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Abstract

3次元情報を用いた認識を, ロボット制御, 製品検査,
車載センシング, ヒューマンインターフェースなどで実
施する場合, 動的シーンを捉えることが必須の課題と
なる. このようなニーズに対して, これまでに, 運動中
の物体の観測を可能とするリアルタイム 3次元センシ
ングシステムの開発例が報告されているが, 時間方向の
サンプリングレートに比べて, 空間方向のサンプリング
レートの限界性能が低かった. そこで, 本稿では, 低解
像度の時系列距離画像から, 高解像度の距離画像を復元
する統合手法によって, 同問題の解決にあたる. 特に,
このような技術の実現に向けて, 低解像度の時系列距離
画像を同一の座標系へ位置合わせする手法を提案する.
また, 提案手法の詳細とともに, 剛体形状に対する評価
を合わせて示す.

1 はじめに

本研究では, 運動中の物体を, 高速かつ高解像度に観
測する, リアルタイム 3次元センシング技術の実現を目
指している. このような技術は, 動的シーンの 3次元認
識を必要とするリアルタイムアプリケーションにおい

て, 強力な役割を担うと考えられる. 例えば, 応用分野
の 1つに,ロボット制御 [1]が挙げられる. 同応用の具体
例には, 生産現場での FA や, 鼓動する心臓の観測など
を必要とする医療支援 [2]などがあり, いずれも運動物
体のリアルタイム 3次元認識のニーズが高い. さらに,
製品の高速な視覚検査や, 路面検査などの車載センシン
グ, 精度と柔軟性を高めたヒューマンインターフェース
などにおいても,同技術の波及効果が高いと考えられる.
一方, このような技術の実現に向けて, センシング原
理, システム開発, センサ情報処理の要素において, 課
題が多く残されている. 本稿では, 特に, センサ情報処
理の課題として, 運動物体の観測によって取得された,
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図 1 時系列距離画像統合のための位置合わせ

低解像度の時系列距離画像から, 高解像度の距離画像を
復元する手法について述べる. ここで, 距離画像とは 3
次元点の集合を指す. 運動物体の 3次元センシングで
は, 計測されるフレーム毎に取得される距離画像が, 対
象表面の異なる点をサンプリングされて生成される. こ
のため, 複数枚の距離画像を同一の座標軸系に統合する
ことによって高解像度化が可能であると考えられる.
このような時系列距離画像の統合問題は, 3 つのタス
クに分解されると考えられる. これは, (A) 3次元シー
ンの剛体部分への分解, (B) フレーム間の剛体運動推定
による位置合わせ, (C) 3次元曲面の復元である. 本稿
では, このうちの (B) のための手法を提案する. なお,
提案手法は, (A) の手続き後のタスクである. このため,
入力データは剛体物体の時系列距離画像であるとする.
本手法の概念図を図 1 に示す.
本稿の構成は, 以下の通りである. まず, 第 2節にお

いて, 運動物体の 3次元センシングを実現するシステム
について述べる. 次に, 第 3, 4, 5節において, マルチフ
レーム同時位置合わせに基づく提案手法の詳細を述べ

る. 第 6, 7節では, シミュレーションと実データを用い
た実験による手法の検証結果を示す. 以上の成果を,第
8節でまとめる.

2 運動物体のリアルタイム 3次元センシング

従来の主な 3次元センシングシステムは, 対象物体と
センシング系を固定, または制御下に置くことで, これ
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図 2 955fpsリアルタイム 3次元センシングシステムとその計測結果 [3].

