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分散並列計算機による実時間ビジョン
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分散並列計算機の 1 種である PC クラスタを利用し，実時間並列画像処理アプリケーションを構築
するためのプログラミング環境として RPV が提案されている．これは，実時間並列画像処理に必要
な実時間データ転送機構，同期機構，例外処理機構を提供することにより，アプリケーションを容易
に構築することを目指したものである．しかし，RPV の問題点としてレ イテンシが大きくなってし
まうことがあげられた．そこで我々は，この問題点を解決するために，ストリームデータ転送方式を
RPV に導入することを提案する．これは，1 フレーム分よりも小さくデータを分割し，それを単位
にデータ転送やデータ処理を行う方式である．本論文では，まず RPV の概要を述べ，その問題点を
あげる．次にストリームデータ転送方式について述べ，さらにこれを利用したアプリケーションによ
る性能評価を行い，有効性を示す．

Real-time Vision on a Distributed Parallel System
Daisaku Arita,† Takehiko Hanada†† and Rin-ichiro Taniguchi†
RPV, which is a programming environment for real-time parallel computer vision on a PC
cluster, has been proposed. It provides functions of real-time data transfer, synchronization
mechanism and error handling to make it easy to construct real-time parallel computer vision
applications. The problem of RPV is that the latency becomes long because of frame-based
pipeline structure of the system. To make the latency shorter keeping high throughput, we
have introduced stream data transfer mechanism, in which one frame data is divided into
small packets and data transfer and data processing are applied to each packet. First in this
paper, we discuss RPV and its problem. Secondly, stream data transfer mechanism is described and experimental results using a large-scaled vision application are shown to evaluate
the stream data transfer.

列計算機は，計算機の台数を増やすことにより，容易

1. は じ め に

に I/O 能力と計算能力を高めることが可能であるた

近年，コンピュータビジョンの分野では，複数のカ

め，多視点動画像の実時間処理に適している．そこで

メラから得られた多視点画像から複雑な対象や環境

我々は PC を利用した分散並列計算機（ PC クラスタ）

を理解する研究がさかんに行われるようになってきて

上で実時間ビジョンシステムを実現する方式について

いる．また，画像情報から仮想空間を構築しヒューマ

研究を進めている．汎用の PC を利用することにより，

ンインタフェースに利用する研究もさかんに行われて

コストパフォーマンスが高く，柔軟性に富んだシステ

おり，実時間で動画像を処理する要求が高まってきて

ムを構築することが可能である．

いる．これらを実現する場合には，複数のカメラから

これまでも，ワークステーションや PC による分散

得られる大量の動画像情報を高速に処理する必要があ

並列計算機が利用されてきており，このための並列プ

る．複数のカメラを接続するための I/O 能力，およ

ログラミング環境として PVM 1)や MPI 2)が提案され

び，大量の動画像情報を高速に処理する計算能力の点

てきている．また，静止画像処理に特化し，システム

から考えると，1 台の高速計算機を利用する方法では

開発を容易にする並列画像処理向けプログラミング環

限界がある．そこで計算機をネットワークで接続した

境も提案されてきている3),4) ．しかし，後者の並列画
像処理向けプログラミング環境は静止画像処理のため

分散並列計算機を利用することが考えられる．分散並

のものであり動画像処理を行うことはできない．また，
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PVM や MPI では以下で述べる実時間性を保証する
機能がないため，実時間ビジョンシステムを開発する
ためにはそれらの機能を作成しなければならず，開発
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者にとって大きな負担となってしまう．

PC

実時間ビジョンシステムでは，次々と獲得される動
画像データを決められた時間内に処理し，結果を出力

PC

(a) Pipeline parallel processing

することが要求される．これを分散並列計算機上に実

PC

現するためには，各通信経路における 1 フレーム分の
データ転送，および，各ノード PC における 1 フレー

PC

PC

PC

ム分のデータ処理が 1 フレーム時間内（ NTSC のカ

PC

メラを利用している場合は 1/30 秒内）に終了するこ
とを保証しなければならない．このためには

• 高速かつ低負荷なデータ転送機構，
• 1 フレーム時間内にデータ転送とデータ処理が終
了していることを保証する同期機構，
• データ転送やデータ処理に遅れが生じたときに正
常な状態に復帰するための例外処理機構，
が必要である．また，ビジョンシステムを開発，維持す

(b) Data parallel processing

PC

PC
PC

PC

PC

PC

(c) Data parallel processing of multiple cameras’ data

PC

PC

るうえでは，これらの実時間処理機構の複雑なプログ
ラミングも問題となってくる．我々はこれらの問題を

PC

PC

解決するために，実時間ビジョンシステムを PC クラ

PC

スタ上で容易に開発できるプログラミング環境 RPV

(d) Function parallel processing

（ Real-time Parallel Vision ）を構築してきた5) ．しか
し，従来の RPV の問題点としてシステム全体のレ イ

Fig. 1

図 1 並列処理方式
Parallel processing schemes.

