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アクティブカメラ群による全観測領域の協調監視の評価
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観測領域内に動的に発生する死角領域が減少するように，複数のアクティブカメラが撮影領域を調
整する協調監視システムを提案する．提案システムは，個々のアクティブカメラが自身の撮影領域を
他アクティブカメラの撮影領域または観測領域境界とオーバラップさせる協調動作を行うことにより，
死角領域を減少させる．我々は，実機システムおよびシミュレーション評価において，対象追跡時お
よびアクティブカメラ数の増減時において動的に発生する死角領域が減少するように，提案システム
が撮影領域を調整する動作を行うことを確認した．

Functional Assessment of Surveillance of Whole Observation Area
by Active Cameras
Katsuji Aoki,† Atsushi Yoshida,† Shoichi Araki,†,☆
Norimichi Ukita†† and Masatsugu Kidode††
This paper proposes a new cooperative surveillance system which provides surveillance of
whole observation area by active cameras. In the proposed system, each active camera adjusts
their observation area to decrease blind spots in the whole surveillance area by overlapping
into neighboring areas observed by other active cameras. Using by actual equipment system
and simulator software, we made a functional assessment of decreasing blind spots in the
whole surveillance area during object tracking, by increasing and decreasing number of active
cameras.

1. は じ め に

自身の撮影領域の位置を調整可能な複数台のアクティ

近年，犯罪発生率の増加にともない，カメラによる

されている．対象までの距離や対象の重要度をもとに

ブカメラを用いて，分散協調監視するシステムが研究

セキュリティシステムの重要性が高まっている．セキュ

対象追跡するカメラを動的に制御する DARPA のカメ

リティ用途では特に，人物や行動などを特定するため

ラ監視研究チームのシステム1) ，親カメラが検出した

に，対象を注視（ズームアップ）し，詳細な画像を取

対象の位置情報をもとに子カメラが対象を注視追跡す

得することが要求される．また，1 台のカメラでは観

るシステム2) ，ネットワーク接続された計算機とアク

測可能な領域が限られるため，広域な観測領域を監視

ティブカメラの組の論理モデルである「能動視覚エー

する場合には複数台のカメラを必要とし，これらのカ

ジェント」（Active Vision Agent，以下 AVA）を用

メラ間で対象を連続して追跡することが要求される．

い，AVA が協調して対象を追跡するとともに，対象

このような要求に対し，パン/チルト/ズームにより

を追跡していない AVA は，カメラを旋回させて自身
の周辺を撮影することにより新たな追跡対象を発見す
るシステム3) などが提案されている．
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しかしながら，これら従来のシステムではアクティ
ブカメラを用いているが，対象を注視追跡していない
カメラは，あらかじめ設定されている領域のみを撮影
する．このため，カメラが対象を注視追跡した場合，
注視追跡したカメラがそれまでに撮影していた領域内
に動的に死角領域が発生し，新規追跡対象を早期に漏
れなく発見するうえで支障となる（図 1 (a)）．さらに，
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テムの評価結果を報告し，最後に 5 章でまとめについ
て述べる．

2. セキュリティシステムの課題
現在までに数多くの監視システムの提案（文献 1)〜

5)）がなされているが，まず，これらのシステムをカ
メラ構成により分類したうえで，セキュリティ用途に
適したカメラ構成を考察し，さらに，同カメラ構成で
の課題について示す．次に，システムの実用上の課題
について示し，最後にこれら課題に対する提案システ
ムのアプローチについて述べる．
なお，本章においては，複数台のカメラを用いた広
域な観測領域の監視であり，この観測領域内に存在す
る対象を追跡監視する，主にセキュリティ用途に用い
図 1 提案システム
Fig. 1 Proposed system.