らの位置関係が既知の状況下で動作するものであった.
また, 原理として, スポットやラインなどのパターンの
参照光を測定範囲で走査し, 三角測量によって 3次元位
置を特定し, さらに複数の観測フレームを統合すること
で, 全体の 3次元形状を生成するものが広く用いられて
いた. しかし, このようなシステムでは, スポットやラ
インパターンによって離散化された僅かな局所情報の

みを含む複数枚の距離画像を, 対象物体が静止している
ことを前提に統合しており, 運動物体の計測を行うこと
が困難であった. 同問題の解決に向けて, センシング原
理として, 単一フレームで測定を可能とする手法を採用
する必要があると考えられる.
そこで, 我々は, 2次元パターン光を投影する三角測
量に基づいた原理とともに, 高フレームレートイメージ
ング, 高速視覚情報処理の 3 つの要素技術から成るリア
ルタイム 3次元センシングシステムを開発した [3]. 本
システムでは, スループット 955fps, レイテンシ 4.5ms
でのリアルタイム 3次元センシングを実現した. 同性能
は, 視覚情報を介して, 外界環境に適応的に動作する応
用システムにおいて, 必要とされるセンシング速度であ
る. また, 高フレームレートイメージングは, 高速運動
物体を捉えるとともに, パターン光投影方式における画
面内の多数の参照光のレジストレーションにおいても

有効であることが実証された. これまでに, このような
システムを用いて, 振動する非剛体, 飛来する剛体, 高
速にジェスチャを行う手などの 3次元センシングを検
証した. 図 2 に本システムの概要を示す. 左図は, シス
テムの計測環境である. また, 観測された時系列距離画
像を合わせて示している. ここでは, 右に示す楕円球を
測定環境へ投げ入れた場合を示した. なお, 同画像は,
全データから各データの時間間隔が 30msの 2枚を抜
きだして表示したものである.
この他にも, パターン光投影方式と, 複数の距離画像
を統合する手法を組み合わせた, リアルタイム 3 次元
センシングシステムが開発されている [4]. 同システム
を用いて, 剛体物体を計測系の前面で手で動かし, 全周
囲の 3次元形状を復元する技術が実証された. 同シス
テムは, センシング速度の面でリアルタイムアプリケー

ションに対して, 十分な性能を備えていないと考えられ
るが, 時系列の距離画像を統合している点において関連
性が高い. 同システムでは, 時系列の距離画像の統合の
ために, 第 3 節で述べる Iterative Closest Point (ICP)
法 [5] を用いている. しかし, ICP 法は, 後述するよう
に, 低解像度の距離画像を扱うことについて改善の余地
が大きい.
関連成果に見られるように, 運動物体の 3次元センシ
ングでは, 1枚, または少ない画像枚数で計測を完了す
る原理を採用する必要がある. しかし, このような原理
を採用した場合, 次の 2 点から解像度向上について限
界があると考えられる. まず, 投影される参照光と画面
内で観測されるパターンとの間でレジストレーション

を行う点から, パターンの密度には限界がある. また,
画像上でのサブピクセルレベルの観測精度を保証する

ためには, パターンの要素のサイズが大きい方が望まし
く, この点も密度の低下を伴う. 従って, このタイプの
3次元センシングは, このような制限を解消するために,
データ取得後の操作によって高解像度化を達成する必

要がある. このように, 低解像度の距離画像から高解像
度の距離画像を復元する新しい手法の確立は重要な課

題であると考えられる.
なお, 上記では, 3次元センシングシステムとして, 2
つの開発事例のみを挙げた. しかし, 今回のタスクは特
定の原理に特定されるものではなく, 低解像度の距離画
像を取得結果とする様々な局面において利用可能であ

ると考えられる.

