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クロスエントロピー法を用いたノード間距離情報に基づく
３次元ノード位置推定
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概要：我々は粘土のような変形可能な物体に砂粒程度の小さなセンサノードを多数埋め込み，センサネット
ワークを利用して形状再現を行う，直感的な 3D モデリングシステムの開発を進めている．このシステム
ではノード間の距離情報から各センサノードの３次元相対位置を推定し，コンピュータ上で物体形状を認
識する．測定されたノード間距離情報には大きな測定誤差が含まれていることや，多数のノード位置を推
定する必要があることが３次元ノード位置推定を困難にしている．本論文では，3D モデリングシステムの
ための３次元ノード定位手法としてクロスエントロピー法を用いた手法を提案する．この手法はサンプル
の生成と評価を繰り返し行い，測定誤差に対して統計的に尤もらしい位置を推定する．サンプルの生成と
評価を並列化することで推定の高速化が可能であることを示す．また，目的関数の変化により形状変化を
検知し適応的にサンプルを生成することでインタラクティブな位置推定に拡張できることを明らかにする．

1. はじめに

がされているが，どれも実用レベルには達していない．例
えば，[1] では粘土の中に磁場を利用したセンシング用ロ

近年のハードウェアや IT 技術の進歩に伴い，3D モデル

ケータを組み込んでいる．しかし，この組み込みロケータ

を利用したサービスが広く普及し，映画やゲームなどのエ

のサイズが 7×4×2cm3 であるため，粘土の形状を正確に

ンターテイメント向け 3D CG や建築分野における CAD

捕捉することができない．

ツールなど様々な分野で需要が高まっている．それに伴っ

そこで我々は，粘土のような可変形物体に多数のセンサ

て高性能な 3D モデリングソフトも多く市販されている．

ノードを埋め込むことでセンサネットワークを構築し，セ

しかし，それらのモデリングソフトは扱いが複雑であり，

ンサネットワークを通じて収集したノード間距離情報を

使いこなすためには高い知識と経験が必要となるため，一

利用して３次元形状を認識するシステムの概念を考案し，

般の人にとっては利用が困難である．そのような専門的な

システムの実現を目指して研究を進めている [2][3]．図 1

知識を持っていない人でも直感的かつ簡単に 3D モデリン

にこのシステムの概要を示す．この iClay システムでは，

グが可能な手法が求められている．

1mm3 程度の微小なセンサノードを粘土に多量に埋め込み

このような直感的モデリングの一つのアプローチとし

センサネットワークを構築する．各センサノードが付近に

て粘土などで物理的なオブジェクトを作成し，3D スキャ

存在する他のセンサノードとの距離を測距し，センサネッ

ナで物体形状を取得する方法がある．この方法では 3D ス

トワークを介してコンピュータに距離情報を収集する．そ

キャナの使用方法についての限られた知識だけあれば良い

の情報を基に各センサノードの相対位置を推定すること

ため，比較的容易にモデリングが可能である．しかし，3D

で，粘土の形状を再現する．センサノード間の距離はノー

スキャナは形状の取得に時間がかかるため，コンピュータ

ド間の容量結合を利用してセンシングすることを想定して

上で取得した形状を確認するにはある程度の時間が必要と

いる [2]．各センサノードの電池交換を不要とするため，無

なる．この物理的な形状の修正からコンピュータ上で確認

線給電によりエネルギーを供給する．本システムで予想さ

するまでの時間が長くなることがモデリング効率の低下を

れる利点は，従来の 3D スキャナでは実現できなかったリ

招き，設計者の創造性を損なう可能性がある．実物体を利

アルタイムモデリングを可能にすることやオクルージョン

用する 3D モデリング用インターフェースはいくつか研究

の問題が回避できることである．
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本稿では，センサネットワークを介して取得したノード
間距離情報から各センサノードの３次元相対位置を推定す
る手法を提案する．ここで，センサノード及びセンサネッ
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フリップエラー． A-D 間の距離情報に大きな誤差があればフ
リップが起こり得る．

