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農作業知的支援のための PTZカメラを用いた

作業者位置姿勢検出システムの開発*

森尾吉成ネlt.井撞謙太朗*2 • JIIi幸正量*3 • 

要 t:::. 
回

島 亮叫・大西達也ネ5.村上克介料.

作業者の位置や行動パターンを追跡し作業の流れを理解できる知的農作業者支援システムは，作業負

荷を軽減し，作業効率を向上させる方法として期待される。本研究では.1台の Pan-Tilt但Zoomカメラと，

赤と青の組み合わせが4通りあるカラーマーカ付き作業服，さらにカラーマーカを検出可能な 2種類の

particle filterを用いて，作業通路上の作業者の位農と姿勢を問時に検出する商像処理システムを開発し

た。実験では，提案システムが，観祭される闘場通路上で歩行や，立{立姿勢や座位姿勢で椀を前後移動さ

せた際の作業者の位農を. 38mの距離範盟で，約 1mの分解能で検出できる結果を得た。さらに 8つに

分類した作業姿勢を例外なく検出できる結果も示した。実験結果から，開発したシステムは，農作業者の

位置や行動念リアルタイムに追跡:するために利用できることが示された。

[キーワード]農作業知的支緩，イ宇多義者位一隆姿勢検出. Pna-Titl-Zoomカメラ. Particle filter. カラーマーカ付き作雪量服

Development of Worker Position and Posture Detection System Using PTZ Camera 

for Intelligent Agricultural W ork Assistance * 

Y oshinari MORIO州.Kentaro IBI叫.Masakazu KA W AZU特.Ryo TOYOSHIMA叫，

Tatsuya OHNISHI時.Katsusuke MURAKAMI叫

Abstract 

An intelligent agricultural worker assistance system that can track worker positions and behavior 

patterns and comprせlendworkflow presents a potential method of facilitating workload reduction and 

improving work efficiency. In this study. we developed an image processing system capable of 

simultaneously detecting both the position and posture of a worker on a route by combining a single pan但

tilt-zoom camera. an original working uniform marked with four different redゐluecombinative colors and 

two types of particle filters that permit detection of the color markers on the working uniform. In our 

experiments. we determined that the proposed system could detect the position of a worker that was 

walking. turning and moving his arms from standing and sitting postures on a monitored route in a field 

with a resolution of approximately 1 m and a sensing range of approximately 38 m. The system could also 

detect. with no exceptions. eight separate worker postures. The results of these experiments indicate that 
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our developed system could be used for tracking worker positions and behavior patterns in real time. 

[Keywords] intellig巴ntassistance to agricultural work. work己主 position and p口sturedetection. Pan-Tilt-Zoom camera. particle 
filters. working uniform with color markers 