3 時系列距離画像の位置合わせの戦略

本稿では, 剛体物体を対象とし, 時系列の距離画像か
ら, 剛体運動の推定と位置合わせを行うことに着目す
る. 距離画像を扱うこの種のタスクにおいて, ICP 法
は広く用いられてきた. 同手法では, 2枚の距離画像を
入力とする. さらに, 両画像間の近傍点を対応する点と
して定め, これらの対応点間の距離を最小化するような
剛体運動を推定結果とする. これにより, 片方の距離画
像をもう一方の距離画像が基準としている座標系へ位

置合わせすることが可能となる. ICP 法の主なアプリ
ケーションには, 3次元形状を用いたモデルマッチング
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[6, 7]や, 大型の物体を対象とする際の距離画像のモザ
イキング [8]などがある.
同手法の基本的な枠組は, 高解像度化のための時系列
低解像度距離画像の統合においても利用できると考え

られる. しかし, 低解像度の 3次元点の集合が入力であ
る点や, 時系列の複数の画像が利用できる観点から, 手
法の新たな拡張が必要となると考えられる. これらの
側面を導入した, 提案する位置合わせ手法の概要を図 1
に示す. 本手法では, 点と平面の対応を設定し, その距
離を最小化する推定手法の定式化を行った. さらに, 複
数の距離画像の剛性変換の同時推定によって, 最適化を
図る手法を新たに採用した. 加えて, 複数の距離画像の
位置合わせを段階的に推定することによって, 精度の安
定化を図った. ここでは, 大まかな位置合わせと微調整
の 2 つの過程を設けた. 大まかな位置合わせは, ICP 法
を基本とし, 複数の時系列距離画像から 2枚のみを順次
扱うものである. 微調整は, 全ての距離画像を入力とし,
それらを同時に位置合わせするマルチフレーム同時位

置合わせに基づくものである. 各過程の詳細を次節よ
り述べる.

4 2枚の距離画像位置合わせ

2枚の距離画像の位置合わせは, 画像間の対応点の選
択とコスト関数の最小化による剛性変換推定で構成さ

れる ICP法の枠組に基づいている. まず, 低解像度デー
タを扱うための対応点選択の拡張について述べる. 入
力となる 2枚の画像を I(t), I(t + 1) とする. 画像 I(t)
は, 3次元の点群 {xi(t+1)|i = 1, . . . , n(t)} で構成され
ている. ここで, n(t)は距離画像 I(t)に含まれる点数
である. まず, 本タスクでは, 画像 I(t)中の j 番目の点

xj(t)に対応する点 yj(t+1) を画像 I(t+1) から選択/
生成する必要がある. ここで, xj(t)を注目点, yj(t+1)
を参照点と呼ぶ.

x (t)j

y (t+1)j

x         (t+1){σ ,σ ,σ }1 2 3

R /tt t

P (t+1)j

図 3 2枚の距離画像間の対応点の選択

これまで, 2枚の距離画像から最近傍点を探索し, 同
点をそのまま対応点として用いるアプローチが多く採

用されていた. 同アプローチは，高解像度の距離画像を
用いる場合，精度面で問題とならないと考えられるが，

本タスクの場合はその前提が成立しないため, 手法の拡
張が必要となる. 具体的には, 本タスクでは, 入力の距
離画像の解像度が低いことが前提とされている. 同時
に, センシングシステムは, 運動中の対象物体の連続曲

面を固定された計測系によって観測するため, 物体表面
の同じ位置の 3次元点が取得される可能性は低い. そ
こで, 本タスクでは, 入力された点をそのまま対応点と
して用いるのではなく, 近似の参照点 yj(t + 1)を画像
I(t + 1)から生成し, 対応点とすることが有効であると
考えられる. さらに, 粗い面上に点を配置して, 新たな
面を生成することで, 高解像度化を目指すために, 点を
平面へ近づける枠組を採用する. 以上の指針に基づき,
提案手法では, 注目点 xj(t)から近傍 3 点で構成される
平面上の点を参照点 yj(t + 1)とする. 参照点の算出式
を式 (4)に示す.

y′j =
(1 −X ′−1

n · xj)((x′
b − x′

a) × (x′
c − x′

a))
(X ′−1

n ψ) · ((x′
b − x′

a) × (x′
c − x′

a))
+ xj

(1)

ここで, X ′
n = [x′

a,x′
b,x

′
c]

tは, 注目点xjの近傍 3点,
ψ は, [1, 1, 1]t である. なお, ダッシュ記号の付いた文
字は時刻 t + 1の点を示している. 提案する点と平面の
位置合わせを図 3に示す. 図で, P j(t+1)は, 点X ′

nで

構成される平面である.
この枠組に基づき, 剛性変換を推定するための最小化
問題におけるコスト関数は式 (2)で表される.

