
は じ め に

人間の目の特性に合わせて設計されたビデオ信号
（NTSC fps PAL fps）を前提とする従来の画像認
識技術は，その処理速度が人間の目と同レベル，もしく
はそれ以下に限定される．一方で， FA 分野，マルチメ
ディア分野，バイオ・医療分野などの応用分野において，
人間の目では認識することのできない高速現象を実時間
で認識する画像処理技術への要求が高まっている．
そこで本稿では，広島大学を中心とした超速ハイパ

ヒューマン技術のコア技術である， fps を超える
高速実時間画像処理を実現する高速ビジョンシステムに
ついて述べた上で，その応用事例を紹介する．

H Vision システム

筆者らは，人間の能力をはるかに超える高速性と高い
空間解像度を備えた高速ビジョンシステム，ハイパ
ヒューマンビジョンの実現を目指し， × 画
素の画像を fps で， × 画素の画像を

fps で実時間処理する高速ビジョンプラットホー
ム， H Vision（Hiroshima Hyper Human Vision）の開発
を行った（ ）．H Vision は図 に示す高速カメラヘッド，
専用 FPGA（Field Programmable Gate Array）ボード，
及び PCからなる． H Vision の画像処理の流れは以下
のとおりである．まず高速カメラヘッドは設定に応じた
フレームレート及び空間解像度で画像を撮像する．撮像
された， 秒間当り GByte を超える膨大な容量の画像
情報は，FPGA ボードへ転送される．FPGA ボードでは，
大容量の画像情報を，実時間画像処理により画像特徴量

もしくは処理・認識結果のレベルにまで容量を圧縮し，
PCI Xバスを介して PCのメモリへ転送する．PCでは，
転送された画像特徴量等を基に，最終処理もしくは処理
結果の提示等を行う．図 に， H Vision の処理の基本
的な流れを示す．高速カメラヘッドは， ×
画素のカラー／グレーCMOSイメージャが搭載された，
フォトロン社 FASTCAM PCI である．
開発した専用 FPGA ボードは，ユーザが任意の回路
を実装可能な FPGA Xilinx XC VP を 基（FPGA
FPGA ）搭載している．したがって， H Vision は様々
な画像処理を実現可能な高速ビジョンプラットホームと
して利用可能である．表 に開発した専用 FPGA ボー
ドの仕様を示す． FPGA は高速カメラヘッドから転送
される画像に対しシリアル／パラレル変換処理，画像補
正を行う．また， FPGA は FPGA から転送される画
像情報に対し，ユーザが実装した画像処理を実行する．
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図 高速ビジョンプラットホームH Vision
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筆者らは実際に，カラー抽出，ラベリング，マーカ追
跡アルゴリズムを H Vision システムに実装し，

fps で最大 点， fps で最大 点の実
時間多点マーカ抽出を実現している．図 に fps

での多点マーカ抽出の様子を示す． H Vision システム
は 点を超えるレベルの膨大な位置抽出処理や，色
情報を利用した高精度なマーカ抽出にも対応できる．ま
た，図 に fps のマーカ追跡により計測されたギ
ターの弦振動（第 弦の開放時， Hz）の時系列変化
を示す．ギターは第 弦から第 弦まであり，それぞれ
の振動周波数が Hz Hz Hz Hz Hz
Hz となるようにチューニングされている．本計測で
は全 弦の振動を同時に計測できており，計測結果が
チューニング周波数に合致することを確認した．このこ
とから，振動現象などの超高速運動も， H Vision シス
テムにより正確に計測可能である．
この例に示すように， H Vision は高速実時間性と高

空間解像度を兼ね備えた高速ビジョンプラットホームで
あり，様々なフィールドにおいて，強力な計測・解析シ
ステムとしての応用が期待される．以降では，高速ビジョ
ン技術の応用事例について紹介する．

ロボット制御への応用

本章では高速ビジョン技術の機械システムへの応用例
について紹介する．筆者らは人間の能力を超越する高速
な打撃動作を可能とするロボットシステムの実現を目指
し，高速ビジョンと高速マニピュレータを組み合わせた，
バッティングロボットを開発した．バッティングロボッ
トは， fps で動作する 台の高速ビジョンにより

