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There are many vision systems for motion measurement. However, most of the systems possess low speed. We
have developed a high speed vision system for motion measurement using a vision chip. This system can measure
rotation information. The algorithm for the measurment is robust, even if the object rotates rapidly. This paper
reports the algorithm and the experimental results.
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1 はじめに

対象の運動状態を実時間で計測するシステムは, 実用化
が切に望まれている重要な課題の一つである. 対象の運動
計測手法は数多く存在するが, 中でも視覚を用いた計測は
対象に非接触な点などの様々な点で効果は大きい.
従来の視覚システムを用いた運動計測は, 実時間性の要

求を十分に満たし得ていない. 我々は, この点をビジョン
チップを導入することで解決する. ビジョンチップとは, 光
検出器と汎用処理回路を画素ごとに搭載したデバイスであ
る [1, 2]. この構造により, 従来の視覚システムをはるかに
上回るフレームレートを備えている.
我々は, ビジョンチップによる運動計測システムの実現

を目指す. 並進方向に関しては, 既に研究例があるが, 回転
方向に関しては未着手であった. 本稿では, ビジョンチップ
を用いた回転物体の運動計測手法を提案し, その性能につ
いて報告する.

2 ビジョンチップを用いた回転物体の運動計
測手法

本研究では, 計測する対象は球に限定した. また, 対象
にテクスチャが存在しなければ表面情報が得られないため,
運動計測が不可能である. これより, 球には模様をつけた.
以下, この前提の下で, 回転軸と回転速度の計測を行うもの
とする.
本手法は, 次の 3段階にわかれる. (1)動画像情報より,

複数の領域の画像上での重心の軌跡を求める. (2)重心の軌
跡より, 各領域の 3次元速度ベクトルを推定する. (3)複数
の速度ベクトルより, 対象の回転軸と回転速度を求める.
重心を用いることによって, サブピクセル単位で各領域

の位置情報を得ることができる.
2.1 節では, (1)～ (2)について述べる. 2.2 節では, (3)

について述べる.
計測するシステムは, ビジョンチップ, コントローラ, 計

算機の 3つから成る. (1)をビジョンチップとコントロー
ラ内で行い, (2)～ (3)を外部の計算機において行う.

2.1 速度ベクトルの取得方法

複数の対象を同時に追跡するマルチターゲットトラッキ
ングによって, 複数の領域の速度ベクトルを取得する. 以下
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Fig.1 Method of moment aquisition

に具体的な手順を示す.
Fig.1 に各領域のモーメントを求めるまでのビジョン

チップ内での処理を示す. 1フレーム目においては入力画
像と初期点を打った画像に対して, self window法 [3]を適
用する. ここで抽出された複数の領域に対し, 0次, 1次
モーメントを計算する. 2フレーム目以降は, ここで得ら
れた抽出画像を初期点画像の代わりに, テンプレート画像
として用いる.
以上の処理を数フレーム繰り返すことにより, 初期点と

重なっていた領域の各フレームにおける 0次, 1次モーメン
トが得られる. このモーメント情報より, 領域の 2次元の重
心位置が計算できる.
モーメント情報を外部の計算機に送り, 各領域の重心の

速度ベクトルを求め, 回転軸, 回転速度を計算する. 重心の
速度ベクトルは, 回転量が小さい場合に円の弧と弦の長さ
が等しいと近似できることから, 重心の軌跡の始点と終点
を結ぶことで求める.

2.2 回転情報計算方法

複数の速度ベクトルより, 回転軸, 回転速度を計算する.
以下に, 具体的な計算方法を示す.
簡単のため, 球の中心を原点とし, 球は画面の中心に撮像

されているものとする.
回転軸 lは, 各領域の速度ベクトル v, 位置ベクトル r,

画面上での球の半径 Rより, 式 (1)から, 最小 2乗法を用
いて求められる.

lxvx + lyvy − rxvx + ryvy√
R2 − r2

x − r2
y

= 0 (1)

回転速度 ωは, 点 r における速度ベクトルを v, また
点 r を通り, 回転軸 lに垂直な平面と原点との距離 hとす



ると, 式 (2)より求められる.

ω =
|v|√

R2 − h2
(2)

3 ビジョンチップへの実装及び評価
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Fig.2 Experimental setup

上記手法を,実装し実験を行った. 環境模式図を Fig.2に
示す. 本実験では, 初期点を 9点, モーメント計算の繰り返
し回数を 10回とした. これにより, フレームレートは 4ms,
回転情報を取得するまでに要する時間は 40msとなる.
Fig.3 は軸の計測結果を表示したものである. この際の

回転速度は 500deg/sである. 白く表示されている線は, 計
算結果から描画したものであり, 手前側に突き抜けている
軸である. 逆側に薄く表示されているのが, 球を支えている
軸が映っている像である. これより, 結果がおよそ正しい値
を示していることがわかる. また, まれに誤った値が出力さ
れるこがある. 誤差の原因は, 正しくない速度ベクトルが含
まれていることや, 得られた速度ベクトルの数が少ないこ
となどが考えられる. しかし, いずれも計算上の処理によっ
て回避可能である.
Fig.4 に, 対象が高速に回転している場合の, 回転軸の計

測値の試行回数 300回に対する平均値の変化を示す. 対象
の軸は, θ ≈ 0◦, γ ≈ 45◦ 度に固定している. θは xy平面
における回転軸の傾き, γ は xy平面と回転軸が成す角であ
る. これより, 対象の回転速度が上がったとしても, 軸計測
が精度良く行われていることがわかる.

Fig.3 Images of measured rotation axis

Fig.5 に, 回転速度の真の値と計測値を比べた結果を示
す. 点が測定値, 直線が真の値である. 回転速度の増加を検
出することはできているが, 高速になるほど, 大きな誤差が
生じている. 誤差原因は, 高速になるほど弧と弦を等しい長
さとする近似が成り立たなくなることや, 速度計算に用い
られる複数の推定値の誤差の影響などが考えられる.
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Fig.4 Change in measured rotation axis
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Fig.5 Measured data for rotation speed

4 おわりに

本稿では, 高い実時間性を持つ, ビジョンチップを用いた
回転運動計測手法を提案し, 実験により手法の有効性を示
した.
今後は, 計測値の精度の向上を行い, 卓球の球を打つなど

の実際の作業に適用する予定である. また, カメラのヘッド
が可動なアクティブビジョンを導入し, 自由に飛んで来る
対象に対しても計測が可能なシステムを構築する予定であ
る.
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