テンシが大きくなってしまうことがあげられた．イン
タラクティブなアプリケーションでは，レイテンシが

ライブラリ7)を利用している．PM のスループットは

問題になることが多く，その削減は重要な問題となっ

100 メガバイト /秒以上であり，非圧縮フルサイズカ

ている．そこで本論文では，レイテンシを削減するた

ラー画像（ 640 × 480 画素/フレーム，1 画素 4 バイ

めに新たに導入したストリームデータ転送方式につい

ト ）を 30 フレーム/秒で転送することが可能である

て述べる．さらに，ストリームデータ転送方式を利用
して構築した大規模な実時間ビジョンシステムの実例
による性能評価も行う．

2. RPV の概要
ストリームデータ転送方式について説明する前に，
従来の RPV について説明する．なお，従来の RPV
が提供していたデータ転送方式のことをフレーム同期
データ転送方式と呼ぶことにする．

2.1 システム構成
本研究で用いる PC クラスタシステムは，24 台の

．
（ 640 × 480 × 4 × 30 = 36864000  35 MB ）

2.2 並列処理方式
RPV では，図 1 に示すような以下の並列処理方式
を実現している．

• パイプライン並列処理（ 図 1 (a) ）RPV による並
列処理の基本形
• データ並列処理
– データ分割によるデータ並列（図 1 (b) ）パイプ
ラインの中で特に処理に時間がかかる部分をデー
タを分割することによって並列処理するもの
– 複数カメラによるデータ並列（ 図 1 (c) ）複数

ノード PC からなっている．さらに 9 台の IEEE 1394

のカメラから得られたデータに対して並列に処理

ディジタルカメラ6)が接続されており，すべてのカメ

し，パイプラインの途中で統合するもの

ラは同期信号発生装置により同期がとられている．各
ノード PC は CPU（ PentiumIII 700 MHz と PentiumIII 450 MHz のものがある）を 2 個搭載している AT

• 機能並列処理（ 図 1 (d) ）パイプラインの中で特
に処理に時間がかかる部分を処理の内容を分割する
ことによって並列処理するもの

各ノード PC はスイッチ型ギガビット LAN の 1 つで

2.3 モジュール構成
並列動画像処理を効率的に実行するために，RPV に

ある Myrinet によって相互に結合されおり，Myrinet

おける各ノード PC では，図 2 に示す 4 つのモジュー

上の通信には RWCP によって開発された PM 通信

ルが，Linux スレッドとして並行動作している．これ

互換機であり，OS には Linux を用いている．また，
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図 2 各ノード PC のモジュール構成
Fig. 2 Modules in each PC.