ラー (図 2) が発生すると，その後の推定に大きな推定誤差
図 1

リアルタイム３次元形状認識システム “iClay”の概要

を生じさせ，推定を中断させることもある．この問題を最
小限に抑えるため，[6] では致命的なミスが起きる可能性

トワークは利用可能で，距離情報はコンピュータに収集さ

の低いロバストなノードの集合を探索し，それらのノード

れているものとする．測定されたノード間距離情報には大

集合を用いてノード位置推定を行う．ここで，ロバストな

きな測定誤差が含まれていることや多数のノードの３次元

ノードの集合という概念は最初に２次元の問題としてムー

相対位置を推定する必要があることがノードの相対位置推

アらによって提案されており [7]，これを [6] では３次元に

定を困難なものにしている．ここで，簡潔なアプローチと

拡張している．ロバストなノードの集合を探索するために

して一つのノードの位置推定を逐次的に繰り返すことが考

Volume Test と Ambiguity Test の二つのテストを各ノー

えられる．しかし，このアプローチでは推定時の誤差を蓄

ドを推定する前に行う．このロバストテストはノード位置

積し，後の推定の精度に影響を与えるという課題がある．

の推定精度は向上するが，逐次処理のすべてのステップで

そのため，初期の推定において重大なミスが発生するとす

ロバストテストを実施するため膨大な計算時間を要する．

べての推定結果を台無しにする危険性がある．さらに，計

また，ノードの密度が疎になるとロバストテストを満たす

算時間が長いという重大な欠点もある．そこで我々は，逐

ことができず，そのノードは定位が不可能となる．さらに，

次的推定による誤差の蓄積を解消し，CPU 時間削減のた

このアプローチは逐次的な処理であるため並列コンピュー

めに並列計算が活用できるクロスエントロピー法を利用す

ティングには適していない．本稿では，[6] の手法を簡略化

る．提案手法ではノード位置推定の反復により推定精度を

したもので推定の初期解を求め，クロスエントロピー法を

向上させるため，徐々に形状が変化しノード間距離情報が

用いることでその解を改善していく．

変化し続けるリアルタイムシステムとの親和性が高い．本
親和性を活用した，形状が刻々と変化する場合の位置推定
法も提案する．

2. 関連研究
ワイヤレスセンサネットワークはモニタリングシステム

3. 定位手法の提案
本章ではサンプル生成とサンプル評価を並列に行い反復
的に推定精度を改善するノード定位手法を提案する．

3.1 問題の定式化

としての利用が期待され，近年盛んに研究されている．セ

N 個のノードで構成されるセンサネットワークを考え

ンサノードの位置がサービスに必要だが，直接センサノー

る．ノード間距離情報はすべて与えられ，ノード i から

ドの位置を測定することはできず，隣接するノードとの距

ノード j までの距離情報を dij とし，これには測定誤差が

離だけをセンシングできるアプリケーションがある．この

含まれる．また，ノード i，j 間の距離が測定できない場合

ようなアプリケーションではノード間距離情報に基づいて

は dij = 0 とする．この距離情報を基に N 個のノード位置

センサノードを定位させる必要がある．

qi を推定する．

多くのセンサネットワークでは，センサノードの高さの

距離情報に含まれる測定誤差によって正確な位置を計算

違いはノード間距離に対して小さいものであるため，セン

することはできない．そのため尤もらしい位置を計算する

サノードの定位問題は２次元の問題として扱われることが

必要がある．ノードの真の位置と推定位置との誤差である

多い [4][5]．

err の総和を最小化することを目指す．

一方で [6] のように３次元定位問題の解法も検討されて
いる．このアプローチでは既に定位されたノードからの距
離情報に基づいて，未定位のノードの三次元位置を順次推

err2 =

N
1 ∑
(||pi − qi ||)2 ,
N i

(1)

定する．しかし，この逐次的な推定手法には問題がある．

pi はノード i の絶対座標での真の３次元位置，qi も同様に

測定誤差に起因する不確定性のために一度でもフリップエ

ノード i の絶対座標での３次元推定位置である．||pi − qi ||

ⓒ 2015 Information Processing Society of Japan

2

Vol.2015-HCI-161 No.11
2015/1/15

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

は pi ，qi 間のユークリッド距離を意味する．

ŝƐƚĂŶĐĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

式 (1) は絶対座標での定位誤差を評価している．しかし，
/ŶŝƚŝĂůĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ

ノード間の距離情報しか利用することができないためノー
ドの絶対位置を推定することはできない．そこで相対座標
での誤差を評価できる dRMS を利用する．dRMS はすべ