E(t) =
∑

j

‖yj(t + 1) −R(t)xj(t) − t(t)‖2 (2)

時刻 tの剛性変換R(t)/t(t)は, 上式の最小化問題の
解である. ここでは, 対象表面上の全ての点が近傍の平
面上に位置するように合わせることを目標としている.
このような仮定は, 凹凸の間隔が短く, 凹凸の山の高さ
が大きい部分を全体に含む形状以外では, 有効であると
考えられる. 多くの場合, そのような形状は少なく, 広
く適用可能な仮定であると考えられる.
全体のアルゴリズムは, 次の 4 ステップで構成され

る. (1) 点と平面ベースの対応点の選択, (2) コスト関数
に基づく剛性変換の推定, (3) 剛性変換の適用, (4) コス
ト関数の値が小さければ終了, それ以外は (1) から (3)
を繰り返す. (2) の解法は, 文献 [9]で詳述されている.
一般的に, ICP 法は入力となる 2枚の距離画像の座
標系の初期位置が離れていると, 正しく収束することが
困難であるとされている. しかし, 今回のように, 入力
となる距離画像が時系列に取得される場合, サンプリン
グレートが十分に高く設定された計測系を用いれば, 同
問題は回避可能である.

5 マルチフレーム同時位置合わせ

前節の手法によって得られた複数の剛性変換を用い

て, 複数の距離画像を同じ座標系に位置合わせすること
が可能である. しかし, 図 1に示されるように, このよ
うに位置合わせされた画像は, 誤差の蓄積によって正し
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い結果となっていないと考えられる. 本節では, このよ
うな誤差を軽減する微調整手法を述べる. この調整は,
複数の距離画像を用いて, 各画像が持つ誤差を同時に最
適化することで実施される.
これまでに, 複数の距離画像の位置合わせに関連する
手法として, Neugebauerの方法がある [10]. これは, 2
枚の距離画像の全ての組合せにおける点同士の距離の 2
乗和を, ICP法と同様にコスト関数として設定し, 各距
離画像の剛性変換を同時に解くものである. 同手法は,
大型の対象物体の 3次元形状の位置合わせにおいて採
用されている [11]. しかし, 同手法では, 参照点は 1枚
の距離画像のみから生成されており, 2枚のみを用いた
場合からの大幅な精度の向上は期待できないと考えら

れる.
この問題は, 入力される距離画像の解像度が高い場合
には大きな誤差を生まないと考えられる. しかし, 今回
のように,低解像度の距離画像を扱う場合には,精度の低
下をもたらす要因となる. そこで,提案手法では,対応点
の選択をさらに拡張することで問題の解決を図った. そ
の拡張方式を図 4に示す. ここでは,参照点を生成するた
めの点群を複数の距離画像から選択するものとした. 具
体的には,着目する注目点xj(t)に対する参照点を設定す
るために,近傍 3点 [xσj

1
(t+δ1),xσj

2
(t+δ2),xσj

3
(t+δ3)]

を同時刻 tの距離画像を除く, 全ての距離画像から選択
する. 図 4に示されるように, 1枚の画像のみから生成
された参照点に比べて, 本手法による参照点は, より真
の点に近い位置へ設定されることが分かる.
次に, 剛性変換の推定のためのコスト関数について述
べる. 前節で述べた 2枚の距離画像の位置合わせの場
合, 注目点のみが参照点に向かって移動していた. 一方,
今回の場合, 参照点も移動の対象となる. このため, 複
数の剛性変換を同時に推定することのできるコスト関

数が必要となる. 本手法では, 下式をコスト関数とした.