I はじめに

農作業は，負荷の高い単調な作業を長時間継続して行

う重労働であり，長期簡にi度る疲労の蓄讃は，深刻な健

康障害や重大な作業事故を引き起こす原慢となってい

る。農作業を安全に行うためのマニュアルを発行した事

例もあるが(Jepsenet al.. 2010)，マニュアルの実裁は作

業者に依存し作業を常時監視することはできない。農

作業の軽労化効率化，安全化を作業現場で宜接実現す

る方法として，作業者と協議して作業をする農作業ロ

ボットの登場が期待されているが，農作業者の持動を理

解する知能化技術の開発は進んでいない。我々は，農家

の子供が，親の行動に合わせて作業を効果的に支援する

に注自し，子供が殺の行動を観察するように，農作業

ロボットが作業者をリアルタイムに自動追尾し支援す

べき内容を自ら判断できる視覚システムを開発すること

を呂指した。本研究では，エンドウ豆， トマト，キュウ

リといった豆類や果菜類を栽培する現場において，資材

の搬入搬出，資材の設建作業，収穫作業， 11又護物の搬出

作業，播種，定植作業，整枝，選定，芽かき，消毒の管

理作業など，作業者が畝関の作業通路に進入し身体を

90度旋回させた後，畝に正対して，立位姿勢や鹿位姿勢

で両腕を前後移動させながら行う作業現場を想定した。

さらに，通路間側の作物の草丈が成長して隣の作業通路

が観察できない状況も長期間続くとこを想定して，作業

者の追跡は，作業通路単{立で行うこととし，支援を期待

する作業者自身が，今から作業に入る通諮入り口に視覚

システムを誘導することによって，作業を支援するため

に必要な通路上の自身のおおよその位置と姿勢をリアル

タイムに自動検出してもらうシステムを開発する。作業

者の位置や姿勢をリアルタイムに検出するシステムは，

作業行動を理解するために必要な重要な要素技術であ

り，作業行動を理解できる視覚システムが通話入り口に

されると，資材を搬入搬出する作業者や収穫作業を

行う作業者の作業に合わせて，自律走向車両を通路上で

移動させる支援や，作業者の播種作業に合わせて作業ロ

ボットが覆土する支譲，定植作業の進捗を判断して苗を

適地に配置する支援，消毒作業の進捗に合わせて送水

ホースを巻き取る支援など，農作用ロボット自身が作業

者に指示されることなく支援を判新できるようになる。

これまでの研究では，闘定カメラを住用し，フレーム

間差分法ならびにオプテイカルフローを計算することに

より画録中の作業者の動きを検出する甑像処理アルゴリ

ズム(森尾ら， 2004a)ならびに，作業者がカメラに向かつ

て合図する手振り動作を認識する画像処理アルゴリズム

(森躍ら， 2004b)をそれぞれ開発しそれらの有効性を

した。さらに，間定カメラよりも広範囲の作業者を例

外なく追跡するために， Pan-Tilt司Zoom機能付きカメラ

(PTZカメラ)とカラーマーカ付き作業服を専用に製作

することによって， 15m臨方の麗外踊場内の作業者を

例外なく自動追尾できる視覚システム(井槌ら， 2007) 

や，関口 13m奥行き 7mの屋内作業空間を移動する作

業者を， 1濠書物が多い環境においても安定して追跡でき

る視覚システム(井礎ら， 2008) を開発しぞれらの有

効性を示した。これまでの研究では，画像中から作業者

を検出し追尾するための要素技術が開発され，1)作業者

とその他の物体を識別するために，赤と青を組み合わせ

たカラーマーカが有効に機能すること， 2)カラーマーカ

のサイズが一辺lOcm以上あれば，カラーマーカを安定

して抽出できること， 3) PTZカメラが，間定カメラより

も広範囲の撮影を可能にし画像中央に作業者を捕捉し

続けるために有効に機能すること，の 3つの知見が得ら

れた。

今自の研究では， 1台の PTZカメラを使って，通語入

り口に設置したカメラから約 38mまでの範閣を移動す

るl人の作業者の位寵と姿勢をリアルタイムに検出する

作業者追跡システムを開発した。本稿で、は，作業者追跡

システムを講成する，1)カラーマーカ付き作業服の開発，

2) カラーマーカを検出するための時系列フィルタであ

るparticlefilterの設計， 3)PTZカメラの Pan角Tilt角，

ズームの制御システムの開発 4)カメラと作業者関の距

離を計測するための校正式の決定， 5)計測されたカメラ

と作業者間の距離に含まれるノイズを棒、過するためのカ

ルマンフィルタの設計，の 5項目について説明した後，

屋外聞場で、行った検証実験において，開発したシステム

が有効に機能した結果について報告する。

11 particle filterならびに PTZカメラ

を用いた作業者位置姿勢検出

1.赤膏カラーマーカ付き作業服と xy主震を用いた

赤膏マーカ領域の抽出

闘像中の作業者を他の物体と区別して確実に検出する

ために，国 1(a) に示すように，自地の作業服の胸部・

背部・右上腕・左上競の 4つの部位に，一辺lOcmの2

つの隣り合う正方形領域を設け，赤青2色の水性ペンキ

(ニッベホームプロダクト 水性フレッシュワイド

レッド色 ブルー色)を鎧って，左右上下に配置パター

ンを変えながら 4通りに塗り分ける。カラーマーカの赤

色と青色の色は， xy色度を使って表現しそれぞれの

xy包度分布は，護数の画像サンプルを使って 2次元正

規分布関数に近似する O カラーマーカの抽出処理は，赤

色と青色のそれぞれの領域について行い，各簡素に対し
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(a) The design of working uniform marked with four different 

red-blue combinative colors 
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(b) Particles of a particle filter， a window to calculate the like-

lihood of the particle， and the height of a color markεr 
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(d) The feature vector d巴finedby the particles histogram 