ƌŽƐƐͲĞŶƚƌŽƉǇŵĞƚŚŽĚ
hƉĚĂƚĞƌĂŶĚŽŵŵĞĐŚĂŶŝƐŵ
&ĂůƐĞ

てのノードのペア間の距離を評価し，次式のように定義さ
>ŽŽƉĐŽƵŶƚфƚŚƌĞƐŚŽůĚ

れる．

dRM S 2 =

N N
1 ∑∑
(||pi − pj || − ||qi − qj ||)2 .
N2 i j

(2)

ノードの定位問題は dRMS を最小とする qi を探索するこ
とに対応する．

dƌƵĞ
䞉䞉䞉
'ĞŶĞƌĂƚĞƐĂŵƉůĞƐ
䞉䞉䞉
ĂůĐƵůĂƚĞŽďũĞĐƚŝǀĞĨƵŶĐƚŝŽŶ
䞉䞉䞉

&ŝŶŝƐŚ

DĂƐƐŝǀĞůǇ
ƉĂƌĂůůĞů
ĐŽŵƉƵƚĂƚŝŽŶ

しかし，dRMS は未知である真の位置を使用するため推
図 3

定中には計算することができない．そこで，||pi − pj || の

提案手法のフローチャート

代わりに与えられる距離情報 dij を使用する．ただし，dij

り返す．最適化では目的関数がサンプルの善し悪しを決め

には測定誤差が含まれていることに注意が必要である．

る基準となり，ノード位置を表す確率分布が最適解に収束

N
N
1 ∑ ∑
eval = 2
(dij − ||qi − qj ||)2 .
N i
2

するように選ぶ必要がある．サンプルの生成数，良いサン

(3)

j,dij ̸=0

ここで，測距できなかったノードの組み合わせでは距離情

プルとして抽出するサンプル数，繰り返し回数は，クロス
エントロピー法の解の質や計算コストなどの性能に影響を
与えるパラメータである．

報 dij = 0 となり，このような組み合わせでは誤差の評価
ができないため式 (3) から除外する．
以上をまとめると，ノードの定位問題は以下の最適化問
題を解くことに相当する．

• 入力： ネットワークを構成する N 個のノードのノー
ド間距離 dij

3.3 提案手法
提案するノード定位手法のフローチャートを図 3 に示
す．提案手法は２つのステップから構成されており，第一
ステップは第二ステップに渡すための初期解を生成する部
分である．第二ステップでは前節で記述したクロスエント

• 出力： 推定ノードの相対位置 qi

ロピー法の繰り返しを実行する．

• 目的関数： 式 (3)