られるシステムについて考察する．
また，本提案システムは，上記セキュリティ用途の
中でも，万引きなどの犯罪の証拠写真となりうる画像

カメラが故意に壊されるなど，現実のセキュリティシ

の撮影，銀行や空港など高セキュリティを望む施設の

ステムにおいてはカメラが停止するケースがある．こ

監視，登下校中の子供の見守りなどの広域の不特定多

のような場合，停止したカメラがそれまでに撮影して

数の人物監視など，対象追跡カメラにより撮影される

いた領域を他のカメラが継続して撮影することが望ま

限られた人数の人，または，顔や手元以外にも，全体

れる．また，カメラが復旧する，または，カメラを増

の状況が可能な限り高解像度で撮影されることが望ま

設した場合，解像度を向上させて観測領域を撮影する

れる用途にも適用可能なシステムを目指している．

ことが望まれる．
本稿では，観測領域内に動的に発生する死角領域が

2.1 最適カメラ構成およびその課題
システムに利用するカメラとしては，撮影領域がパ

減少するように，複数のアクティブカメラが撮影領域

ン/チルト/ズームにより調整可能なアクティブカメラ，

を調整する協調監視システムを提案する（図 1 (b)）．

撮影領域が調整不可能な固定カメラの 2 種類のカメラ

提案システムは，複数台のアクティブカメラにより構

があり，これらのカメラを用いてシステムは対象の追

成され，各カメラはパン/チルト/画角を相互に通信す

跡および観測領域の撮影を行うことになる．

ることにより，自身の撮影領域に隣接する領域を撮影

対象追跡および観測領域撮影を固定カメラが行うシ

するカメラを特定し，互いの撮影領域をオーバラップ

ステム4) の場合，カメラの撮影領域が変更できないた

させる協調動作を行うことにより，動的に発生する死

め，対象の撮影アングルおよび撮影解像度が限られて

角領域を減少させることができる．

しまう．これに対し，対象追跡に関してはアクティブ

提案システムの有効性を示すため，様々なカメラ配

カメラを用いるシステム2),5) の場合，撮影解像度の自

置，カメラ数の増減，移動追跡対象の注視追跡におい

由度は増える．しかし，全カメラをアクティブカメラ

ても，動的に発生する死角領域が減少するように提案

で構成するシステム1),3) に比べると，システム全体の

システムが撮影領域を調整することを計算機上でシ

カメラ数に対する対象追跡を行うカメラ数の割合が小

ミュレーション評価した．またあわせて，12 台のアク

さく，対象の撮影アングルの自由度が限られてしまう．

ティブカメラを用いた実機システムを構築し，この実

なお，より広域を撮影するために，広角固定カメラを

機システムにおいても，カメラ数の増減，移動追跡対

利用するシステムもあるが，その撮影解像度は通常固

象を注視追跡させる実験を行い，死角領域が減少する

定カメラに比べさらに低下してしまう．

ように提案システムが撮影領域を調整する動作を行う
ことを確認した．

セキュリティ用途では人物や行動などを特定するた
めに，対象正面方向からの撮影や，顔や手元の詳細撮

以下，2 章ではセキュリティシステムにおける課題

影などが望まれ，さらには，詳細撮影する顔や手元以

を示し，提案システムのアプローチを述べる．3 章で

外にも，人全体の状況や詳細撮影する人の周りの状況

は提案システムの動作を説明する．4 章では提案シス

など，全体状況も可能な限り高解像度で撮影すること

Vol. 48

No. SIG 1(CVIM 17)

アクティブカメラ群による全観測領域の協調監視の評価

67

も望まれる．この点から，全カメラをアクティブカメ

まれる．さらには，カメラを増設した場合においても，

ラで構成するシステムがセキュリティ用途には最良で

各カメラの撮影領域位置が自動決定/調整でき，かつ，

あると考えられる．

それにより個々のカメラの撮影解像度が高くなるなど，

しかしながらその反面，同カメラ構成では，各カメ
ラが行う対象追尾または観測領域撮影の役割分担の決

カメラ台数に見合った性能を得られることが望まれる．
このカメラ設置時調整に関しては，美術館全域を

定，さらに，観測領域撮影を行うカメラに関しては，

監視するためのガードマンの配置決定問題である Art

広域な観測領域内における各カメラの撮影領域位置の

Gallery Problem 6) の効率的な解法の 1 つである Ran-

決定が必要となる．役割分担決定に関しては，文献 1)
システムでは，対象位置などの評価指数により対象追

domized Art Gallery 手法7) により，各カメラの配置
位置および同カメラの撮影領域位置を算出することは
可能である．しかし，O(n log2 n) もの演算量（n は