Emulti =
∑

t

∑

j

d(P j(t),xj(t)) (3)

d(P j(t),xj(t))

= min
u+v+w=1

‖ ux̂σj
1
(t + δ1) + vx̂σj

2
(t + δ2)

+wx̂σj
3
(t + δ3) − x̂j(t) ‖2(4)

x̂(t) = R(t)x(t) + t(t) (5)

上式に基づく剛性変換の推定は, 各パラメータを変
数とする非線形最小化問題として解かれる. 本稿では,
Levenberg-Marquardt法を用いて解いた. 対応点の選
択, 剛性変換の推定, 剛性変換の適用, 終了判定の各ス
テップの流れは, 前節と同様である. なお, 剛性変換の

target point
true curve 

true posi�on

reference 
point

x (t)j

x (t+1)'
x (t+δ)'

x (t+1)'a

b

c

図 4 マルチフレーム同時位置合わせにおける対

応点の選択とその効果

推定において, 基準となる座標系に位置する距離画像は
固定される.

6 シミュレーションによる検証
6.1 検証条件

two-image alignment

t    t’ (t’≠t)t    t + 1 t    N

mul�-frame alignment

2 N 2 N 2 N 1,2, … N

図 5 位置合わせのための計算の流れ

シミュレーションによって, 提案手法の検証を行った.
本検証におけるアルゴリズムの流れを図 5 に示す. 図
で, 円は各フレームの 3次元点の集合を表している. ま
た, 円同士の距離は位置合わせの精度を表している. こ
こでのアルゴリズムは, 3 つのステップから成る. まず,
連続する 2枚の距離画像に対して, 2枚の画像の位置合
わせを適用する. 次に, 再度, 2枚の画像の位置合わせ
を各画像と基準画像の 2枚に対して適用する. 最後に,
以上の剛性変換を適用した上で, マルチフレーム同時位
置合わせを全ての画像に適用する. 今回の評価では, N

枚の画像を用いて, N 番目の画像を基準として固定す

るものとした. 今回の検証で用いた距離画像の総数 N

は 5 枚である.
検証に用いた仮想物体は, 波状曲面, 立体群, 骸骨の

3 つである. ここでは, 原点から放射状に照射されたマ
ルチスポットパターンを計測系の参照光として仮定し,
運動中にこれらの直線と交わった対象物体表面の点を

計測データとして離散化した.
また, 剛性変換は回転と並進を表す 7 つのパラメー
タ [θ(t), r(t), t(t)]で定めるものとした. ここで, θ(t)と
t(t)は, それぞれ回転角と回転軸, t(t) は並進ベクトル
である. 検証では, ∀t, θ(t) = 0.05[rad], r(t) = [0, 1, 0],
t(t) = [0.3,−0.1,−0.3] とし, 全てのフレームで同一の
動作を行うものとした.
6.2 波状曲面を用いた検証結果
検証に用いた波状曲面の CG を図 6に示す. また, 運
動中の波状曲面を観測して得られた時系列距離画像を

図 7に示す. 同図では, 5 枚の画像に属する点群が, そ
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図 6 波状曲面の CG

れぞれ異なる濃さでプロットされている. 薄い青の点
ほど, 時間経過が後のデータである. 点の総数は 902点
であった. 運動中の対象物体から, 3次元データを離散
化したものであるため, 各距離画像はずれていることが
確認できる.
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図 7 仮想的に計測された波状曲面の時系列距離