表 専用 FPGAボードの仕様

ボードサイズ mm× mm
カメラ I F ディジタルシリアル ch
EPGA Xilinx XC VP ×

メモリ

DDR SDRAM ： MByte
SDRAM ： MByte
SSRAM ： MByte
FPGA 内部メモリ ： kByte

バス I F PCI X（ bit MHz）

図 実時間多点マーカ抽出の様子（ fps）

図 H Vision による高速実時間視覚処理

図 ギター弦（ Hz）の実時間振動計測（ fps）



ボールが飛んでくる時刻及びコースを瞬時に予測し，予
測した情報を基に高速マニピュレータで高速スイングす
ることで打撃動作を実現する（ ）．実際にピッチングマシ
ンから投球される km h のウレタン製ボールを対象
とした打撃実験を行い，打ち返すことに成功した．高速
打撃実験の様子を図 に示す．プロ野球のピッチャーマ
ウンドとホームベース間距離は mであるのに対
し，本システムは約 mの距離から投球された km h

のボールを打ち返しており，人間では到底実現困難な高
速マニピュレーションが実現されているといえる．
また，筆者らは，高速ビジョン技術を用い，高速に回

転・並進運動する棒状物体の把握動作を行うキャプチャ
リングロボットの開発に成功しており（ ），このほかにも，
高速ビジョンを導入することで，これまで実現が難し
かった高速なハンドリング動作が単純な機械制御手法に
より実現されることが予想され，特に近年高速化が目覚ま
しい FA 分野等における高速ビジュアルフィードバック
による応用マニピュレーションの技術展開が期待される．

マルチメディアへの応用

高速ビジョンでは，人間の動作や実環境へのインタラ
クションについて，人間の目では判別できない高速な動
きまで実時間計測及び認識可能となる．筆者らは，高速
ビジョンにより指先で対象をたたいた際に発生する高周
波振動成分を抽出し，接触点の位置及び接触力を検出，
利用する，指先タッピングインタフェースを実現した（ ）．
図 に，このインタフェースを利用した仮想楽器を示す．
このシステムでは，指先接触時の指先位置及び推定接触
力に応じて音階，音量，発音タイミングを生成し，奏者
はそこにピアノがあるかのように演奏できる．
また，筆者らは H Vision に基づくステレオモーショ
ンキャプチャシステムを開発した（ ）．本システムは数十
個の色マーカを取り付けた物体の三次元的な並進・回転
運動を実時間で高精度に計測するものである．本計測シ
ステムを用い，実際にマーカ付き卓球ボールの運動計測
を行った．ボールを m s，回転数 回転 s で転がし

たときの，ボールの運動の様子を図 に，その実時間計
測結果を図 に示す．本システムは，高速に並進・回転
運動する物体に対し，その運動を正確にとらえることが
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図 km hのボールを対象とした打撃実験

図 指先タッピングインタフェースによる仮想楽器

図 ボールの並進・回転運動（高速カメラによる撮影）

図 ボールの実時間運動計測結果



できており，多点三次元モーションキャプチャに対する
高速ビジョンの有効性が示されている．
これ以外にもヒューマンインタフェースなどのマルチ

メディア分野において，人間の目で判別することのでき
ない高速な動きの実時間計測に対して高速ビジョン技術
は有効である．

バイオ・医療分野への応用

高速ビジョンは，バイオ・医療分野等の先端計測シス
テムとしての応用展開が考えられる．実験用マウスの擦
過行動は，秒間 回程度の速さで後肢で頭部を繰り返
し引っかく行動である．この運動に対し，高速ビジョン
では，その画像特徴量の変化を検出可能であり，アトピー
性皮膚炎の行動評価指標となる実験用マウスの擦過運動
継続時間を正確に計測することができる（ ）．マウスの擦
過運動の計測例を図 に示す．このような実験動物の疾
患行動を定量化する in vivo 評価系は，アトピー新薬な
どの有効な評価システムとして実用化が進められてい
る．
また顕微鏡下での対象計測では，視野内での見かけの

動きが高速となるため，その実時間運動計測において高
速ビジョンは有効である．筆者らは，実際に顕微鏡下で
体長 m前後のぞうりむしの運動を三次元追跡する
ことに成功した（ ）．このような高速ビジョンによる実時
間運動計測は，様々なスケールでの生物行動や生命現象
の解析等において有効性が高い．

このほかにも高速ビジョンによる実時間計測技術は，
眼球や肌の挙動を計測することによる剛性計測（ ）や実時
間生体計測情報に基づく新しい診断などへの応用が期待
され，医療分野に与えるインパクトもまた大きい．

お わ り に

本稿では，次世代のセンシングシステムとして，秒間
fps での実時間処理を行う H Vision について述

べ，高速ビジョンの様々な応用事例を紹介することで，
人間の能力を超越するハイパヒューマン技術としての高
速ビジョンの有効性を紹介した．
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図 実験用マウスの擦過運動計測
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