跡カメラを決定するとともに，対象追跡カメラおよび

カメラ台数）を必要とし，さらには，同手法はカメラ

観測領域撮影カメラの存在割合を制御することにより

設置位置およびカメラ台数を試行のたびに変更を要す

自動決定できている．しかしながら，観測領域撮影カ

るため，監視状況が変化（カメラ故障/増設などによ

メラの撮影領域位置決定に関しては，これらのシステ

るカメラ数の増減）し，各カメラの撮影領域位置の決

ムは観測領域撮影カメラの撮影領域位置をあらかじめ

定/調整する必要がある場合には，適用することがで

設定した位置に決定している．このため，対象追跡を

きない．

のシステムでは自動決定できていないが，文献 3) の

行うカメラが対象を注視追跡する（図 1 (a)），また，

2.3 提案システムのアプローチ

カメラに対する悪戯や自然災害などによりカメラが故

以上示したセキュリティシステムにおける課題に対

障するなど，監視状況が変化した場合，それらのカメ

し，対象の撮影アングルおよび撮影解像度の自由度

ラが撮影していた領域に動的に死角領域が発生してし

が高く，耐故障性に優れた，全カメラがパン/チルト/

まうという問題が解決できていない．

ズーム可能なアクティブカメラで構成された自律分散

2.2 実用上の課題

型のアーキテクチャのシステムであり，かつ，観測領

次にシステムの実用上の課題について考察する．ま

域内の死角領域が減少するように，複数のアクティブ

ず，このシステムがセキュリティに利用されることか

カメラが撮影領域を自動調整するシステムを提案する．

ら，システム内のいくつかのカメラが故障した場合に

この撮影領域の自動調整は，対象の注視追跡およびカ

おいても，システム全体の動作が停止しない耐故障性

メラ故障などにより動的に発生する死角領域を減少さ

が必要である．耐故障性を高めるためには，特定の機

せるように撮影領域位置を自動調整する．また，カメ

器に各カメラの制御処理が集中しない分散型システム

ラを任意位置に設置/増設した場合においても，観測

がセキュリティ用途には適していると考えられる．ま

領域内の死角領域が少なくなるように，さらには，各

た，この各カメラの制御処理は，可能な限り細分化さ

カメラの撮影解像度が可能な限り高くなるように撮影

れ，特定のカメラにその処理負荷が偏らず，各カメラ

領域を調整する．

に均等に負荷が分散されることも望まれる．これは，

このため，提案システムは，空港や銀行などの高い

カメラ制御以外のカメラで行う画像認識や画像符号化

セキュリティレベルが必要な用途，コンビニなどにお

などの処理を圧迫することを防ぐとともに，カメラ制

ける万引きや駐車場での車に対する悪戯監視などの用

御の並列度合いが高まり，カメラの撮影領域調整が高

途，広域災害監視システムなどの用途に適し，また，

速になるためである．この点からも各カメラが自身の

カメラの設置/増設が容易なシステムとなっている．

カメラ制御を行う自律分散型システムが良いと考えら

なお，対象追跡時においても，観測領域内の死角領

れる．

域が減少するように撮影領域を自動調整する提案シス

次に，システムの納期や費用の面から，各カメラの

テムにおいて，我々は，死角領域を減少させる撮影領

設置位置および同カメラの撮影領域位置の決定/調整

域の自動調整に特に注目している．対象追跡に関して

（以後，カメラ設置時調整と記す）を案件ごとにシス

は，対象物の検出を含めて現在までに様々な研究が行

テム設置時に行う必要がないシステムであることが望

われており，我々はこれらの対象追跡手法を利用した

まれる．そして，このカメラ設置時調整は，景観や家

いと考えている．そこで，撮影領域の自動調整手法は，

屋（照明位置，配線）の構造上，設置可能なスペース

既存の対象追跡手法と容易に組み合わせることができ

が指定/限定される場合もあり，この条件下でも各カ

る手法で設計している．

メラの撮影領域位置が自動決定/調整できることが望
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3. 提案システム
提案システムは，複数台のパン/チルト/ズーム可能
なアクティブカメラから構成される．各カメラは動的
に以下に示す動作を切り替えながら，対象追跡および
図 2 処理フロー
Fig. 2 Processing flow.

観測領域の撮影を行う．
対象を検出したカメラは，対象を注視しつつ追跡す
る（対象追跡）．
一方，対象を検出していないカメラはそれぞれ，自
カメラの撮影領域の各辺において，自カメラの撮影領
域が他カメラの撮影領域または観測領域境界とオーバ
ラップするように，自カメラのパン/チルト/画角を調
整することにより撮影領域を調整し，死角領域を減少
させる（観測領域撮影）．

3.1 対象追跡および観測領域撮影間の制御
図 3 カメラの撮影領域
Fig. 3 Camera observation area.

提案システムは，まず初期状態において，全カメラ
は観測領域撮影を行う状態にある．そして，あるカメ
ラが対象を検出した時点で，同カメラは対象追跡を行
権を委任する．また，カメラは対象の消失などにより

3.3 観測領域撮影
各カメラの撮影領域の各辺が，他カメラの撮影領域

対象追跡が終了した時点で，同カメラは観測領域撮影

または観測領域の境界と接する状態になれば，死角領

を行う状態に遷移，既存の対象追跡制御は同カメラの

域がなく全観測領域を撮影している状態になる．この

制御権を放棄し，同カメラの制御権を観測領域撮影制

ロジックをもとに，観測領域撮影を行うカメラは，以

御に戻す．

下の処理を繰り返すことにより，観測領域内に動的に

う状態に遷移，既存の対象追跡制御に同カメラの制御

この動作中，観測領域撮影を行うカメラ数が増減す

発生する死角領域を減少させ，全観測領域を撮影する

るが，観測領域撮影を行う各カメラは全観測領域を

ように自身の撮影領域を調整する（図 2）．

個々のカメラが分担して撮影するように分散協調動作

(1)

3.2 対 象 追 跡
前述したように，対象追跡の制御に関しては，我々

各カメラ間でパン/チルト/画角を通信すること
によって，各カメラの撮影領域の位置情報を相

を行う．

互に通信する（撮影領域情報相互通信）．

(2)

ステップ ( 1 ) で取得した各カメラの撮影領域の

は現在まで研究された手法を利用する．本稿の提案シ

位置関係から，オーバラップすべき協調相手を

ステムでは，観測領域撮影の動作を特に確認/評価す

選択する（協調相手選択）．

るために，今回は以下に示す単純な対象追跡手法を選
択した．
まず，対象検出は，撮影画像から対象物と同色の領
域を切り出し，同領域のサイズが一定サイズより大き

(3)

ステップ ( 2 ) で選択した協調相手の撮影領域と
自身の撮影領域とのオーバラップを評価する評
価関数により，自身の撮影領域を調整する（撮
影領域調整）．

い場合に，同領域に対象物があると判定する．これに

なお，ステップ ( 2 ) およびステップ ( 3 ) の処理で

より，各カメラは自身の撮影領域内に対象を検出した

は，処理を簡単にするために，カメラの撮影領域は，

場合，対象の時間ごとの位置から対象の未来位置を予

実際のカメラの撮影領域に内包される，各辺が観測領

測し，対象の未来位置にカメラの撮影領域の中心が向

域境界と平行な矩形領域とした（図 3）．

くようにカメラのパン/チルト角を調整する．さらに，

また，各カメラに対してはあらかじめキャリブレー

同対象を注視撮影するようにカメラの画角を調整する．

ションを行い，その設置位置/向きは既知であり，設置

未来位置の予測には，文献 3) に記載されているカ

位置/向きとカメラのパン/チルト/画角をもとに，現

ルマンフィルタを利用した．また，複数台のカメラが
対象を検出した場合には，対象までの距離が最も近い
カメラが対象追跡するようにカメラを選択している．

在のカメラの撮影領域位置を特定する．

3.3.1 撮影領域情報相互通信
撮影領域情報相互通信は，各カメラが自身のパン/
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図 4 協調相手選択（当該撮影領域下辺において，辺間の距離が最も
大きい撮影領域 B を撮影するカメラを協調相手として選択す
る．なお，撮影領域 D は当該撮影領域下辺と隣接（対面して
いない）ので除外される）
Fig. 4 Selection of cooperative camera.
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図 5 観測領域内における各カメラの撮影領域の関係（矢印始点の
辺が矢印方向の辺と協調，両矢印はお互いの辺が協調）
Fig. 5 Relation of each camera observation area.