間 l 赤青カラーマーカ付き作業服と 8稜類の作業姿勢検

出可能な particlefilterの設計

Fig. 1 The design of a working unifonn mark日dwith red 

and blue color markers and a particle filter to 

detect eight separate working postures 

て式(l)に示す Mahalanobis距離日を計算し，距離Di

がしきい倍 ThDi以内の商索を抽出する O ここで，xは

各臨素の xy色度 (X，y)Tであり，使用するカメラの

NTSC方式の RGB飽から変換して求めるoi'土赤脊の

色を識別する記号であり， μ2と1:;は，それぞれ色 iの平

均ベクト jレ，分散共分散行列である。しきい髄 ThDiは，

赤青それぞれについて事前に調整する。

D;=(x-μ;)T1:;-1(X-μ;) (l) 

2. 赤青カラーマーカを遺跡するための particlefilter 

の設計

画像中のカラーマーカの代表点は，カラーマーカの赤

色領域と青色領域の境界付近で 粒子の重みが最も高く

なるように設計した particlefil terを適用することに

よって4食出する。 particlefilter は，コンピュータビジョ

ンの分野では Condensationアルゴリズム (Isardand 

Blake， 1998) とも呼ばれ，国 1(b)に示すように，標本

集合である N 飼の粒子群 {S;'l，Jri'%'口 1，2，"'，N)と粒子の

重みを計算する窓を使って時刻 tにおける状態めの挙

後確率分布ρ(ぁIZ，)と事前確率分布ρ(x，IZ'-1)を近似表

現することによって，状態めを逐次推定する時系列フィ

ルタである。ここで，Z，は時刻 tまでの観測髄の集合を

し， SFはi番目の粒子の状態， πjoは粒子の重みをそ

れぞれ表す。

カラーマーカの赤青境界付近の代表点を検出するため

のparticlefilterの設計ーでは，次に示す. 1) TI霊前の時刻

t…1における粒子群 {S;;:'1}から 粒子の重み {π;;:'1}に基

づいて新しい粒子SFをN 倒選択する Select処理， 2) 

N倒の粒子群 {s円から，状態遷移モデルに従って新た

なN個の粒子群 {S!，l}の状態を推定する Predict処理， 3)

時刻 tで得られた甑像に対して，各粒子sl:1に対応する

重みが:1を計算する Measure処理，の 3つの処理を逐次

繰り返し実行することによって，時刻 tにおけるカラー

マーカの代表点の 2次元座標 xi叫 et=(x"y，)Tを推定す

る。ただし粒子を選択する Select処理では， 0から l

までの範臨で発生させた乱数rに対して J番目までの

みの累義組C!-1=:2~~1π丸が cl-1?:.r となる最小の粒
子sy21を選択する。粒子の状態S;:1を推定する Predict

処理では，作業者の移動方向や移動速さが予測できない

ことから，式 (2)に示すように， 1フレームあたりの作

業者の動きはほとんどなく 数十ピクセル程度のガウス

雑音を含むと依定するモデルを設計しガウス雑音で動

きの不確定性を吸収する推定式を講成する。ただし LV，

は，間像 Z軸方向の分散σ叫 ，y車dl方向の分散σwyに従う

2次元正規乱数ベクトル LV，=(σ叫 σ抑 fであり ，Gは駆動

行列 G=diag(l，l)である。粒子の重み π戸を計算する

Measure処理では，粒子の重みがカラーマーカの赤脊境

界付近で高くなるように，式 (3)に示すように，粒子を

中心とした一辺 wi扇素の正方形窓領域における赤色簡

素数沿と青色画素数時の積を窓領域の面積がで除し

た値を粒子の重みが，1として計算する O ただし粒子の

重みが自は，赤色面素と青色廊棄が窓、領域の 50%ずつ占

める赤膏境界線上で最大鎮守こをとる。最終的に出力す

る重みが勺ま， :2;:1π)11=1となるように正規化する O

各粒子について計算する重みが。は 1種類ではなく，

図 1(c)に示すように，カラーマーカの 8つの姿勢に対

応する 8種類の重みが制(k=O，…，7)を問時に計算し，式
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(4)に示すように.8つの重みから最も高い重み宏?を示