により，データの受信，処理，送信を並行に行うこと

沿って上流のノード PC から下流のノード PC へ向

ができ，外部からのデータの受信にも即座に対応でき

けて送受信する．具体的には，上流ノード PC から

るようになっている．また，Linux スレッドを利用し

FSS を受信したら即座に下流ノード PC へ FSS を

ているため，モジュール間のデータ送受信はメモリへ

送信する．複数の上流ノード PC から FSS を受信

のアクセスによって実現され，特別な負荷は生じない．

する場合は，すべての上流ノード PC からの FSS

以下，各モジュールの動作について説明する．

が揃ったときに下流ノード PC へ FSS を送信する．

データ受信モジュール（ DRM ） データ受信に関す

また，後述の同期機構のために，FSS を送信するの

る情報のやりとりを行うモジュール．転送元ノード

と同時に DPM にも通知する．

PC からのデータを受信し，受信バッファへ書き込
む．データ転送では，PM における最大メッセージ
長（ 約 8 KB ）の制限もあり，それよりもデータサ

2.4 時 刻 管 理
RPV ではカメラの時刻管理のために同期信号発生器
を利用している．これにより，すべてのカメラのシャッ

イズが大きい場合は複数のメッセージに分割して転

タータイミングを合わせることができる．また，同期

送することになるので，DRM ではこれを順序どお

信号発生器からの信号の送出開始によってすべてのカ

りに受信バッファに格納していく．また，データを

メラが同時に動作し始めるので，各 PC の動作開始タ

受信するたびに，DPM にデータ受信を通知する．

イミングを合わせることもでき，同時に撮影された画

データ処理モジュール（ DPM ） アプ リケーション

像データに対し同じフレーム番号を付与することがで

プログラマが記述した画像処理を行うモジュール．

きる．これにより，どのフレームとどのフレームが同

フレーム同期データ転送方式においては，受信バッ

時刻に撮影されたものであるかを PC 間で容易に同定

ファのデータを読み込み，処理し，その出力結果を送

することができる．

信バッファへ書き込むフレームデータ処理関数（ユー

カメラで撮影された画像はノード PC へと転送され

ザが記述）を 1 フレームに 1 回実行する．また，シ

る．カメラから画像データを受信したノード PC は，

ステムの動作開始時に 1 度だけ前処理関数（ユーザ

1 フレーム分の画像データを受信し終わるとただちに
FSS を次段のノード PC へと送信する．これにより，

が記述）を実行する．さらに，動作終了時に 1 度だ
け後処理関数（ユーザが記述）を実行する．

1 フレーム時間に 1 個の FSS が生成され，下流のす

データ送信モジュール（ DSM ） デ ータ送信に関す

べてのノード PC に転送されることになる．さらに，

る情報のやりとりを行うモジュール．送信バッファ

各ノード PC が FSS に合わせて動作することにより，

に書き込まれたデータを必要ならば メッセージ単位

システム全体が同期して動作することになる．

に分割して転送先ノード PC へ送信する．
フレーム同期モジュール（ FSM ） ノード PC 間の

2.5 同期機構と例外処理機構

同期をとるためのモジュール．FSM ど うしで通信

FSM が FSS 受信タイミングを DPM に通知し ，
DPM はそれにあわせて各フレ ームに対する処理を

を行い，2.4 節で述べるフレーム同期信号（ Frame

開始する．これにより，DPM では 1 フレームにつき

Synchronization Signal: FSS ）をデータの流れに

1 回フレームデータ処理関数を実行することができる．
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さらに，FSS 受信時に，次に処理するべきフレーム

ところでバッファに入りきれないフレームデータが

データが到着しているかど うか，および，前のフレー

破棄されるようになっている）
．これは動画像デー

ムデータに対する処理が終了しているかどうかをチェッ

タを先に獲得しておきオフラインで実験を行うとき

クすることにより，遅れ状態になっているかど うかを

に有効である．

検出することができる．

3. スト リームデータ転送方式

このような同期機構により遅れ状態を検出した場合，
実時間性を保つために例外処理を実行して，遅れ状態

3.1 フレーム同期データ転送方式の問題点

から回復しなければならない．例外処理による DPM

2.2 節で述べたように，RPV はパイプライン並列

の振舞いはアプリケーションプログラマが記述できる

処理を基本としている．このためパイプラインの段数

のでさまざ まなものが考えられるが，代表的なもの

（パイプラインに並べられたモジュールの数）を増や

として以下の例外処理を RPV の標準として用意して

すことによって，スループットを向上させることが可

いる．

能となる．しかし，フレーム同期データ転送方式では，

不完全データ型 処理遅れを検出した場合は，そのフ

時系列画像をフレーム単位で処理していたために，パ

レームのデータ処理を中断し，アプリケーションプ

イプラインの段数に比例してレイテンシ（あるフレー

ログラマが指定したデータ（たとえば，途中結果，前

ムのデータに対する第 1 段目のノード PC での処理

フレームの結果，デフォルトデータなど ）を送信す

が開始されてから，そのフレームのデータに対する最

る．また，転送遅れを検出した場合は，そのフレー

終段のノード PC での処理が終了するまでの時間）が

ムのデータの処理そのデータが到着するのを待つ．

大きくなってしまう．具体的には，すべての PC が 1

ただし，処理を終了するべき時刻になってもデータ

フレーム時間ごとに到着する FSS に同期して動作し

が到着しない場合は，処理遅れの場合と同様の例外

ていたので，データ転送 1 段につき 1 フレーム時間，

処理を行う．これにより，すべてのフレームのデー

データ処理 1 段につき 1 フレーム時間のレイテンシが

タに対する処理結果を決められた時間内に出力する

．したがって，N 台の PC
加えられる（図 3 (a) 参照）

ことができるので，実時間で画像処理を行っている

によるパイプライン並列処理を行うとそのレイテンシ

ことになる．

は，1 フレーム時間を T とすると

データ落ち型 処理遅れを検出した場合でも，そのフ

Lf = (2N − 2)T + τ2N −1

(1)