を協調相手として選択する（例：図 5 の撮影領域 B
下辺）．

チルト/画角をブロードキャスト通信することにより
実現する．
なお，本稿の実機システムでは有線 LAN を用いて

この協調相手選択により，各カメラは各時刻の状態
に応じて，自身の撮影領域に隣接する領域を撮影する
カメラまたは観測領域境界を協調相手に選択するため，

撮影領域情報を全カメラにブロードキャスト通信して

カメラ数の増減，さらには，観測領域の変更などにお

いるが，撮影領域情報相互通信は，各カメラの撮影領

いても，提案システムはそれにより発生する死角領域

域情報を全カメラにまで送信する必要性はない．観測

を減少させるようにカメラの撮影領域を調整すること

領域撮影の制御では，各カメラは自身の撮影領域に隣

が可能となっている．

同領域とのオーバラップ幅により自身の撮影領域を調

3.3.3 撮影領域調整
カメラ i のパン角を θi ，チルト角を φi ，画角を ωi

整する．このため，各カメラは自身の撮影領域と隣接

とすると，以下に定義する評価関数 Wi (θi , φi , ωi ) を

する領域を撮影する可能性のあるカメラにのみ自身の

パン角 θi ，チルト角 φi ，画角 ωi に関して偏微分し

接する領域を撮影するカメラを協調相手として選択し，

パン/チルト/画角を送信すればよく，これらのカメラ

た発展方程式を用いて，カメラ i は自身のパン角 θi ，

まで通信可能な出力を持つ無線通信を用いるのが最適

チルト角 φi ，画角 ωi を調整することにより，撮影領

であると考える．

域の位置を調整する．

3.3.2 協調相手選択
各カメラは，カメラの設置位置/向き，および，ス
テップ ( 1 ) において取得したカメラのパン/チルト/
画角をもとに，各カメラの撮影領域の位置を算出する．
そして，これをもとに，自身の撮影領域に隣接する領
域を撮影するカメラを協調相手として選択する．
この協調相手選択は，当該カメラが撮影する当該撮
影領域の各 4 辺に対しそれぞれ行われる．当該撮影領
域の当該辺において，当該辺に隣接し（図 4 に示す例
では，当該辺より下，かつ，当該辺の範囲内，かつ，

Wi (θi , φi , ωi ) = W0i (θi , φi , ωi )
+ W1i (θi , φi , ωi )
+ W2i (θi , φi )
(1)
Wi (θi , φi , ωi )
θi
=
∂t
∂θi
Wi (θi , φi , ωi )
φi
=
∂t
∂φi
Wi (θi , φi , ωi )
ωi
=
(2)
∂t
∂ωi
式 (1) において W0i (θi , φi , ωi ) は，自カメラ i の撮
影領域と協調相手選択において選択した他カメラ j =

当該辺と対面する撮影領域），当該辺との距離が最も

1, . . . , n の撮影領域および観測領域境界 k = 1, . . . , m

離れた撮影領域（図 4 に示す例では，距離 B である

とのオーバラップ幅（図 5 参照．協調相手どうしの撮

撮影領域 B）を撮影するカメラを協調相手として選択

影領域間の距離．協調相手どうしの撮影領域が接する

する．これは，この協調相手として選択されたカメラ

場合は 0，撮影領域が重なっており，その重なりが大

の撮影領域と当該辺がオーバラップすれば，当該辺に

きいほど正の大きな値，死角領域により重なっておら

存在する死角領域が完全に消滅するためである．

ず，その撮影領域間の距離が離れるほど負の大きな値

なお，隣接する撮影領域がない，または，隣接する
撮影領域があったとしても隣接する観測領域境界まで
の距離が最も離れているのであれば，観測領域境界

をとる）を評価する評価関数である．
この W0i (θi , φi , ωi ) は以下のように定義した．

W0i (θi , φi , ωi )
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(Oj (θi , φi , ωi ) − Otarget )2

j

+β

m


(Dk (θi , φi , ωi ) − Dtarget )2

(3)

k

式 (3) において，α および β は係数，Oj (θi , φi , ωi )
はカメラ i の撮影領域とカメラ j の撮影領域とのオー
バラップ幅を評価する関数，Dk (θi , φi , ωi ) はカメラ

図 6 解像度低下の原因
Fig. 6 Cause of deterioration in resolution.

i の撮影領域と観測領域境界 k とのオーバラップ幅を
評価する関数，Otarget はカメラの撮影領域どうしの

いる．特に同比率が良いというわけではない．この比

オーバラップ幅の目標値，Dtarget はカメラの撮影領域

率は，死角領域の有無や運用形態により変更すべきで

と観測領域境界とのオーバラップ幅の目標値である．

あると考えている．たとえば，当該カメラの撮影領域

また，式 (1) において，W1i (θi , φi , ωi ) は，自カメ
ラ i の撮影領域面積と各カメラの撮影領域面積との差
を評価する評価関数である．この W1i (θi , φi , ωi ) は以

周囲に死角領域がある場合（協調相手とのオーバラッ
て，死角を埋めることに専念させ，それにより，当該

下のように定義した．

カメラの撮影領域周囲に死角領域がなくなった場合，

α : β : γ :  = 1 : 1 : A : B として，さらに各カメラ

W1i (θi , φi , ωi )


n

=γ

(Si (θi , φi , ωi ) − Sj )2

間の撮影領域面積の差の縮小，および，解像度低下を

(4)

j

防止させる．A，B はそれぞれの重要度がどれほどで
あるかによって決定する．

式 (4) において，γ は係数，Si (θi , φi , ωi ) は自カメラ

i の撮影領域面積を評価する関数，Sj はカメラ j の

4. 実

験

提案システムの有効性を検証するために，計算機上

撮影領域面積を評価する関数である．
また，式 (1) において，W2i (θi , φi ) は，自カメラ i
の視線と観測領域面とのオフセット角（図 6 の (b)）
を評価する評価関数である．この W2i (θi , φi ) は以下
のように定義した．

W2i (θi , φi ) = pan (θi − ηpan )2
+ tilt (φi − ηtilt )2

プ幅が負の値），α : β : γ :  = 1 : 1 : 0 : 0 とし

での動作評価シミュレーションを行った．またあわせ
て，実機による動作実験を行った．

4.1 シミュレーション評価
4.1.1 シミュレーション評価環境
シミュレーション評価では，図 7 に示す性能のパ

(5)

