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Real time image processing with high rate which a vision chip makes possible plays an important role in visual measurement.
In this paper, we describe about two applications using multi-target tracking for analysis. The applications are target counting
and rotation measurement. Both of them excel in high-speed measurment and versatility by using image processing.
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1. はじめに

視覚情報を利用した計測は, 観測対象に非接触である点や,
獲得できる情報が豊富である観点から, 分野を問わず, 多岐に
わたって有用性の高いものであると考えられる. 本稿では,視
覚計測の入口となる視覚デバイスとして,ビジョンチップを導
入する. ビジョンチップが可能とする高フレームレートでの実
時間視覚処理は, 計測の場面において, 高速かつ不規則な運動
をする対象の観測や,制御ループへの導入などを可能とする点
で効果が大きく,実アプリケーションにおいて適用を試みる価
値は十分にあると考えられる.
ビジョンチップによるリアルタイム視覚計測として,本稿で

は対象数計測と回転計測の 2つのアプリケーションを提案す
る. 計測には,マルチターゲットトラッキングを利用している.
マルチターゲットトラッキングは,今回利用する汎用ビジョン
チップ 1)2)のためのアルゴリズムとして提案されているもの 3)

によって,高速に実現される. 今回提案するアプリケーション
は,いずれもが高速性の点で従来よりもはるかに高い計測限界
を保証し,加えてビジョンチップ内の並列画像処理の併用によ
る高い汎用性を備えている点において優れていると言える.

2. 対象数計測

2-1 計数手法

提案する対象数計測は,ビジョンチップ上でマルチターゲッ
トトラッキングを連続的に行うことで,動画像中の分割領域に
関して,計測する全フレームにわたる累積数や各フレームにお
ける対象数などの計数処理を,高フレームレートで実現するも
のである.
累積数の計数に関して,処理の概要を述べる. Fig. 2.1に概要

図を示す. 入力画像中の領域群は,追跡処理の利用によって,既
にトラッキングをしている領域群と,新たに出現した領域群に
分けられる. このため,新規領域群は,入力画像から捕捉済みの
領域群を取り除くことで得られる. 各新規領域に関して個数の
更新を行うことで,累積数を計測することができる. 個数の更
新に関しては,マルチターゲットトラッキングにおけるトラッ
キング対象生成のためのラベリング処理を利用している. 各フ
レーム内の領域数に関しても,同様に計数可能である.
このように計数処理において, 追跡処理を行うことにより,

累積数に関しては計数済みの対象を再びカウントしてしまう
誤処理を防止することができ,正確な処理を保証することがで
きる. また,ビジョンチップ内において,画像処理の併用により,
特定の形,面積の対象のみをカウントするなどの条件を加える
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Fig. 2.1 Method of Target Counting

ことが可能である. 高速性,及び汎用性の両面の特質を高く備
えた本アプリケーションは, 対象の移動が激しいため, 従来は
自動化されていなかった,稚魚などの小動物検査への応用に発
展できる可能性を持っている.

2-2 ビジョンチップによる評価

rotation drum image

vision chip counter
Fig. 2.2 Experimental Setup for Target Counting

提案する手法を汎用ビジョンチップに実装し,分割領域の累
積数の計数実験を行った. 実験環境を Fig. 2.2に示す. 計測シ
ステムは,ビジョンチップ,コントローラ,及び計算機で構成さ
れている. ビジョンチップ, 及びコントローラにおいて保持さ
れている計数結果を, 計算機が取得し, 表示する形式をとって
いる. 今回の実験では, 計算機とビジョンチップの間でフレー
ム毎の同期はとっていない. 計数対象として, 100個の分割領
域を半径 15cmの回転ドラム上に設置した. 対象の大きさは進
行方向に約 1.0cm(10pixel)である. 対象の移動は回転ドラムに
よって制御されることから,累積数は周期的に増加すると考え
られる. また, 1フレーム時間は 2msとした. 本フレーム時間

2P2-L1-46

日本機械学会 [No.04-4]ロボティクス・メカトロニクス講演会’04講演論文集 2004.6.18～20 名古屋市

2P2-L1-46(1)