3.3.1 初期解の生成
提案手法の第二ステップで実行するクロスエントロピー

3.2 クロスエントロピー法
3.1 節でノードの定位問題を最適化問題に定式化した．

法に与える初期解の集合を生成する．基本的には [6] の手
法を利用して初期解を生成する．しかし，[6] のオリジナ

次節で示す提案手法では，最適化問題にクロスエントロ

ルの実装では図 2 のようなフリップエラーを起こりにく

ピー法を適用して，解を求める．本節ではクロスエントロ

くするためのロバストテストの条件が厳しく設定されてお

ピー法の概要を説明する．

り，計算時間が非常に長い．このロバストテストは複数の

クロスエントロピー法は稀少事象シミュレーションや最

定位済みノードと未定位のノードの集合に対して行われ，

適化に利用されるモンテカルロ手法である [8]．クロスエン

フリップエラーが起こる確率が 0.03%以下，つまりガウス

トロピー法は巡回セールスマン問題や最小カット問題など

分布での 3σ になるように設定されている．そこでこの受

の組み合わせ問題に適用した事例が報告されている [9]．ま

理確率を変更することにより，精度と計算時間のトレード

た，多くの局所最適解を持つ連続問題の解法としても利用

オフが得られる．4 章では受理確率と解の質との関係を実

されている．本稿で議論しているノード定位問題は，多く

験的に検討する．[6] での逐次的な定位にはもう一つの重要

の局所最適解を含む連続問題であり，クロスエントロピー

なポイントがある．それは定位結果がノードの定位順序に

法の活用に適した問題である．

依存することである．これはノードの定位順序を変えるこ

クロスエントロピー法は核となる２つのステップにより
構成される．

とで様々な定位結果を得ることができることを意味する．
また，定位順序を変えた逐次的定位は並列に実行すること

• 特定の確率分布に従いサンプルを生成し評価する

が可能である．以上より，プロセッサ数が十分大きい場合

• 良いサンプルを用いて確率分布のパラメータを更新

には初期解の集合は１つの解を計算する時間と同じ時間で

する
大域的最適解への収束を期待し，この２つのステップを繰
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取得することが可能であり，それぞれの推定においてノー
ドの定位順序をランダムにすることで異なる定位結果とし
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可能である．しかし，分布が狭くなっていると解の探索が
狭い範囲に限定され，適切な位置まで解を移動することが
できない．そこで物体の形状変化に対応することを目的
に，提案手法を拡張する．

'ĞŶĞƌĂƚĞƐĂŵƉůĞƐĂŶĚ
EŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ
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図 4

hƉĚĂƚĞŶŽĚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ

反復による解の収束．

継続的なリアルタイム推定を可能にするためには形状変
化時に広い解空間が探索できるように分布を拡大する必要
がある．この分布の拡大を実装する上では，
「いつ」
「どの
くらい」拡大するのかという２つの問題を考える必要があ

て得ることができる．これらを第二ステップに初期解集合

る．１つ目の問題は，物体が変形したのかどうかを検知す

として与える．

る方法に相当する．物体の変形を見逃した場合，実物体は

3.3.2 クロスエントロピー法の反復

変形するが再現される 3D モデルは変化しない．一方で変

反復ループでは，まず得られた解の集合から分布を得る．

形を誤検知した場合，再現される形状が一時的に劣化する．

解は個々のノードの推定位置 qi と目的関数値から構成され

２つ目の問題は物体の変形量を検知する方法に相当する．

ている．図 4 に期待する解の収束状況を示す．クロスエン

物体の変化量が大きい場合は分布も大きく拡大する必要が

トロピー法のサンプルの生成と分布の更新を繰り返すこと

ある．一方，変化量が小さい場合には分布の拡大は小さく

によって，各ノードの推定位置の分布が徐々に狭くなり，

て充分であり，大きく拡大してしまうと解の収束にかかる

解が収束する．反復をすることで定位結果の解が大域的な

時間が必要以上に長くなる．

最適点に収束することを期待し，N Sgen 個の解から良い解
を N Stop 個選択し乱数分布を更新する．
一つのノードに着目すると，その推定位置は各定位結果
で異なる．すなわち，各ノードの推定位置はそれぞれ位置

これらの問題を解決するために，経験的に以下の方法を
考えた．まず，次の条件に該当する場合に分布を拡大する．

• 現在の反復における目的関数の増加量が，前回の反復
における減少量の A 倍を超えている．

の分布を有する．各ノードについて各座標（x, y, z ）の平

• 分布の拡大後，前回の分布の拡大直後の目的関数の値

均と標準偏差を評価する．各座標の平均の位置の近傍に最

よりも少なくとも一度は小さくなったことがある．

もノードが存在する確率が高いことが期待され，この研究

クロスエントロピー法の反復において，物体形状が一定で

では位置の分布はガウス分布に従うものとする．

あっても目的関数の値は増加することがある．これを形状

次に，得られた平均と標準偏差のガウス分布から N Sgen

変化と認識してしまうことを回避するために第１の条件に

個のサンプルを生成する．その後生成されたすべてのサン

閾値を与えている．本稿では A を 10 としている．物体形

プルに対して式 (3) の目的関数を計算する．このサンプル

状の変化がない場合での目的関数の増加は，多くの場合最

の生成と目的関数の計算はサンプルごとに独立しているこ

適化プロセスの初期に起こる．分布が拡大されると一般的

とが明らかであるため，クロスエントロピー法は並列計算

に目的関数の値が増加する．これにより１つ目の条件を満

との親和性が高い．これは多コアプロセッサの時代に適し

たす場合は分布がさらに拡大される．この連続して分布が

た重要な特徴の一つである．並列計算による高速化の効果

拡大されることを回避するために第２の条件を与える．第

については 4 章で言及する．

２の条件によって無限に拡大されることを防ぎ，最適化が

提案手法の計算時間について述べる．議論を簡単にする
ために，ノードごとの距離情報の数は一定であるとする．
この場合，ロバストテストを通過する組合せの探索は一定
となり，初期解の生成の計算時間はノード数 N に比例す
る．次に，クロスエントロピー法の反復部分に関しては，