す姿勢番号広?を，注目する粒子の姿勢高性として求め

るO ただし π円)は，第 i番目の粒子が第h番自の姿勢

に対して出力する重みを表す。最大の重み先?が，設定

したしきい値 Tんよりも小さく，ゼロに近い場合は，粒

子は 8つの姿勢のいずれにも該当しない“姿勢不定"の状

態にあると見なす。 8種類の重みが酬を効率よく計算す

るため，国 1(c)のお国に示すように，正方形領域を放

射状に 8つの三角領域に分割し 三魚領域毎の赤色面素

数nkと青色面素数nEをカウントする。例えば，粒子 i

の姿勢番号 7に対する重み πjO{7)の計算では，赤色画素

数nk'ま，番号 1.2. 3. 4の三角領域の赤色沼素数の和

で求め，青色闇素数NiJを，番号 5.6. 7. 0の三角領域

の青色画素数の和として求める。

時刻 tにおける画像中のカラーマーカの代表点の位

置itjargetならびにカラーマーカの姿勢を表現する特徴ベ

クトル 1，は.Ni聞の粒子群の位置針。と重みが骨'姿勢

属性五?を使って計算する。カラーマーカの代表点の位

創出getは，式 (5)に示すように，羽田sure処理後の粒

子群の重み付き平均として計算する。カラーマーカの姿

勢を表現する特徴ベクトル 1，は，図 1(d) に京すよう

に，各粒子を姿勢属性k¥t1に従って分類した粒子数ヒ

ストグラムを使って表現し式 (6)に示すように，ヒス

トグラムの 8つの特徴量か(k=O.….7)を}I!買に並べて 8次

元のベクトルを構成する。ただし最大の重みれがし

きい値 Tんよりも小さい校子については“姿勢不定"と見

なしヒストグラムの計算には住用しない。

sit1=sit1+Gw， 

πjd=准長主主
WXw 

It)lkl arg max m 
0'三k';'7

て，N ~W_I。
ム山SF'mx町田t_-l-J..