レームのデータ処理を継続し，それが終了するとそ

になる．ここで，n (= 1, 2, · · · , N ) 段目のノード PC

の時点での最新のフレームデータに対する処理を開

におけるデータ処理時間を τ2n−1 ，n 段目のノード

始し，それ以外のフレームデータは破棄する．また，

PC から n + 1 段目のノード PC へのデータ転送時間

転送遅れを検出した場合はそのフレームデータを破

を τ2n とする．たとえば 3 段のパイプライン並列処理

棄する．これにより，処理結果が出力されるのが遅

を NTSC カメラを利用して行った場合，T は 33 ミリ

くなることがあり，その影響で破棄されるフレーム

秒であり τn の最大値は T なので，そのレイテンシは

データも存在するが，得られる結果はすべて完全に

最大約 0.167 秒になる．このようなレイテンシは，イ

処理されたものとなる．結果の出力が遅れることが

ンタラクティプなアプリケーションにとっては大きな

あるので，厳密には実時間処理とはいえないが，実

問題となる可能性がある．

際の動画像処理では利用しやすい方式である．

3.2 スト リームデータ転送方式の導入

完全保持型 処理遅れを検出し た場合でも，そのフ

この問題を解決するために，新たに細粒度データ転

レームのデータ処理を継続し，それが終了すると次

送を行うストリームデータ転送方式を導入した．スト

のフレームのデータに対して処理を行う．また，転

リームデータ転送方式は，1 フレーム分のデータを小

送遅れを検出した場合はそのデータが到着するのを

さなパケット（たとえば画素の集合，ボクセルの集合

待つ．これにより，すべてのフレームのデータを完

など ）に分割し，パケット単位でデータ転送やデータ

全に処理することが可能となるが，遅れ状態から回

処理を行う方式である．これにより各 PC において，

復するための処理をまったく行わないので，実時間

到着したパケットから順次処理を行い，処理が終了し

性は保証されない．また，受信バッファや送信バッ

たパケットから順次送信を行うことで，パイプライン

ファがあふれる可能性もある（このようなときには，

並列処理におけるレイテンシを大幅に削減することが

上流ノード のデータ処理やデータ転送が止まるよう

可能となる（ 図 3 (b) 参照）
．

になっており，最終的にはカメラからの画像獲得の

フレーム同期データ転送方式に比べて，ストリーム
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t
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図 4 ストリームデータ転送方式におけるレ イテンシ
Fig. 4 Latency on stream data transfer.

(a) Frame synchronization data transfer

され，その時間は

processing transfer

frame #1

M −1
max τk
k
M

packet #1
packet #2

{
{
{

となる．したがって，全体のレ イテンシは

packet #M

PC1
frame #2

frame #3

(3)

packet #1
packet #2

Ls =

2N −1
1 
M −1
max τk
τk +
k
M
M

(4)

k=1

packet #M
packet #1
packet #2

となる．具体例として図 4 を用いて説明する．こ

packet #M

れは 1 フレーム分のデータを 4 つのパケットに分
割して 3 段のパイプライン並列処理を行ったときの

frame #1

PC2
frame #2

frame #3

packet #1
packet #2

データ処理とデータ転送の時間を示したものである．

packet #M

ケットを表す．グラフの各段において，左から順に 1

packet #1
packet #2

段目のノード PC におけるデータ処理時間（ τ1 /4 ）
，

{
{
{

横軸は時間の流れを，グラフの各段はそれぞれのパ

1 段目から 2 段目のノード PC へのデータ転送時間

packet #M

，2 段目のノード PC におけるデータ処理時
（ τ2 /4 ）

packet #1
packet #2

間（ τ3 /4 ）
，2 段目から 3 段目のノード PC へのデー
，3 段目のノード PC における
タ転送時間（ τ4 /4 ）

packet #M
t

(b) Stream data transfer

データ転送時間（ τ5 /4 ）を表している．τ1 から τ5
のうちで最も長いのは τ3 である．このとき，1 段

図 3 2 種類のデータ転送方式
Fig. 3 Two types of data transfer.

目のノード PC における第 1 パケットの処理開始か
ら 3 段目のノード PC における第 1 パケットの処理

データ転送方式の特徴としては以下の点があげられる．

• スループット を保ったままレイテンシを減少させ
ることができる
各 PC でのデータ処理量は変わらないので，M を
1 フレームあたりのパケット数とすると，1 段目の
ノード PC において第 1 パケットに対する処理が開

終了までの時間は
5
τ2
τ3
τ4
τ5
1
τ1
+
+
+
+
=
τk
4
4
4
4
4
4

(5)

k=1

である．また，3 段目のノード PC における，第 1 パ
ケットの処理終了から第 2 パケットの処理終了まで

始されてから，最終段のノード PC において処理が

の時間は τ3 /4 と等しくなり，これは以降のパケッ

終了するまでの時間は

トでも同様である．したがって，3 段目のノード PC

2N −1
1 
τk
M

における，第 1 パケットの処理終了から第 4 パケッ

(2)

k=1

となる．さらに，最終段のノード PC において，第

1 パケットに対する処理が終了してから最終パケッ
トに対する処理が終了するまでの時間は，最も時間
がかかるデータ転送またはデータ処理によって決定

トの処理終了までの時間は

3
τ3
4
となる．これらより，全体のレ イテンシは

(6)
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1
3
τn + τ3
4
4
n=1
τ2
τ5
τ1
τ4
+
+ τ3 +
+
(7)
=
4
4
4
4
となり，レイテンシが短縮されていることが分かる．
5
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転送方式は，画像データはフレーム単位で獲得される
ので，どのようなアプリケーションに対しても適用す
ることが可能である．そこで，1 つのアプリケーショ
ンの中の適用可能な部分だけをストリームデータ転送
方式で実現し，残りの部分をフレーム同期データ転送