は,今回の実験環境で画像内に新しく出現する領域の最大数が
15個であることより決定されている. さらに,ノイズ除去を目
的として,一定の大きさ以上の領域のみをカウントする条件を
加えた.
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Fig. 2.3 Result of Target Counting
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Fig. 2.4 Evaluation of Target Counting

Fig. 2.3に,回転ドラムの回転速度が 254rpm時の累積数の計
測結果を示す. 周期的にカウントされていることから, 計測が
正常に行われていることがわかる.
累積数計測結果の勾配から推定される回転ドラムの回転速

度を,真値と比較することで結果の評価を行った. Fig. 2.4に評
価結果を示す. 横軸が真値,縦軸が計測値より推定された値で
ある. 直線は原点を通る勾配が 1のものであり,直線上に乗っ
ている点に関しては正しい計測が行われていることを示して
いる. Fig. 2.4より, 350rpm付近までは対象数計測が正しく行
われていることがわかる.
今回の実験環境では,回転ドラムの回転速度が 350rpm付近

でその測定限界を迎える. これは,対象の限界速度としては,約
0.55cm/ms(5.5pixel/ms)に相当し, 本計測は高速な移動対象に
関しても適用が可能であると言える. この限界は,フレーム間
で同一領域は重なっているという,追跡処理を行う上で前提と
して用いる仮定が成立しなくなるために生じるものである.

3. 回転計測

3-1 計測手法

本回転計測の目的は,ビジョンチップを用いることで,高速に
回転する物体に対しても,回転軸,回転速度をロバストに計測す

ることにある. このような特質を備えた回転計測の発展として
は,例えば,従来では考えられなかった,サッカーや野球などの
球技におけるボールの運動状態の計測や,回転が影響するボー
ルの弾道変化のリアルタイム推定,本計測を用いたロボットの
制御など, 様々な可能性が挙げられる. 球技においては, サッ
カーの場合はフリーキック時の回転速度が 600rpm, 野球の場
合は投球時の回転速度が 1800rpmにまで達するとされており,
従来のビデオフレームレートの視覚装置では計測が困難であ
ると言える.
本計測では,マルチターゲットトラッキングによって取得さ

れる, 物体表面上の速度ベクトル分布から, 回転情報を推定す
る. 本稿では,前提として物体形状は球であるとした.
具体的な計測手法は, (1)球表面の対象領域の 2次元重心軌

跡検出, (2)対象領域の 3次元速度ベクトル決定, (3)回転情報
の推定の 3つの手順を踏む. 各処理の概要に関しては, 3-2節に
おいて述べる.
計測するシステムは,ビジョンチップ,コントローラ,及び計

算機の 3つから構成される. (1)をビジョンチップ,及びコント
ローラ内で行い, (2)�(3)を外部の計算機において行う.

3-2 処理概要

(1)に関しては,マルチターゲットトラッキングを用いて, �
フレームに渡る�個の対象領域の軌跡を得る. 位置として,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移動情
報を取得できる.

(2)に関しては, �個の重心位置で構成される 2次元軌跡か
ら,正射影,球の形状などの制約を利用し, 3次元速度ベクトル
を決定する.

(3)に関しては,以下の制約式に基づいて,回転情報を推定す
る. 前提として,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. また,カメラの撮像面は ��平面に平行で
あり, � 軸正方向から球を撮像するものとする.
回転軸 �は,各領域の速度ベクトル �,位置ベクトル �,画面

上での球の半径 �より,式 (1)から,最小 2乗法を用いて求め
られる. 球の中心補正値,及び半径は,入力画像より取得する.

���� � ���� � ���� � �����
�� � ��

�
� ��

�

� � (1)

回転速度 	は,点 �� における速度ベクトルを ��,また点 ��

を通り,回転軸 �に垂直な平面と原点との距離 
とすると, ��
が十分に小さいことから,近似的に式 (2)より求められる.

