っ
た人間の顔のテクスチャや外装を表すテクスチャの投
影を行った．家の模型に対しては，家の内部構造を可
視化する映像を投影した．実験環境としてマネキンの
点群数は約 400 点，ラジコンボディの点群数は約 300
点，家の模型の点群数は約 1100 点のものを用い，ま
た深度カメラから得られた点群数は約 980 点であった．

Particle Filter のパーティクル数は 150 として行った．
なお，主曲率におけるモデル削減のしきい値は 0.0105

Fig. 10

Fig. 9

図9 実験環境
Experiment conditions.

図 10 動く対象への投影
Projection mapping to the moving objects.

271

電子情報通信学会論文誌 2016/3 Vol. J99–D No. 3

全体的なシステムの処理速度は約 60fps を実現して
おり，プロジェクタによる投影遅延があるものの，手

and Pattern Recognition (CVPR), pp.303–310, 2010.
[7]

でもって自由に動かす環境では破綻することなく対象
物体の追跡が行えた．ICP アルゴリズムのみの従来手

[8]

法と比べると，提案手法は位置推定精度の向上により，

カメラを用いた部分形状マッチングに基づく任意物体上で
の空間型 AR，
” 第 18 回日本バーチャルリアリティ学会大
会論文集，pp.67–70, 2013.

対象を左右に動かした際の投影映像の位置ズレの軽減
ができた．また，姿勢推定精度に関しては投影遅延の

奥村光平，奥 寛雅，石川正俊，“高速光軸制御を用いた
動的物体への投影型拡張現実感，
” 映情学誌，vol.67, no.7,
pp.204–211, 2013.
坪井一菜，小山田雄仁，斎藤英雄，杉本麻樹，“距離画像

[9]

影響もあり，提案手法と従来手法において投影映像の

P.J. Besl and N.D. McKay, “A method for registration of 3-D shapes,” IEEE Trans. Pattern Anal.
Mach. Intell., vol.14, no.2, pp.239–256, 1992.

姿勢のズレの差はほとんど視認できなかった．
[10]

5. む す び

D. Kim and D. Kim, “A novel fitting algorithm using
the ICP and the particle filters for robust 3d human
body motion tracking,” Proc. 1st ACM Workshop

本論文では，投影光の影響を受けない深度カメラを

on Vision Networks for Behavior Analysis, pp.69–76,
2008.

用い，自由に動く物体に対して SAR を行うシステムを
提案した．実物体の位置姿勢の動きを Particle Filter

[11]

R.B. Rusu, N. Blodow, and M. Beetz, “Fast point
feature histograms (FPFH) for 3D registration,” In-

を用いて予測し，ICP アルゴリズムと組み合わせるこ

ternational Conference on Robotics and Automation,

とで，高精度な 3 次元物体追跡を実現した．また，追

pp.3212–3217, 2009.

跡処理に必要な点群のみに削減することにより，実時
間での追跡を可能にした．

（平成 27 年 6 月 1 日受付，10 月 5 日再受付，
12 月 3 日早期公開）

今後は，評価実験に用いる対象物体を増やすことで，
多様な物体に対して本手法が適用可能であるかを検討
するとともに，高精度な計測デバイスを用いることで，
あらゆる動かし方に対しての評価にも取り組む予定で
ある．また，モデル点群の削減における対象物体の形
状による影響や，プロジェクタによる投影遅延の軽減
についても検討する．
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