ただし，実際にはパケットの数が多くなるとオーバ

方式で実現することで，可能な限りレイテンシを削減

ヘッドが無視できなくなり，データ処理時間および

することも可能である．

データ転送時間が伸び，スループットは低下してし

3.3 スト リームデータ転送方式のための同期機構
従来の RPV では，1 フレームにつき 1 回のフレー
ムデータ処理関数の実行を保証するために，FSS のタ

まう．オーバヘッドはパケット数に比例すると考え
られ，この比例定数を α とすると，1 フレームあた
りのデータ処理時間およびデータ転送時間を τk か

イミングに合わせてフレームデータ処理関数を起動し

ら τk + M α に伸ばさざるをえなくなるので，全体

ていた．また，従来の RPV では，FSS のタイミング

のレ イテンシは

に合わせてデータ転送とデータ処理の遅れを検出して
いた．しかし，この方法をストリームデータ転送方式

1 
(τk + M α)
M

でも利用するためには，そのノード PC でのデータ処

M −1
+
max(τk + M α)
k
M

転送のレ イテンシを考慮して FSS を受信してから送

2N −1

L=

k=1

理のレイテンシ，および後段のノード PC へのデータ
信するまでの時間間隔を設定しなければならず，これ

2N −1
1 
M −1
=
τk +
max τk
k
M
M

を正確に行うことは困難であるという問題がある．こ

k=1

+(2N + M − 2)α

の問題を回避するために，必要なデータがそろった段

(8)

階で FSS に関係なくデータ駆動方式でデータ処理を開

となる．

始し，FSS は従来どおりのタイミングでノード PC 間

• 各ノード PC において，1 パケット 分のデータ処
理によりそれに対応する 1 パケット 分の結果が得ら
れる必要がある

で転送され，遅れの検出のみに利用するように RPV

ストリームデータ転送方式では，パケットに分割さ

データ受信時の処理 DRM はデータパケットを受信

れたデータを処理し，即座にその出力結果を送信す

の同期機構を改良した．具体的には，以下のような処
理を行っている．
するとそのことを DPM に通知する．したがって，

ることによって，データ転送のレイテンシを削減し

DPM はデータの受信状況をつねに監視することが

ている．これができない処理，たとえば画像全体を

できるので，どのような同期処理を行うかを柔軟に

走査して初めて結果が得られるような処理では，そ

設定できる．たとえば，複数のノード PC からデー

れに続くデータ転送のレイテンシを削減することが

タを受信するノード PC においてすべて PC からの

できない．

データがそろった時点で処理を開始するように設定

• 各ノード PC において，データ受信のパケット の
順番とデータ処理のパケット の順番が同じである必

したり（バリア同期）
，必要な数のデータがそろっ

要がある

が可能となる．

ストリームデータ転送方式では，パケットに分割さ

この機構により，ストリームデータ転送方式による

れたデータが受信されると，即座にそのデータに対

処理を簡単に実現することができる．すなわち，パ

た時点で処理を開始するように設定したりすること

する処理を開始することによって，データ処理のレ

ケット単位でデータが到着したときに，そのパケッ

イテンシを削減している．これができない処理，た

トに対する処理を開始すればよい．このような細か

とえば画像中の画素にランダムにアクセスするよう

い設定をアプリケーションプログラマが記述できる

な処理では，そのデータ処理のレイテンシを削減す

ようになっている．

ることができない．

なお，フレーム同期データ転送方式においても，FSS

このように，ストリームデータ転送方式によりレイ

によってデータ処理を開始するのではなく，データ駆

テンシの削減は可能になるが，その必要条件からすべ

動方式でデータ処理を開始することにより，フレー

てのアプリケーションをストリームデータ転送方式で

ム同期データ転送方式をストリームデータ同期転送

実現することはできない．一方，フレーム同期データ

方式における M = 1 の場合と考えることができる
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ようになる．これにより，フレーム同期データ転送
方式におけるレ イテンシ Lf が式 (1) から



2N −1

Lf =

τk + (2N − 2)α

(9)

k=1

となり，オーバヘッドが十分小さければ，レ イテン
シを削減することができる．

FSS 受信時の処理 上に述べたデータ受信時のデー
タ待ち合わせだけでは，データ処理やデータ転送に
遅れが生じた場合，それらの終了を待ち続けること
しかできず，定められた時間内に何らかの結果を出
力しなければならない実時間処理を実現することは
できない．そこで，FSS を受信したときにもデータ
処理やデータ転送の状況をチェックする．受信した
FSS の数とフレームデータ処理関数が処理している

Fig. 5

図 5 視体積交差法のアルゴ リズム
Algorithm of visual cone intersection.