t 一司 て，N _1古
LJi=llLt 

1，=(ρO.ρ1.PZ."・.P7f

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

3. 2つの部位を同時追跡する 2種類の particlefilter 

の設計

作業姿勢の変化によって異なる部位にある 2つのカ

ラーマーカが同時に観測される場合であっても.2つの

カラーマーカを問時に追跡、し，さらに，いずれか一方の

カラ…マーカが観測されなくなった場合であっても，

残った方のカラーマーカを確実に追跡し続けるために，

作業者の身体の中心軸に近い胸部と背部のカラーマーカ

を鐙先して追跡する正面背面追跡用 particlefilterと，作

業者の身体の中心軸から離れた左右上院のカラーマーカ

を侵先して追跡する側面追跡用 particlefilterの2種類

のparticlefilterを問時に適用する O

正面背面追跡用 particlefilterの重みの設計は，胸部や

背部のカラーマーカ付近の粒子を，左右上腕のカラー

マーカ付近の粒子よりも優先的に選択させるため，姿勢

2の重みだjO(2}と姿勢 6の重み πY7(6}を足し合わせた重み

宏?(16}をSelect処理で使用する。一方，側部追跡用 particle

filterの重みの設計は，逆に左右上腕のカラーマーカ付

近の粒子を箆先的に選択させるために，姿勢 Oの重み

が古(0) と姿勢 4の重みだj酬を足し合わせた重み宏if)(o，4) を

Select処理で使用する O ここで. 2種類の重み針。(日

'ir¥t]IO.41の定義には，各 particlefilterが正面背面のカラー

マーカと側面のカラーマーカを段別しやすいように，カ

ラーマーカが斜めに悔いた姿勢1.3. 5. 7を算入しない。

さらに 2麓類の particlefilterの粒子が，いずれか一方

のカラーマーカに集中しないようにするため，重みの設

計だけではなく. Predict処理時の状態遷移モデルに設

定するガウス雑音の分散σWX，σz叩を，一定の割合Lの粒

子数だけρ倍Lρ>1)大きく設定することによって，

数の粒子は常に酪橡中に広く分布するように制部する。

側閣のカラーマーカだけが観測される場合の正面背面

追跡毘 particlefilterの挙動は，カラーマーカの赤青境界

に栓置する粒子の重み'ir¥t112.61はゼロにはならないため，

粒子群は，側面追跡用 particlefilterの粒子群と同じ挙動

を示し側面のカラーマーカを追跡する。逆に，正面や

背面のカラーマーカだけが観測される場合の側面追跡用

particle filterの挙動は，正期や背面のカラーマーカを追

跡する O

正面背面追跡用 particlefilterが検出する胸部と背部

のカラーマーカの代表点の位置は，作業者が旋間運動を

した場合でも検出位置が左右に大きく変化しないため，

PTZカメラが画像中央に捕捉すべき作業者の代表点の

位置は，正面背面追跡用 particlefilterの粒子群の代表点

とする。従って，時刻 tにおける PTZカメラが追跡す

べき作業者の代表点の枕寵iN出酬は，式 (5) を用いて，

正面背頂追跡用 particlefilterのN 個の粒子群の位置

sit1ta酬と重み分?(2，6}から計算する。一方，時刻 tにおけ

る作業姿勢は，正面背面追跡用 particlefilterと側面追跡

用particlefilterのN備の両方の粒子群を使って表現す

る。

4. 固有空障を用いた作業姿勢表現と 8つの姿勢検出

時刻 tにおける作業姿勢を表現する特徴ベクトルは，

式(7)に示すように，正面背面追跡用 particlefilterと側

面追跡用 particlefil terの2つの粒子数ヒストグラム成

分を}I!買に配列した 16次元のベクトルIrDによって表現

する。ここで • pl(k=O.… .7) と p~(kコ=0.....7) は，それぞ、

れ式(4)を使って求めた正面背面追跡用 particlefilter 

と側面追跡:用 particlefilterの粒子数ヒストグラム成分

である O 作業者の作業姿勢は，図 1(c)に示すように，

カラーマーカの Oから 7までの 8つに分類した姿勢番号
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を使って表現することとし 8つの姿勢を表現する学習

用の特徴ベクトル sk(k=O…7)は，カメラに向けたカ

ラーマーカを 45度ずつ回転させながら事蔀に求めてお

くO さらに，特鍛ベクトル sk(k=O，…，7)をKL展開する

ことによって間有空需 Eを講成し， 8つの作業姿勢をよ

り識別しやすい特徴空間を作成する。ただし国有空間

E は， 8つの姿勢が明確に区別できると事前に確認でき

たよ位3つの盟有ベクトルを使って構成する O

時刻 tに入力された作業姿勢の検出処理は，式 (8)に

示すように，閤有空間 Eに写像された入力ベクトル

frDの写像点 gtが，作業姿勢を表す 8つの特酸ベクト

ル sk(k口 0，…，7)の写像点 uk(k=O，…，7)に対して最も高い

相関を示す姿勢番号hを探索することによって行う。

frD=(ρó ，pi，pJ，- ・・ ，pj ， ρ5 ，P'f，p~ ， ・ "，p，#)T

f1t'Uk 
argmaxでつてアT。ζks7ほItllUkl

5. カラーマーカ追尾のための Pτzカメラ制御

(7) 

(8) 

踊部・背部用 particlefilterによって検出されるカラー

マーカを一定の大きさに維持しながら踊像中央に捕捉す

るために， PTZカメラは，制御用パソコンと RS-232C接

i読され， VISCA (Video System Control Architecture) 

コマンドを使って Pan角， Tilt角， Zoom 1u査を制御する。

作業者の代表点位置iN叫 etを商像中央に捕捉するために

必要な PTZカメラの Pan角らと Tilt角めは，式 (9)