画像
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図 8 位置合わせ後の波状曲面の時系列距離画像

2枚の距離画像の位置合わせ, 及びマルチフレーム同
時位置合わせを順次適用後の最終結果を図 8に示す. こ
こで, 2枚の距離画像の位置合わせにおける繰り返し回
数は, 各ペアにおいて 10回とした. これは, 第 4 節の
末尾で述べたステップ (1) から (3) の繰り返し回数で
ある. また, マルチフレーム同時位置合わせでは 1 回と
した. 図 8より, 図 7では不明な点の集団であったもの
が, 位置合わせによって意味のある正しい距離画像を形
作っていることが分かる. さらに, 1枚の距離画像と位
置合わせされた距離画像について, 面表示を行ったもの
を図 9に示す. これらの画像では, 近傍の点同士を結び,
面を視覚化している. 適切な形状表現ではないが, 今回
は, 位置合わせ結果の生データを表示するために, この
ような手法を採用した. 図より, 1枚の画像の場合に比
べて, 面の数が増えていることが確認でき, 解像度の高
い形状を生成できていることが分かる.
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(a) 1 枚の距離画像
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(b) 位置合わせ後の距離画像

図 9 近傍点の接続による面表示を適用した波状

曲面の距離画像

次に, 誤差評価について述べる. ここでは, 全ての 3
次元点に対して, 推定に基づく位置合わせによって移動
した位置と, 正しい位置との距離を算出し, 全ての点に
対して総和をとった値を誤差とした. これに基づくと, 2
枚の距離画像の位置合わせ後の誤差は 111.24 であった.
一方, マルチフレーム同時位置合わせ後の誤差は 100.24
であった. これに対して，提案手法と異なり，最近傍
点同士をそのまま対応点とする ICP法を，2枚の距離
画像に順次適用する手法のみの場合，誤差は 246.74で
あった. これらの数値結果から, 点と平面対応に基づく
位置合わせ，及びマルチフレーム同時位置合わせの 2
つによって精度の改善が期待できることが分かった.
6.3 立体群を用いた検証結果

図 10 立体群の CG

検証に用いた立体群の CGを図 10に示す. 3 つの立
体は接続しており, 1 つの剛体となっている. また, 運
動中の立体群を観測して得られた時系列距離画像を図

11に示す. 図の表示方式は前節と同様である. 点の総
数は 663点であった. 位置合わせの最終結果を図 12に
示す. 加えて, 1枚の距離画像と位置合わせされた距離
画像について, 面表示を行ったものを図 13 に示す. こ
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図 11 仮想的に計測された立体群の時系列距離

画像
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図 12 位置合わせ後の立体群の時系列距離画像

れらより, 1枚の距離画像では認識できなかった立体の
コーナーが, 位置合わせ後に新たに確認できるように
なっていることが分かる.
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(a) 1 枚の距離画像
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(b) 位置合わせ後の距離画像

図 13 近傍点の接続による面生成を適用した立

体群の距離画像

2枚の距離画像の位置合わせとマルチフレーム同時位
置合わせのそれぞれを適用後の誤差は, 126.69, 104.09
であった. この際のそれぞれの繰り返し回数は, 10回と
1回であった. さらに，最近傍点を対応点とする 2枚の
距離画像の位置合わせの場合，誤差は 220.37であった.
結果より，段階的な推定の適用によって, 精度の向上が

図られたことが確認できた.
6.4 骸骨を用いた検証結果

図 14 骸骨の CG
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(b) 側面図 2

図 15 仮想的に計測された骸骨の時系列距離画像
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(b) 側面図 2

図 16 位置合わせ後の骸骨の時系列距離画像

検証に用いた骸骨の CG を図 14に示す. また, 運動
中の骸骨を観測して得られた時系列距離画像を図 15 に
示す. 図の表示方式は前節と同様である. 点の総数は
654 点であった. なお, 本形状では, 形状の凹凸が大き
く, 前節までの面生成方式では適切な表示をつくること
ができなかったため, 省略した.
位置合わせの最終結果を図 16に示す. また, 2枚の

距離画像の位置合わせとマルチフレーム同時位置合わ

せのそれぞれを適用後の誤差は, 92.31, 77.39であった.
この際のそれぞれの繰り返し回数は, 10回と 5回であっ
た. 一方，最近傍点を対応点とする 2枚の距離画像の
位置合わせの場合，誤差は 99.01であった. 骸骨のよう
な複雑な形状の場合にも, 提案手法によって精度の向上
が図られることが確認できた.