式 (5) において，pan ，tilt は係数，ηpan ，ηtilt はカ

ン/チルト/ズームカメラを用い，カメラの制御間隔
（step）は 100 msec とした．また，各カメラは 2.5 m

メラの視線と観測領域面とが正対する（オフセット角

高の天井に設置，床面 3.55 m × 3.55 m の範囲を観測

度最大）ときのパン/チルト角である．

領域とした．

式 (3) に示すオーバラップ幅を評価する W0i (θi , φi ,
ωi ) のみによるパン/チルト/画角調整だけで，死角領

追跡対象位置が単にカメラの撮影領域内にあるかどう

域を減少させることは可能である．しかし，W0i (θi ,
φi , ωi ) のみでパン/チルト/画角を調整した場合，撮
影領域面積の不均一による局所的な解像度の低下や
（図 6 の (a)），カメラの視線と観測領域面とのオフ

なお，シミュレーション評価での追跡対象の検出は，
かで判定し，追跡対象の未来位置予測は省略している．

4.1.2 評価 1：カメラの設置位置および台数決定
観測領域を撮影するカメラを新たに設置する状況に
おいて，死角なく観測領域を撮影する，さらには，目

セット角度低下による解像度の低下が発生する可能性

標とする解像度で撮影するために必要な，カメラ台数，

がある（図 6 の (b)）．このため，式 (4) に示す各カ

その設置位置，および，その撮影領域位置を，提案シ

メラとの撮影領域面積の差を評価する W1i (θi , φi , ωi )，

ステムを利用して決定するケースを想定し，カメラを

および，式 (5) に示すカメラの視線と観測領域面との

順次設置した場合において，観測領域の死角領域を減

オフセット角を評価する W2i (θi , φi ) を，式 (1) に示

少させ，かつ，撮影領域の解像度が高くなるように提

す評価関数 Wi (θi , φi , ωi ) に加えている．

案システムが撮影領域を調整することを確認する．

なお，式 (3) から式 (5) の係数 α，β ，γ ， は，実
験では α : β : γ :  = 1 : 1 : 1 : 1 の比率として

カメラを天井に一様ランダムに順次 1〜18 台まで設
置する．
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よび冗長率の平均値および分散を図 13，図 14，図 15
に示す．提案システムは，制限配置した場合において
も，平均約 95%以上のカバー率で，全観測領域を撮影
するように各カメラの撮影領域を調整している．

4.1.4 評価 3：カメラの停止/減少および復旧/
増加
故障などによりカメラが停止/減少した，および，カ
メラが復旧/増加したケースを想定し，提案システム
が撮影領域を調整し，カメラが停止/減少した場合に
動的に発生する死角領域を減少させる各時刻の動きを
確認する．また，カメラが復旧/増加した場合に各カ
メラの解像度が高くなることを確認する．
まず 12 台のカメラを配置し，図 16 に示すカメラ
番号順に，カメラを 1 台ずつ停止/減少させ，その後，
同様の順で，カメラを 1 台ずつ復旧/増加させる．
提案システムのカバー率および冗長率および平均撮
影面積の時間的変化を図 17 に示す．提案システムは，
カメラが停止/減少するたびに一時カバー率が減少す
図 7 カメラの性能
Fig. 7 Camera specification.

るが，死角を減少させるように撮影領域を調整するた
めに，わずかな時間のうちにカバー率は復帰している．
また，カメラが復旧/増加するたびに一時冗長率が増

撮影領域調整後の各カメラの撮影領域のサンプルを

加するが，各カメラの撮影解像度を高くするように撮

図 10 に，提案システムのカバー率（= 観測領域内で

影領域を調整するために，わずかな時間のうちに冗長

いずれかのカメラが撮影している領域の面積/観測領

率が低下し，撮影解像度が高くなっている．

域面積），および，冗長率（= (各カメラの撮影領域面

4.1.5 評価 4：移動追跡対象の注視追跡

積 − 観測領域面積)/観測領域面積），カメラの平均撮

移動対象を追跡するケースを想定し，提案システム

影面積を図 11 に示す．提案システムは，カメラを順

が撮影領域を調整し，移動する追跡対象を注視追跡す

次設置した場合においても，全観測領域を撮影するよ

ることにより動的に発生する死角領域を減少させるこ

うに各カメラの撮影領域を調整し，また，カメラ台数

とを確認する．

が増加するにつれて，各カメラの解像度が高く（撮影
面積が少なく）なっている．

4.1.3 評価 2：あらかじめ決められたカメラ配置

観測領域内を図 18 (a) に示す 8 の字の経路で追跡
対象を移動させ，追跡対象に最も近い 1 台のカメラが
注視追跡する．他のカメラは観測領域撮影を行う．

評価 1 に対し，さらに，景観や家屋の構造上，また

図 18 に各カメラの撮影領域を，(b) から (d) に時

は，システムコストの関係上，カメラを設置する位置/

間経過順に示す．(b) では，8 番のカメラが対象を注

範囲，および，カメラの台数があらかじめ決定/制限

視追跡しているが，その他のカメラによって観測領域

されている場合を想定し，様々なカメラ設置位置およ

全体を死角なく撮影できている．(b) の状態から追跡

び台数において，提案システムが撮影領域を調整し，

対象が (a) に示す経路で移動した (c) から (d) では，

死角領域を減少させることを確認する．
カメラを天井に一様ランダムに配置したときの提案

8 番のカメラに代わり 5 番のカメラが追跡対象を注視
追跡することにより，一時的に (c) で死角領域が発生

システムの撮影領域調整評価を，カメラ台数を 6 台か

しているが，主に 8，11 番のカメラが撮影領域を協調

ら 18 台まで，各台数ごとに 100 回を試行する．また，

して調整し，注視により発生した死角領域を減少させ

カメラの設置可能範囲を観測領域中央または四隅に限

た結果，(d) では観測領域全体を死角なく撮影できて

定し，同様にカメラ台数を 6 台から 18 台まで，各台

いる．

数ごとに 100 回を試行する．
撮影領域調整後の各カメラの撮影領域のサンプルを
図 12 に示す．また，各カメラ台数に対するカバー率お

4.2 実機動作実験
4.2.1 実 験 環 境
実機実験では，図 7 に示す性能の 12 台のパン/チ
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4.2.3 実験 2：カメラの復旧/増加
故障していたカメラが復旧，および，カメラが増設
されたケースを想定し，提案システムが撮影領域を調
整し，カメラが復旧/増加した場合に，各カメラが撮
影領域の解像度を向上させて，観測領域を撮影してい
ることを確認する．