収束し始めたら次の分布の拡大を許可する．
2
次に，第２の問題に対しては，分布の分散に σadd
を追加

することで分布を拡大して対応する．
2
σadd
= B(evali − evali−1 )2 ,

(4)

反復回数 N I とサンプル生成数 N Sgen が固定されている

ここで evali は i 回目の反復（現在）の目的関数の値であ

場合，各反復のための計算時間は N に比例する．以上か

る．つまり，形状の変化量と目的関数の変化量との関係

ら全体の計算時間は N に比例する．

を用いて分布の拡大量を決定する．本稿では B は 400 と
した．

3.4 継続的推定への拡張
前節の提案手法は後に示す静止物体中の位置推定に適し

4. 実験結果

ている．一方で iClay システムでは粘土の変形が頻繁に発

本章では提案手法のノード位置推定の精度と効率を評価

生し，それに追随した形状の再現を目指している．物体が

する．提案手法は MATLAB を用いて実装し，並列計算用

変形している間，ノード間距離情報は変化する．反復推定

のツールボックスを利用してサンプルの生成と評価を並列

を行っているため，随時新しい距離情報を考慮した計算が

化している．並列処理の数は 80 で，8 個の Xeon E7-8870
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2.4GHz CPU と 1TB のメモリを搭載したコンピュータ上
で実行した．
実験は以下のように設定して行った．粘土の大きさは

40

置されている．クロスエントロピー法のパラメータは，サ

z

50×50×50 mm3 とし，その中に 343(=73 ) 個のノードが配
ンプル生成数 N Sgen を 1000，良いサンプルの選択数 N Stop

20

を 100，反復回数 N I を 400 とした．各ノードは 20mm の

0
50

距離より近くにいる他ノードまでの距離を測定することが
できる．測定誤差のモデルとして，以下の式を与えた [2]．

σr = 0.1932r − 0.0061 [mm],

(5)

50
y

r はノード間の距離であり，σr は測定誤差の標準偏差であ

図 5

0 0

x

静止した直方体の推定位置．

る．距離情報の誤差は標準偏差 σr のガウス分布に従う乱
25

形状の変化しない静止物体に対して，提案手法を用いて
ノード位置を推定する．形状の変化する場合の結果は次節

20
15
10
0

で示す．ここではノードが一様に分布している直方体と球
体の２つの形状について考える．

4
eval

4.1 静止物体の推定

dRMS

数が各ノード間距離情報に与えられる．

3
2

200
cycle

400

図 6 静止した直方体の dRMS．

1
0

200
400
cycle
図 7 静止した直方体の目的関数．

まず直方体の推定結果を示す．推定位置，dRMS エラー，
目的関数 (eval) を図 5，6，7 に示す．図 5 の緑の丸が真
のノード位置を，そこから伸びる赤い矢印がそのノードの

40

ず，うまく推定できていることがわかる．ただし，外側の
ノードは真の位置よりも内側に推定される傾向がある．

z

推定位置を指している．結果からフリップエラーも見られ

20

3.1 節で述べたように最適化プロセスにおいて dRMS は
計算できないため，eval の最小化を dRMS の最小化で代用
している．ここで dRMS と eval を比較し，この２つの関