を使って計算し， Pan角と Tilt角の制御には PID制御

を使用する。ここで，fはカメラの焦点詫離であり，

(X仙】乍)は作業者の代表点 ajargetの菌像座標からレンズ

歪みを取り除いた翻像座標である o (X叫 Y，，)の計算に必

要なカメラパラメータは，事・前に Tsaiのカメラキャリ

プレーション (Tsai， 1987) を行うことによって求める。

カラーマーカを一定の大きさに維持するためのズーム

制御は，酪{象中のカラーマーカの長軸方向の高さ hを，

図 1(b)に示すように，画像内で一定の飽 Hsetになるよ

うに，ズーム倍率 bを ON-OFF制御する。ただしカ

ラーマーカの高さ hは， particle filter を用いてt~出した

代表点付近に抽出された赤と青領域を忽合する矩形から

求める。 PTZカメラのズーム措率 bの ON-OFF制御方

法は，等倍から光学ズームの上限倍率 bmax までの範閉

で，小数点以下の傍率ステップM でよ下調節する。た

だし調節するすべてのズーム倍率に対して， PTZカメ

ラの Pan角と Tilt角を計算するために必要なカメラパ

ラメータを事前に求めておくことは臨難であることか

ら，整数倍率時のカメラパラメータを事前に求めておき，

小数点を伴う倍率時のカメラパラメータは，最も近い整

数倍率時のカメラパラメータを近似催として使用する。

踊f象中にカラーマーカが観灘されず， particle filterで

作業者の代表点が検出されていない場合は， PTZカメ

ラの制御は行わず¥車前までカラーマーカが観測されて

いた時の Pan角と Tilt角を保持する。

i-L 8，= t- f 

8p=…一一~主主 ー

(9) 