7 3次元センシングシステムによる検証
7.1 検証条件
本節では, 検証データとして, 3次元センシングシス
テムによって, 実際に計測された時系列距離画像を用い
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図 17 実験データの計測環境

た場合の結果を示す. 計測環境を図 17 に示す. 本実験
では, 文献 [3]のリアルタイム 3次元センシングシステ
ムを用いた. 本システムは, スループット 955fps, レイ
テンシ 4.5msで, 運動物体の 3次元形状を計測すること
ができる. また, アクティブステレオを実施するための
参照光として, 33 × 33の赤外マルチスポットパターン
を照射した. このような環境下で, 測定範囲において対
象物体を運動させ, 計測を行った. 本システムのサンプ
リングレートは 955fpsと高いため, 高速な運動中の物
体に対しても, 十分に多くの情報を獲得することができ
る. このように, 時間方向に関する計測の十分性が確保
されていることから, 測定範囲を対象物体が高速に横切
るだけで, 高解像度化のためのデータを取得することが
期待できる.

(a) 正面像 (b) 側面像

図 18 対象物体とした人形

実験に用いた対象物体の写真を図 18に示す. 今回は,
人型の人形を用いた. 同物体のサイズは, 17cm × 10cm
× 6cm 程度である. なお, 今回の検証では, 位置合わせ
の計算をオフラインで行った.
7.2 実験結果
検証に用いた計測データを図 19に示す. 今回は, 6枚
の時系列距離画像を検証に用いた. 図において, 薄い青
の点ほど時間経過が後のデータである. 点の総数は 691
点であった.
位置合わせの結果を図 20に示す. また, 同図にはほ

ぼ同じ姿勢の対象物体の写真を合わせて示した. 図に
示されるように, 点群が人型の形状を構成していること
が確認できる. さらに, 前節と同様に, 1枚の距離画像
と位置合わせされた時系列距離画像のそれぞれに, 近傍
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図 19 計測された人形の時系列距離画像
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図 20 計測された人形の時系列距離画像

−60−40−20 0 20 40 60 80100120

−80

−10
10

30
50

70
90

110
130

0

20

40

z

x

y

(a) 1 枚の距離画像
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(b) 位置合わせ後の距離画像

図 21 近傍点の接続による面生成を適用した人

形の距離画像
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点の接続による面の表示を適用したものを図 21に示す.
このように, 計測ノイズを含んだ実際の低解像度の時系
列距離画像に対しても, 提案する位置合わせ手法が正常
に動作することが確認された.

8 おわりに

本稿では, 低解像度の時系列距離画像から, 高解像度
の距離画像を復元するための統合手法について述べた.
これは, これまでの運動物体のセンシングシステムが,
時間方向のサンプリングレートに比べて, 空間方向のサ
ンプリングレートが不足していた問題の解決を図るも

のである. これによって, 動的シーンの高速かつ高解像
度での 3次元認識の実現を目指した.
冒頭で述べたように、本タスクは, (A) 3次元シーン

の剛体部分への分解, (B) フレーム間の剛体運動推定に
よる位置合わせ, (C) 3次元曲面の復元の 3 つの問題の
解決を必要としている. 本稿では, 特に, (B) の問題に
ついて解決手法を提案した. 本手法は, 点と平面に関す
る対応点の選択手法とマルチフレームの位置合わせを

同時に最適化する枠組によって, 低解像度データの入力
下でも安定した動作が期待できるものとなっている. 検
証の結果, 提案手法の動作が正しく行われていることが
確認された.
次のステップとして, 提案手法の詳細な評価, 残る 2
つの問題 (A), (C)の解決, さらに実際のアプリケーショ
ンへの展開に取り組む予定である.
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