0
50

50

係を検証する．図 6，7 は反復の回数の増加に対する dRMS
と eval の変化を表している．dRMS と eval の軌跡には高

y

0 0

x

い相関があり．eval の最小化によって dRMS の最小化が

図 8 静止した球体の推定位置．

期待どおり行われていることを示している．ここで，目的

るが，提案手法では初期解に利用するだけなのでこの基準

関数 eval はノードの推定が正確であったとしても０にな

を変更することが可能である．そこでこの基準を 1σ と 2σ

らないことに留意する必要がある．これは測定された距離

に変更した２つのパターンを評価する．図 9 に dRMS と計

情報には測定誤差が含まれていることが原因である．真の

算時間を示す．結果から，提案手法では dRMS が 41.8%も

位置での eavl の値は 1.95 であり，推定結果とは 22.3%程

減少しており，計算時間は 87.1%も減少している．提案手

度の差しかなく，クロスエントロピー法によって適切に最

法は推定精度と計算時間の両方の面で効率的である．さら

適化が行われていることがわかる．

にこの結果は初期解の精度が推定精度に影響を与えるこ

次に，球体でも同様の実験を行った．図 8 にノードの推

とを示している．緩い基準のロバストテストを実施するこ

定位置の結果を示す．外側のノードが真の位置よりも内側

とにより，計算時間は 49.8%削減されているが，dRMS は

に推定されている傾向は同様であるが，ノードの相対位置

58.5%増加している．必要な推定精度に応じて，ロバスト

関係はうまく推定されている．推定結果の目的関数 eval の

テストの基準を適切に決定する必要がある．

値は 1.57 であり，真の位置での目的関数との差は 24.7%で
ある．
提案手法と従来の逐次的ノード定位手法 [6] を比較する．

続いて，並列計算の影響を評価する．立方体のノード位
置推定を並列計算をする場合としない場合での計算時間
を比較する．図 10 に 80 プロセスで並列化したときの計

従来の手法ではロバストテストに基づいて一つずつノード

算時間を示す．並列計算による計算時間の減少は大きく，

を定位する．[6] ではロバストテストの基準を 3σ としてい

4.5%に削減され，22 倍の高速化が達成されている．
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提案手法と [6] の比較 (静止した立方体).
図 11

立方体から球体に形状が変化する物体の推定位置．
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図 10
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expansion
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cycle
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提案手法での並列計算による高速化 (静止した立方体)．

図 12

w/ distribution
expansion
(proposed)

400

立方体から球体に形状が変化する物体の dRMS．

4.2 変形物体の推定
本節では形状の変化する場合の推定，すなわち推定中に
ノード間距離情報が更新される場合の推定結果を示す．立

40

ターンに提案手法を適用した．各ノードは粘土の体積が
変わらないように移動している．この実験では，提案手法

z

方体から球体に，立方体から直方体に変形する２つのパ

20

の 400 回の反復の間に 39 回にわけて物体が変形するとし
た．図 11 に異なる４つのサイクルでの再現形状のスナッ
プショットを示す．ここでは立方体から球体に形状が変化

0
50

50

している．形状の変化は 10 サイクル目から始まる．結果

y

から期待どおりに再現形状は徐々に球体に収束しているこ
とがわかる．
反復中の dRMS の変化を図 12 に示す．3.4 節で説明し

図 13

0 0

x

立方体から直方体に形状が変化する物体の推定位置．

た分布を拡大する方法としない方法の２種類でノード定位

ステムに利用するには遅すぎることを意味している．形状

を行った．分布の拡大を行う提案手法では dRMS が減少

がリアルタイムに再現されることを達成するには毎秒 10

し続けてるのに対し，拡大を行わない方法では 150 サイク

サイクル程度実行する必要がある．この場合 50 倍の高速

ルを超えたあたりから形状の変化に追随できなくなってい

化が求められる．一方で，3.3 節や前節で述べたように, 提

る．２つの条件によって定義された分布の拡大は形状の変

案手法は並列計算に高い親和性がある．近年では膨大な量

化に追随するためにうまく働いていることがわかる．

の並列計算能力のある GPGPU が利用可能で，50 倍の高

同様の実験を立方体から直方体に形状が変換する場合に
対して行った．400 サイクル後の形状再現結果を図 13 に
示す．球と同様に直方体を再構築することができた．

速化も可能であることと期待される．

5. まとめ

継続的なリアルタイム推定向けに拡張した提案手法は上

我々は，リアルタイム形状認識システム実現のためノー

述したような形状が変化する物体を推定することに適して

ド間距離情報から３次元ノード位置を推定するクロスエン

いる．最後に iClay システムの実現に向けて計算時間を議

トロピー法を用いたノード定位手法を提案した．提案手法

論する．マルチコアプロセッサのサーバ上で実装した提案

では並列計算と高い親和性があり，[6] に比べ 87.1%の計算

手法では，現在各反復に５秒程度かかる．これは iClay シ

時間と 49.8%の推定誤差を削減した．また，形状が変化す
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る物体に対して提案手法を拡張し，形状が変化する物体で
もノード位置推定が可能であることを実験的に確認した．
今後は３次元物体のリアルタイム再現を可能にするために
提案手法の GPGPU 実装が求められる．
謝辞 本研究の一部は総務省の SCOPE プログラムに
よる．
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