'15

%8%

'15

%8%

'15

%8%

'15

%8%

'15

%8%

'15

%8%

された場合は 2.5 節で述べた例外処理が実行される．

'15

%8%

4. 性 能 評 価

'15

%8%

'15

%8%

データのフレーム番号（各フレームデータに添付さ
れている）を比較することにより，データ処理の遅

+8%

れを検出することが可能である．また同様に，受信
した FSS の数と到着しているデータのフレーム番
号を比較することにより，データ転送の遅れを検出
することも可能である．なお，パイプライン 1 段に
つき 1 フレーム時間の遅れしか許さないのか，2 フ
レーム時間の遅れまで許すのかを選択することがで
きる．そして，これらの機能により遅れ状態が検出

4.1 評価対象アルゴリズムの構成
基礎的な性能評価実験については参考文献 5) で述
べているので，本論文ではより大規模なアプ リケー
ションによる評価実験を行った．具体的には，9 台の

+8%

+8%

&1+

+8%

図 6 視体積交差法による実時間 3 次元形状復元システムの構成
Fig. 6 Configuration of real-time 3D shape reconstruction
system based on visual cone intersection.

カメラを人間を取り囲むように配置し ，23 台のノー
ド PC を利用して視体積交差法（ 図 5 参照）による

転送方式を用いている．したがって，EOS における

3 次元形状復元を行った（ 図 6 参照）
．各ノード PC

データ処理のレ イテンシはそのデータ処理時間 τ1

でのデータ処理は以下のとおりである．なお，この実

となる．また，EOS から CVC へのデータ転送のレ

験では CVC 以降でレ イテンシ削減のためストリーム

イテンシはそのデータ転送時間 τ2 となる．
CVC 観測空間全体をボクセルに分割し，各視点ご

データ転送方式を用いている．

EOS 各視点ごとに背景差分を利用して対象物のシ
ルエットを抽出する．今回はカラー画像に対する背

れた視体積を構築する．具体的には，各ボクセルご

景差分をもとにした対象物シルエットの抽出処理を

とにそのボクセルに対応する画素がシルエットに含

とに対象物のシルエット画像からボ クセル表現さ

行っている．生成されるシルエット画像は 1 画素 1

まれるかど うかをチェックする．この処理は，シル

ビットで表現されているので，データサイズが小さ

エット画像へのボクセルの投影と画素の包含判定か

く，データ転送時間は非常に短い．さらに，そのパ

らなる．ここでは処理時間を短縮するために，事前

ケット順と次段の CVC におけるデータ処理のパケッ

にボクセルと画素の対応関係を計算し，ルックアッ

ト順が異なる．このため，ストリームデータ転送方

プテーブルに保持しておく．

式を用いても効果が薄いので，フレーム同期データ

CVC におけるシルエット画像からの視体積構築処

8

Dec. 2002

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

理では，ボクセル順に計算される．また，視体積の

L(Mv ) = τ1 + τ2
1
+
(τ3 + τ4 + 2τ5 + 2τ6 + τ7 )
Mv
Mv − 1
+
max τk
Mv 3≤k≤7
+(Mv + 8)α
(10)