6. PTZカメラのズーム値とカラーマーカ高さを用い

たカメラ作業者間賠離の推定

カメラから作業者までのRE:離dの推定処理は，作業者

からカメラまでの距離の大きさによって， 1)作業者がカ

メラ近くから次第に離れ ズームの ON心FF制御が機

能しはじめる距離んまでの距離j玄関[0ζd<ll]，2)ズ

ムの mふOFF制{却が機能し，ズームの上限{商品目に達

するRE:離んまでの距離IX間[ll::;，d三二12]， 3)光学ズームが

上腿値 Zmax を超え， particle filterがカラーマーカを検

出できる眼界付近の距離んまでの距離区間[lz<d三三lsJ，

の 3つの距離包間に分けて行う。 3つの距離i亙間の夜加

には，ズームの制御値zを使用し，ズームの制御傭zの

飽から，ズーム制御の有無やズーム上限と下限の状態を

判i析する。ただしズーム制御値zは，ズーム倍率その

ものではなく， 目標倍率 bにズームを設定するための

VISCAコマンドの入力備である O

ズームの ON-OFF制併が機能しない最初のRE:離i玄関

[0三三d<lllでは，距離dが画像中のカラーマーカの高さ

hに反比例するとして，車線式d寸十E聞いてカラー

マーカの高さ hから距離dを推定する O ただし， sは比

例係数， εは補正係数であり あらかじめ実測舘を舟い

て最小2乗法により求める。次に，ズームが機能し始めて

からズームがよ設値に達する第 2番目の距離区間[

11::;'d~三 121で、は，臨 2 (註)に示すように，車線関係にはな

らない距離dとズーム制御値zの関係を区間全体にわ

たって表現できる 5次田帰胞線d之江aO+alZ十一・十a5z5を

使って，ズーム制御値zから距離dを推定する。最後

に，光学ズームが上限値 Zmax を超えてから，カラーマー

カが検出できなくなるまでの第 3番目の距離毘間[

12<dζ131で、は，第 1番呂の距離夜間と時隷に， R鴎!tdが

酒像中のカラーマーカの高さ hに反比例するとして，

線式dtj+ε を培いて距離dを推定する。

7. カルマンフィルタを用いたカメラ作業者隠距離の

推定とカメラ麗標系を用いた作業者殺置表現

ズームの下限よりも小さい第 l番自の距離毘j習とズー

ムの上隈を超える第 3番自の距離区間では，闇像処理に

よって実際に抽出されるカラーマーカの高さ hの時間

変動が大きく，大きなノイズが含まれる波形となる。時

系列に得られるカラーマーカの高さ hから真備を安定

して推定するために，式 (10)から式(16) に示すよう

に，カルマンフィルタを設計する。カルマンフィルタの

設計では，式 (10)と式(11)に示すように，カラーマー

カの高さを推定するシステムが 2次の自己回帰モデル

によって記述されるとし，システムの状態、 Lぬならびに



列である H は，式 (ll)に示すように構成する O ただし

推移行列民の 2つの係数α1，a2は，自己回帰モデルの

由帰係数である o Xklト 1，Xklkはそれぞ、れ，状態の事前推

定と事後推定を表し，丸山 ，Vklkはそれぞれ，事前推定

誤差の分散共分散行列，事後推定誤差の分散共分散行列

である。 Kkはカルマンゲインである。

さらに，カラーマーカの高さを求める場合だけでなく，

3つの距離区間毎に出力される距離dに対しでもカルマ

ンフィルタを適用することによって，出力距離に含まれ

るノイズを譲過する。距離に対して適用するカルマン

フィルタは，カラーマーカの高さ h~こ適用するカルマン

フィルタと構成式は同じであり，ガウス雑音の分散Q，
Rの殺り扱いについても，過去M フレーム関の作業者

の移動速さ Uにしきい値 Thvを設定することによって，

しきい値 Thvを境界として 2通りに調整する。以上の

ように， 3つの距離設問毎に出力される距離dに対して

カルマンフィルタを適用した結果得られる距離を，カメ

ラから作業者までの最終的な距離dとして出力する O

PTZカメラから作業者までの詑離が出力されると，

作業者の位置は作業通路入り口に設置した PTZカメラ

のカメラ!臨標系を用いて表現する。 PTZカメラのカメラ

鹿諜系における作業者の 3次元産標 (X，y， z)は，図 2(b) 

に示すように， PTZカメラの設護場所を基準として，カ

ルマンフィルタによって出力された距離dと， PTZカ

メラが作業者を踊像中央に捕捉するために必要な Pan

角8p，Tilt角。fを用いて式 (17)を用いて計算する O カメ

ラ産標系で表現される作業者の位置情報は， PTZカメ

ラを搭載した農作業ロボットが支援すべき作業者のもと

に向かうために必要な移動距離と移動方向を表現する。
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PTZカメラのズーム伎を用いた作業者カメラ間距
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Fig. 2 The measurem巴ntof the distance from a worker to 

camera using the 200m values of PTZ camera and 

the definition of worker positions in camera co-

ordinate system 

関 2

(11) 

(13) 

1. 2つの遺跡実験と商像処理システムの構成

追跡実験は，関口 30m奥行き 47mの屋外実験醤場と

(14) 

(15) 

(16) 

(17) 

(12) 

~]， H=[~] ， G=[~] 

Kk= Vklk-lHT(HVklk-lHT十R)…1

sin8p 

-sin 8tcos仇

cos 8tcos 8p 

験

Vklト l=FkVk-llk-lFkT +QGGT 

Xklk出品|トトKk(Yk-HXklk-l) 

実

O 

cos 81 

sin81 

III 

れIk=(I-KkH)れIk-l

cos 8p 

sin 8tsin 8p 

-cos 8tsin 8p 

Xklk-l=FkXトlIk-l

ぬ

1
一一九

観測値併に関する状態方程式ならびに観測方程式を構

成する。ここで，時間 hにおける状態ぬは Xk=

(Xk-l， Xk-2fで記述し過去 2フレームから現在の状態を

予測するモデルとする。ぬならびに Wkは，それぞれシ

ステムノイズ，観iRlJノイズを表し，ぬならびに Wkの平

均は 0，分散はそれぞれQならびに Rとなるスカラ

のガウス雑音である O ガウス雑音の分散Q，Rの設定髄

は2通りあり，過去M フレーム拐の作業者の移動速さ U

を，しきい{直 Tんを使って監視しながら，立ち止まりな

がら作業を行う進行が遅い作業状態と，単に歩行のみの

進行が速い作業状態の 2つの状態で設定値を自動的に切

り替えて館用する O ただし 立ち止まりながら作業を行

う際のカラーマーカの動きは，上下左右に大きく動き，

抽出されるカラーマーカの高さが大きく変動するため，

分散 Q，Rは，歩行のみを行う場合よりも大きめに調整

する。状態の推移行列である民と G，ならびに観測行
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(a) Walking: a worker walking up and down along single route in a field 

(b) Standing: a worker walking， turning， moving his arms back and forth by standing posture 

(c) Sitting: a wor‘ker side stepping， moving his arms back and forth by sitting posture 

関 3 3種類の作業における作業姿勢とカラーマーカ番号の時系列変化

Fig. 3 The time series of worker postures and color marker numb巴rsin three types of works 