	 �
�����
�� � 
�

(2)

3-3 ビジョンチップによる評価

提案する手法を汎用ビジョンチップに実装し,評価実験を行っ
た. 実験環境を Fig. 3.1に示す. 本実験では, 捕捉領域数を 10
個,軌跡を構成する重心位置の点数を 10点とした. それぞれの
数は, 3-2節における�,�に相当する. 回転情報の推定のため
には, 最低 2個の領域に関するデータがあればよく,また軌跡
に関しても最低 2つの重心位置から求めることができる. その
ため, �,�いずれも 2であれば解を求めるには十分であるが,
精度保証の面から今回はより多くの情報を取得している. また,
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vision chip rotation speed

object rotation axis

Fig. 3.1 Experimental Setup for Rotation Measurement

フレーム時間は 1msとした. また,簡易に分割領域を抽出する
ため,球には模様を施した.

10ms 20ms 30ms 40ms 50ms

Fig. 3.2 Images of Measured Rotation Axis
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Fig. 3.3 Measured Data distribution of Rotation Axis

回転軸を � � ��Æ, � � ��Æ に固定し, 回転速度 335rpmで
回転する物体を計測した場合の結果を示す. � は �� 平面にお
ける回転軸の傾き, � は �� 平面と回転軸が成す角である. Fig.
3.2は軸の計測結果を撮像した画像中に描画し,表示したもの
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
分かる.
また, Fig. 3.3に,回転軸を 200回計測した際の計測結果の分

布を示す. 実線のヒストグラムが �を,破線のヒストグラムが
� を示している. 実験条件は Fig. 3.2と同様である. 値は,多少
ばらついているもののほぼ固定した軸の角度の辺りに集中し
ている. 実験環境の原因で固定軸を大まかな値にしか設定でき
ないこと,回転物体の固定軸が不安定であることを考慮にいれ
れば,回転軸はほぼ正確に計測されていることが分かる.

Fig. 3.4に,回転速度の計測結果を示す. 横軸が真値,縦軸が
計測値である. 点は計測結果,直線は原点を通る勾配が 1のも
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Fig. 3.4 Measured Data of Rotation Speed

のである. Fig. 3.4より, 1200rpm付近までは正しく計測が行わ
れていることが分かる.
本環境は,計測物体の回転速度が 1200rpm付近でその測定限

界を迎える. 本限界は,対象数計測と同じく,フレーム間で同一
領域は重なっているという前提が成立しなくなるために生じ
るものである.
得られた結果から,高速に回転する対象に関しても回転情報

の計測が可能であることが分かる. 例えば球技における計測を
考えた場合, 回転数が約 600rpmであるサッカーのフリーキッ
ク時のボールに対しては,本システムによる計測が可能である.
また,回転数が約 1800rpmである野球のボールに対しては,今
回の条件では計測ができないが, 補足領域数�を少なくする
ことにより, フレームレートを上げることで, 計測は可能であ
ると考えられる.

4. おわりに

ビジョンチップを用いたリアルタイム視覚計測として,対象
数計測と回転計測の 2つに関して,マルチターゲットトラッキ
ングを解析に利用した手法を提案した. 提案する手法をビジョ
ンチップへ実装し,評価を行った. いずれもが,ビジョンチップ
の特質を有効に利用することで,従来よりも格段に向上した高
速性,及び画像処理を伴うことによる汎用性の点において優れ
たものであり,産業における検査応用や,スポーツ計測など様々
な分野において発展が期待できる.

参考文献

1) T. Komuro, S. Kagami, M. Ishikawa: “A New Architecture
of Programmable Digital Vision Chip,” 2002 Symposium on
VLSI circuits Proceedings, pp.266-269, 2002.

2) 鏡慎吾,小室孝,石川正俊: “ディジタルビジョンチップを
用いた実時間視覚処理システム─小型化・高速化と感度
特性制御の実現─, ” ロボティクス・メカトロニクス講演
会’03講演論文集, 2P2-1F-D8, 2003.

3) 渡辺義浩,小室孝 ,鏡慎吾,石川正俊: “ビジョンチップの
ためのマルチターゲットトラッキングとその応用, ”電子情
報通信学会論文誌 D-II, Vol.J86-D-II, No.10, pp.1411-1419,
2003.

2P2-L1-46(3)