0 から 8 番のカメラが観測領域撮影を行っている状
図 8 実験環境および追跡対象の移動経路
Fig. 8 Experimental condition and transfer pathway of
tracking object.

態から，9 から 11 番のカメラを復旧/追加する．
図 20 に，実験で各時刻に撮影された全カメラ画像
を 1 つに合成した画像を，(a) から (b) に時間経過順
に示す．各カメラの撮影領域とカメラ番号を実線と数

ルト/ズームカメラ（Panasonic 製 WV-CS850）を利

字で示す．(a) では 0 から 8 番のカメラにより観測領

用し，同 12 台を 1.4 m × 1.0 m 間隔に 2.4 m 高の天
井に設置，床面 4.3 m × 4.0 m の範囲を観測領域とし
た（図 8）．

域全体を死角なく撮影できている．(a) の状態から 9

各カメラはそれぞれ，ギガビットイーサネットによ

から 11 番のカメラを復旧させた (b) では，(a) に比べ
各カメラの解像度が向上し，全カメラによって観測領
域全体を死角なく撮影できている．

り結合された PC（Pentium4，3.2 GHz）により制御

4.2.4 実験 3：移動追跡対象の注視追跡

される．このように構成されたシステムにおいて，各

移動対象を追跡するケースを想定し，提案システム

カメラは，撮影領域情報相互通信，協調相手選択，お

が撮影領域を調整し，移動する追跡対象を注視追跡す

よび，撮影領域調整の一連の動作を，平均約 1.5［回/

ることにより動的に発生する死角領域を減少させるこ

秒］行う．

とを確認する．

また，追跡対象には約 15 cm × 15 cm × 15 cm の

図 8 に示す経路で追跡対象を移動させ，追跡対象に

立方体の移動物を用い，各 PC において追跡対象の色

最も近い 1 台のカメラが注視追跡する．他のカメラは

と面積をもとに画像処理によって追跡対象を検出する．

観測領域撮影を行う．

4.2.2 実験 1：カメラの停止/減少

図 21 に，実験で各時刻に撮影された全カメラ画像

カメラが故障したケースを想定し，提案システムが

を 1 つに合成した画像を，(a) から (f) に時間経過順

撮影領域を調整し，カメラが停止/減少した場合に動

に示す．各カメラの撮影領域とカメラ番号を実線と数

的に発生する死角領域を減少させることを確認する．

字で示し，対象と追跡しているカメラの撮影領域を太

全カメラが観測領域撮影を行っている状態から，2
番および 7 番のカメラを順次停止/減少させる．
図 19 に，実験で各時刻に撮影された全カメラ画像

線で示す．追跡対象が存在しない (a) では，観測領域
全体を死角なく撮影できている．(a) の状態から追跡
対象が図 8 に示す経路で移動した (b) から (f) では，

を 1 つに合成した画像を，(a) から (e) に時間経過順

6，7，5 番のカメラが追跡対象を順次に注視追跡する

に示す．各カメラの撮影領域とカメラ番号を実線と数

ことにより，(c) で死角領域が発生しているが，主に

字で示す．(a) では観測領域全体を死角なく撮影でき

1，4，10 番のカメラが撮影領域を協調して調整し，注

ている．(a) の状態から 2 番のカメラを停止させた (b)

視により発生した死角領域を減少させた結果，(d) で

では，2 番のカメラが停止したことにより右上隅に死

は観測領域全体を死角なく撮影できている．

角領域が発生しているが，主に 5，8，11 番のカメラ
が撮影領域を調整することにより死角領域を減少させ

5. ま と め

た結果，(c) では観測領域全体を死角なく撮影できて

本稿では，観測領域内に動的に発生する死角領域が

いる．(c) の状態からさらに 7 番のカメラを停止させ

減少するように，複数のアクティブカメラが撮影領域

た (d) では，7 番のカメラが停止したことにより中ほ

を調整する協調監視システムを提案した．

どに死角領域が発生しているが，主に 1，4，10 番の

提案システムは，各カメラがパン/チルト/画角など

カメラが撮影領域を調整することにより死角領域を減

の撮影領域情報を相互に通信することにより，自身の

少させた結果，(e) では観測領域全体を死角なく撮影

撮影領域に隣接する領域を撮影するカメラを特定し，

できている．

互いの撮影領域をオーバラップさせる協調動作を行う
ことにより，動的に発生する死角領域を減少させるこ
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とができ，対象追跡時およびアクティブカメラ数の増

少させる．しかし，これらカメラの台数だけで死角領

減時において動的に発生する死角領域が減少すること

域をなくし，必ず観測領域全体を撮影できるかは，現

をシミュレーション評価および実機実験において確認

在のところ保障できていない．文献 4)，5) などの解

した．

法をもとに，提案システム設計時に事前に観測領域全

また，カメラの設置位置および台数を決定する，さ

体の撮影を保障できるカメラ台数を割り出しておくと

らには，カメラの設置位置/範囲および台数があらか

ともに，同カメラ台数分だけは対象追跡に振り分ける

じめ決められているケースなどを想定し，提案システ

ことなく観測領域撮影に確保する制御を提案システム

ムがこのようなケースにおいても，観測領域内の死角

に加える必要がある．

領域が減少するようにカメラの撮影領域を自動調整す
ることをシミュレーション評価において確認した．
しかしながら，提案システムに対し，以下にあげる

〈課題 4〉振動：撮影領域調整時に用いられる式 (1)〜
式 (5) に示す評価関数は，複数の関数の線形和，さら
に，多変数の連立微分方程式となっているため，撮影