送信もボクセル順に行われる．したがって，ボクセ
ルデータを Mv 個のパケットに分割したストリー
ムデータ転送方式を適用することができる．なお，

1 フレームあたりのこのデータ処理時間を τ3 とす
る．また，1 フレームあたりのボクセルデータの転
送時間を τ4 とする．

となる．

IVC 複数視点の視体積の交差をとり，ボクセル表現
された対象物の 3 次元形状を復元する．具体的には，
同じ位置のボクセルど うしの AND 演算を行うこと

4.2 実 験 結 果
今回の実験では，入力画像は 320×240 画素，各画素
16 ビットの YUV 画像．シルエット画像は 320 × 240

になる．データ転送能力の限界により，すべての視

画素，各画素 1 ビットの白黒画像．計測空間はボクセ

体積の交差を 1 台のノード PC で行うことはできな

ル数 80 × 80 × 80 = 512, 000，各ボクセル 1 バイト

いので，IVC を 2 段階に配置し，交差処理を行って

とした．また，画像の入力速度は 10 fps とし，例外処

いる．

理としては完全保持型を選択した．なお，データ駆動

ボクセルデータの受信，ボクセルデータのの交差処

方式で各処理を開始することから，フレームレートに

理，ボクセルデータの送信はすべてボクセル順に行

かかわらずレイテンシは一定である．このような条件

われ，不整合は起こらない．したがって，すべてス

のもとで，各処理モジュールのデータ処理時間，処理

トリームデータ転送方式を利用できる．なお，1 フ

モジュール間のデータ転送時間，およびシステム全体

レームあたりのこのデータ処理時間を τ5 とする．

のレ イテンシを測定した．

また，1 フレームあたりのボクセルデータの転送時
間を τ6 とする．

まず，それぞれのデータ処理およびデータ転送にか
かる時間を表 1 に示す．さらに，Mv を変化させたと

DOI 獲得された 3 次元形状を表示する．現在は任

きの全体のレイテンシとオーバヘッドに関する測定結

意の視点からの対象物のシルエット画像を構築し ，

果を表 2 に示す．表 2 の中で，L(Mv ) が全体のレ イ

X ウインド ウを利用してそれを表示している．
3 次元形状を表すボクセルデータの受信とシルエッ

フレーム同期データ転送方式を利用したとき）から削

ト画像構築処理はどちらもボクセル順に行われるた

減されたレ イテンシの大きさ，L̄(Mv ) がオーバヘッ

め，ストリームデータ転送方式を利用することがで

ドがないと仮定したときの全体のレ イテンシ，ε（ % ）

きる．なお，1 フレームあたりのこのデータ処理時

@ (Mv ) に対する L̄(Mv ) の誤差である．
は L

テンシ，L(1) − L(Mv ) が Mv = 1 のとき（ すべて

間を τ7 とする．さらに，シルエット画像を表示す

これらの結果より，以下のことがいえる．

る処理はパケットごとではなく，シルエット画像構
の負荷による時間変動の影響を避けるため，今回の

• スト リームデータ転送方式を利用することによ
り全体のレイテンシが削減されており，ストリーム
データ転送方式の効果が確認できた．具体的には，

実験ではこの時間は全体のレイテンシに含めずに考

Mv = 1 のときに比べ Mv = 64 のときは全体のレ

築終了後にまとめて行っている．しかし，X サーバ

える．

表1
Table 1

以上をまとめると，全体のレ イテンシは

データ処理とデータ転送にかかる時間（ msec ）
Data processing time and data transfer time
(msec).

τ1
25.6

τ2
0.3

τ3
41.4

τ4
15.4

τ5
16.6

表 2 全体のレ イテンシとオーバヘッド
Table 2 Total latency and overhead.

Mv
L(Mv )(msec)
L(1) − L(Mv )
L̄(Mv ) (msec)
ε (%)
α (msec)

1
148.2
–
148.1
0.1
0.01

2
111.2
37.0
107.7
3.1
0.35

4
99.3
48.9
87.5
11.9
0.98

8
87.6
60.6
77.4
11.6
0.64

16
85.5
62.7
72.4
15.4
0.55

32
81.2
67.0
69.8
14.0
0.28

64
79.8
68.4
68.6
14.1
0.16

128
80.7
67.5
67.9
15.8
0.09

256
83.2
65.0
67.6
18.7
0.06

512
93.5
54.7
67.5
27.8
0.05

τ6
11.3

τ7
9.6
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イテンシが 46.2%削減されている．さらにストリー
ムデータ転送方式を利用している CVC 以降だけで

その他の今後の課題としては，
• プログラミングインタフェースの洗練，

見るとレ イテンシが 55.9%削減されている．
• Mv が 大きくなるほど オーバヘッド は 増加し ，
Mv = 64 のときで 全体のレ イテンシの うちの

• 多くのアプリケーション構築を通した詳細な性能
評価，
• タスク分割や負荷分散の（ 半）自動化，

14.1%をオーバヘッドによるレ イテンシが占めてい

があげられる．

る．さらに CVC 以降だけで見るとレ イテンシのう

謝辞 本研究は，通信・放送機構による「次世代イ

ちの 20.1%を占めている．
• オーバヘッド の比例定数 α は 0.01〜0.98 ミリ秒
となり，ばらつきが出た．これは，OS として通常

ンテリジェント・マルチメディア情報通信網の基盤技

の Linux を利用したことによるタスク切替えの不
確実性や時間計測の誤差のため，オーバヘッドがパ
ケット数に比例するという仮定が成り立たなかった
ためと思われる．より正確な計測には RT-Linux な
どのリアルタイム OS を用いて行う必要があると考
えており，今後の課題としたい．

5. お わ り に
本論文では，分散並列計算機の一種である PC クラ
スタを用い実時間ビジョンシステムを構築するための
プログラミング環境 RPV について述べた．RPV が
実時間並列ビジョンシステムの構築に必要な機能を提
供することで，フレーム同期データ転送方式およびス
トリームデータ転送方式による実時間並列ビジョンシ
ステムを容易に構築することが可能となる．
特に，ストリームデータ転送方式によるレイテンシ
の削減は実時間画像処理には有効な方式と考えられる．
しかし，適用範囲が限られることもあり，万能ではな
い．オンラインのアプリケーションではシステムのレ
イテンシが大きな問題になりうるので，レイテンシの
削減に関する研究を進める必要がある．この点につい
ては，予測に基づいたデータ処理など 8),9)を積極的に
導入する必要がある．
また，現在の同期機構ではパイプライン 1 段につき

1 フレーム時間ないし 2 フレーム時間以上の遅れを検
出するようになっている．これにより，スループット
を保証，つまり実時間処理を保証することはできる．
しかし，パイプライン 1 段につき 1 フレーム時間ない
し 2 フレーム時間までのレイテンシを許してしまうこ
とになる．したがって，ストリームデータ転送方式を
用いることによりレイテンシを削減することはできた
が，短縮されたレイテンシを保証することができない
という問題が残っている．これを解決するためには，

FSM における FSS 送信のタイミングを保証したいレ
イテンシの大きさによって自由に変更できるようにす
ることが考えられる．

」の補助を受けた．
術に関する研究（ No.10080 ）

参 考 文 献
1) Geist, A., Beguelin, A., Dongarra, J., Jiang,
W., Manchek, R. and Sunderam, V.: PVM:
Parallel Virtual Machine — A Users’ Guide
and Tutorial for Networked Parallel Computing, The MIT Press (1994).
2) Message Passing Interface Forum: MPI: A
message-passing interface standard, International Journal of Supercomputer Applications
and High Performance Computing, Vol.8, No.3,
pp.159–416 (1994).
3) Matsuo, H., Nakada, K. and Iwata, A.: A Distributed Image Processing Environment VIOS
III and its Performance Evaluation, Proc. 14th
International Conference on Pattern Recognition, Vol.II, pp.1538–1542 (1998).
4) Taniguchi, R., Makiyama, Y., Tsuruta, N.,
Yonemoto, S. and Arita, D.: Software platform
for parallel image processing and computer vision, Proc. SPIE ’97 Parallel and Distributed
Methods for Image Processing, pp.1–10 (1997).
5) 有田大作，濱田義雄，米元 聡，谷口倫一郎：PC
クラ スタを 利用し た 実時間並列画像処理環境
RPV，電子情報通信学会論文誌，Vol.J84-D-II,
No.6, pp.965–975 (2001).
6) 吉本廣雅，有田大作，谷口倫一郎：1394 カメラ
を利用した多視点動画像獲得環境，第 6 回画像
センシングシンポジウム講演論文集，pp.285–290
(2000).
7) Tezuka, H., Hori, A., Ishikawa, Y. and Sato,
M.: PM: An Operating System Coordinated
High Performance Communication Library,
High-Performance Computing and Networking,
Sloot, P. and Hertzberger, B. (Eds.), 1225 of
Lecture Notes in Computer Science, pp.708–
717, Springer-Verlag (1997).
8) Matsuyama, T., Hiura, S., Wada, T., Murase,
K. and Yoshioka, A.: Dynamic Memory: Architecture for Real Time Integration of Visual Perception, Camera Action, and Network Communication, Proc. Computer Vision and Pattern
Recognition, pp.728–735 (2000).

10

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

9) Yoshimoto, H., Arita, D. and Taniguchi, R.:
Real-time Communication for Distributed Vision Processing based on Imprecise Computation Model, CD-ROM Proc. Workshop on
Parallel and Distributed Computing in Image
Processing, Video Processing, and Multimedia
(2002).
(平成 14 年 3 月 29 日受付)
(平成 14 年 9 月 12 日採録)

Dec. 2002

花田 武彦
平成 14 年九州大学工学部電気情
報工学科卒業．現在，同大学院シス
テム情報科学府修士課程在学中．実
時間並列画像処理の研究に従事．

谷口倫一郎（ 正会員）
昭和 53 年九州大学工学部情報工
学科卒業．昭和 55 年同大学院工学

（ 担当編集委員

内海 章）

研究科修士課程修了．同年同大学院
総合理工学研究科助手．平成元年同

有田 大作（ 正会員）

助教授．平成 8 年九州大学大学院シ

平成 4 年京都大学工学部情報工学

ステム情報科学研究科（現大学院システム情報科学研

科卒業．平成 10 年九州大学大学院

究院）教授．工学博士．画像処理，コンピュータビジョ

システム情報科学研究科博士後期課

，
ン，並列処理に関する研究に従事．本会論文賞（ 1993 ）

程修了．同年，同（現大学院システ

同坂井記念特別賞（ 1995 ）を受賞．

ム情報科学研究院）助手．博士（ 工
学）
．文書画像処理，画像処理における知識獲得，実
時間並列画像処理の研究に従事．電子情報通信学会，
映像情報メディア学会各会員．