課題を解決する必要がある．

領域の調整値が振動を起こす可能性がある．その結果，

〈課題 1〉ローカルミニマム問題：カメラの配置を
変更したシミュレーション評価結果（4.1.3 項）によ
ると，提案システムは，各カメラの撮影領域を調整し，

駆動メカ部分の負荷（電力，音）増加，撮影画像の乱
れなどの問題が発生する．
この振動を完全に防ぐことは困難であるが，カメラ

全観測領域の平均約 95%以上を撮影している．しか

の手ぶれ補正などで用いられる，CCD 撮影画像の画

し，100%とはならず，また，いくつかのサンプルにお

像切り出し位置調整技術により，撮影画像に関しては

いては，それよりも低いサンプルがあった．これらの

良好な画像を撮影することは可能である．お互いオー

サンプルでは，提案システムの撮影領域調整に用いた

バラップして撮影される領域から，個々のカメラが静

評価関数 Wi (θi , φi , ωi ) がローカルミニマム落ち込ん

的な領域位置の画像を切り出す．なお，振動に起因す

だため，全観測領域を撮影することができていないと

るモーションブラーの発生を抑えるためには，カメラ

推測される．たとえば図 12 (b) に示すサンプルでは，

撮影領域の移動速度制限，高速シャッタスピードカメ

中央部の死角領域周辺のカメラは最大画角までズーム

ラの適用を行う必要がある．

調整されていないのにもかかわらず，撮影領域の調整
が停止してしまっている．

5.1 今度の展開
提案システムは，観測領域内に動的に発生する死角

提案システムでは，耐故障性，均等負荷分散，高速

領域が減少するように，各カメラの撮影領域を調整す

性のために，各カメラはカメラ周辺の局所的なデータ

ることにより，観測領域全体をくまなく撮影する．し

のみで撮影領域調整を行っているが，これがローカル

かし，これを実現させるためには，一般的な監視シス

ミニマム問題の原因ともなっている．速度は低下する

テムに比べより多くの台数のカメラが必要となること

が，撮影領域調整時に用いる周辺カメラのデータ数/範

が予想され，コスト面が問題となる．また，故障など

囲を広げる，または，ローカルミニマムに陥った場合

により，観測領域全体をくまなく撮影するために必要

には，各カメラの撮影領域位置を交換するなど，ロー

なカメラ台数よりも稼動しているカメラの台数が減少

カルミニマム状態から脱却/再調整させ，ローカルミ

した場合においても，たとえば，ある期間内には観測

ニマム状態に陥る度合いを低減させる手法が必要と考

領域全域を撮影するなど，稼動しているカメラで可能

える．

な限り観測領域を撮影できることが望まれる．

〈課題 2〉撮影効率の向上：図 10，図 12，図 18，

そこで，上記課題 1〜3 を解決するとともに，提案

図 19，図 20，図 21 に示す提案システムの動作結果

システムにおける観測領域撮影の研究を今後以下のよ

によると，各カメラの撮影領域が重複している冗長な

うに展開させたいと考えている．

領域が多く存在する．冗長率を低下させ撮影効率を向

実際のカメラ（以下，実カメラ）の撮影領域（以下，

上させることが今後必要である．この原因は，今回は

実撮影領域）をある周期 T 期間中，周期的な経路で

処理を簡単にするために，撮影領域を実際のカメラの

移動させる（図 9 (a)）．この周期 T 期間中に撮影さ

撮影領域に内包する各辺が観測領域境界と平行な矩形

れる領域を仮想撮影領域と定義し，この仮想撮影領域

領域とした点にあると考えられる（図 3）．

を撮影するカメラとして実カメラに対応する仮想カメ

〈課題 3〉全観測領域の撮影を保障するカメラ台数

ラを設定する（図 9 (b)）．今回提案したシステムでは，

およびその設置位置：提案システムでは，現在対象を

カメラは実カメラ，撮影領域は実撮影領域としていた

追跡中のカメラを除く全カメラによって死角領域を減

が，カメラを仮想カメラ，撮影領域を仮想撮影領域と
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図 11 評価 1：カバー率/冗長率/平均撮影面積の変化（丸囲い数
字：カメラ台数，(a)〜(f)：図 10 の図番号に対応）
Fig. 11 Assessment 1: Cover rate, redundancy rate and
average of camera observation area size.

図 9 仮想カメラ
Fig. 9 Virtual camera.

図 12 評価 2：様々なカメラ配置における各カメラの撮影領域
（(a)(b)：配置制限なし，(c)(d)：中央に配置制限，(e)(f)：
四隅に配置制限）
Fig. 12 Assessment 2: Camera observation area with
varying active camera installation.

する．そして，3.3 節に説明した観測領域撮影と同様
図 10

評価 1：カメラ順次設置における各カメラの撮影領域（黒塗
り四角：カメラ，破線：カメラ視線，白枠線：カメラの撮影
領域，白太枠線：観測領域，(a)〜(f) の順に設置カメラ台数
が増加，死角領域を減少，かつ，撮影解像度が高くなるよう
に撮影領域を調整している）
Fig. 10 Assessment 1: Camera observation area with
increasing number of active cameras.

の制御手法により，仮想撮影領域をもって観測領域内
に動的に発生する死角領域が減少するように，各仮想
カメラの仮想撮影領域を調整する．仮想撮影領域内は，
同仮想撮影領域を撮影する仮想カメラに対応する実カ
メラが実撮影領域を周期的に移動させることにより撮
影する．もし可能であれば，実カメラは仮想撮影領域
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図 16 評価 3：減少および増加させるカメラの番号
Fig. 16 Assessment 3: Camera index number of
increasing and decreasing active camera.
図 13 評価 2：配置制限なし時のカバー率/冗長率（プロット点：
平均値，バー：分散）
Fig. 13 Assessment 2: Cover rate and redundancy rate
without active camera installation constraint.

図 14 評価 2：中央配置制限時のカバー率/冗長率（プロット点：
平均値，バー：分散）
Fig. 14 Assessment 2: Cover rate and redundancy rate of
installed active camera at center only.

図 17 評価 3：カバー率/冗長率/平均撮影面積の変化（丸囲い数
字：図 16 におけるカメラ番号）
Fig. 17 Assessment 3: Cover rate, redundancy rate and
average of camera observation area size.

図 15 評価 2：四隅配置制限時のカバー率/冗長率（プロット点：
平均値，バー：分散）
Fig. 15 Assessment 2: Cover rate and redundancy rate of
installed active camera at four cornners only.

を内包するように実撮影領域を調整する．
仮想撮影領域の撮影領域調整は式 (1)〜式 (5) に示
す評価関数により行ってもよいが，各カメラの解像度
を同一にすることを目的としている撮影領域面積の差
を評価する関数である式 (4) に代え，以下に示す式 (6)
を，また，高解像度を目的としているカメラの視線と
観測領域面とのオフセット角を評価する関数である式

図 18 評価 4：移動追跡対象時の各カメラの撮影領域（白丸：移動
追跡対象，黒点線：追跡対象の移動経路，丸囲い数字：カメ
ラ番号，(a) に示す経路で移動する対象をカメラが注視追跡，
(b) から (c) にかけて 8 番から 5 番への対象追跡カメラ切替
え中，5 番のカメラが対象を注視したことにより発生した死
角領域 (c) が減少するように撮影領域を調整している (d)）
Fig. 18 Assessment 3: Camera observation area during
object tracking.

76

Feb. 2007

情報処理学会論文誌：コンピュータビジョンとイメージメディア

図 19

実験 1：カメラ故障/減少時の提案システム動作（番号：カ
メラ番号，白線：撮影領域，(a) から (c) にかけて 2 番カ
メラ停止/減少，(c) から (e) にかけて 7 番カメラ停止/減
少，発生した死角領域 (b)(d) が減少するように撮影領域を
調整している (c)(e)）
Fig. 19 Experiment 1: Behavior of proposed system with
decreasing number of active cameras.

図 21 実験 3：移動追跡対象注視時の提案システム動作（番号：カ
メラ番号，白線：撮影領域，白太線：対象追跡カメラの撮影
領域，(b) から (f) にかけて 6，7，5 番カメラが順に対象
を注視追跡，(b) から (d) にかけて 6 番から 7 番への対象
追跡カメラ切替え中，7 番カメラが対象を注視したことによ
り発生した死角領域 (c) が減少するように撮影領域を調整し
ている (d)）
Fig. 21 Experiment 3: Behavior of proposed system
during object tracking.

Ti (θi , φi , ωi ) は自カメラ i の仮想撮影領域内全域を撮
影する周期を評価する関数，Tj はカメラ j の同周期
を評価する関数である．
式 (6) により，各カメラの撮影周期はほぼ同一とな
り，極端に撮影周期が長いカメラが発生することを抑
図 20

実験 2：カメラ復旧/増加時の提案システム動作（番号：カ
メラ番号，白線：撮影領域，(a) から (b) にかけて 9〜11
番カメラ復旧/増加，死角領域を減少，かつ，撮影解像度が
高くなるように撮影領域を調整している (b)）
Fig. 20 Experiment 2: Behavior of proposed system with
increasing number of active cameras.

える．また，式 (7) により，各カメラはできる限り撮影
周期を短くする（仮想撮影領域の面積を小さくする）．
その結果可能となれば，実カメラは仮想撮影領域を内
包するように実撮影領域を調整する．これにより，実
撮影領域による周期的な観測領域全域の撮影と，今回

(5) に代え，以下に示す式 (7) を用いるのが最適であ

提案したシステムが実現する実撮影領域による観測領

ると考えている．

域全域の撮影がシームレスに連続動作し，カメラ台数
またはコストに見合った性能での観測領域撮影を提供

W1i (θi , φi , ωi )


n

=γ

することが可能になると考える．

(Ti (θi , φi , ωi ) − Tj )2

(6)

参 考

j

W2i (θi , φi , ωi ) = (Ti (θi , φi , ωi ))

2

(7)

式 (6) および (7) において，γ および  は係数，
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メリカ社を経て，平成 12 年奈良先

業（株）入社．同社松下技研（株）

端科学技術大学院大学情報科学研究科教授．京都大学

において，動画像符号化，カラーマ

工学博士．パターン認識，ロボットビジョン，ヒュー

ネージメント，同社先端技術研究所

マンインタフェース，ウェアラブルコンピュータに関

において，分散協調視覚等の研究開発に従事．電子情

する研究に従事．IAPR（国際パターン認識協会）フェ

報通信学会会員．

ロー，電子情報通信学会業績賞，高柳記念奨励賞等を
受賞．情報処理学会関西支部長，電子情報通信学会理
吉田

篤

平成 11 年東北大学工学部情報工
学科卒業．平成 13 年同大学院情報科
学研究科博士前期課程修了．同年松
下電器産業（株）入社．同社先端技
術研究所にて，コンテクストアウェ
アサービス，分散協調システム等の研究開発に従事．
電子情報通信学会会員．

事，MVA 国際ワークショップ組織委員長等を歴任．