臨場に隣接する舗装道路を用いて実施した。画場は畝立

されているが，作物は栽培されていない状態であった。

実験は大きく分けて 2つ実施し，最初の実験は， PTZカ

メラと作業者間の距離の計測精度を検証するため，舗装

道路上に PTZ制御可能なカメラを 1台，地上高1.5mに

設置し作業者をカメラから 1m置きに距離を遠ざけな

がら， 1mから 47mまでのsg離を計測した。ただし計

測時に被験者は立ち止まり 胸部のカラーマーカを数秒

間カメラに向けた状態で距離を計測した。一方，

実験は，聞場通路の入り口に， 1台の PTZカメラを地上

高 1.5mに設霊し被験者が片道 38mの通路に沿って

行う 3種類の往複作業を行う様子を追捗した。 3種類の

往護作業は，函3に示すように， 1)作業通路内を途中で

ち止まることなく時速約 3.6kmで往復歩行する歩行

作業 (Walking)，2) 1 m置きに立ち止まり，身体を左手

の畝に向け，立位姿勢のまま左手と右手を l秒需に 1回

の速さで前方に 2屈曲げ伸ばしする役後作業を，時速約

0.8kmの移動速さで行う立位姿勢作業 (Standing)，3) 

身体を左手の畝側に向け中腰姿勢を維持しながら 1m

横移動し座位姿勢をとった後に左手と右手を 1秒間に

l田の速さで前方に 2田曲げ伸ばしする往諜作業を，時

速約 0.7kmの移動速さで行う底位姿勢作業 (Sitting)， 

の3つである。追跡中の計灘項自は，作業者カメラ掲の

距離，作業姿勢の時系列変化，カメラ座探系における作

業者の移動軌跡，作業中にとられた作業姿勢毎の積算時

間，の 4項目である。

使用した PTZカメラは Sony製の EVI-DlOOであり，

主な仕様は， 41万画素 CCD，光学 10倍レンズ， Pan範

掴::1:1000

，Tilt範罰土250

，Pan速度 3000 I秒， Tilt速度

1250 I秒，外形Ijljji113mmx高さ 120mmX奥行き 132

mm，災笈 860gである O 実験を行った 2010年 l月29

日の天候は，間場に日が差す時間帯と，雲によって日が

桧る時陪帯が向一撮影時間内に複数閤現れる状況であっ

た。 PTZカメラの露出，ホワイトバランス.フォーカス

の調節には，カメラ標準搭載の自動調節機能を利用したo

PTZカメラから得られるアナログ映像信号は，パソコン

(OS : Windows Vista， CPU: Core2 Quad Q9650 3.0 G狂z)

に搭載した臨像入力ボード (MatroxMorphis MOR/4VD) 

を通して A/D変換し 640爾素X480薗素の 24ピット

カラー画像を寂得した。

処理プログラムの開発環境には MicrosoftVisual C + 

+ 2008を使用し画像処理部ならびに RS同232C通信に

よる PTZカメラ制御部の 2つの処理関数を独自に開発

するとともに，闘像入力ボード専舟ライブラリ (Matrox

MIL Lite 8) を用いてマルチスレッド化した。全処理の

律速因子となる画像処理速度は，約 50ms(毎秒 20フ

レーム)であった。

2. particle filter， PTZ制御，カルマンフィルタのパラ

メータ設定

particle filterの各穣パラメータについては，正面背菌

追跡吊 particlefilterと側面追跡、用 particlefilterとも，

枝子数N は 1000，重み計算窓、サイズ wは50ピクセル，

ガウス雑音 σwxは 25ピクセル， σwyは 25ピクセルとし

た。雑音の分散を ρ倍大きく設定する粒子の割合Lは

20% (200粒子)とし措率ρは2.5とした。姿勢不定と

見なす重みのしきい値 T払 は 0.1に設定した。

Pan角と Tilt角を制御する PID制御は， P制術!と D

制御を機能させ， 1制御は機能させない PD制御としたo

p制御パラメータ Kp，D制御パラメータ Kdは，限界調

整法を用いて初期パラメータを求めた後，ズーム制御の



果であるが，ズーム制御の有無に関係なく， 40mまでの

範囲であれば，誤差が一度も 1mを超えない結果を示し

ている O カメラからの距離が 15mを超えた辺りから誤

差が大きくなる地点が増え， 40mを超える地点では， 1 

mを超える誤差が発生しさらに， 45mを超えた地点で

は，カラーマーカを正しく検出できずに，距離を正確に

推定できない結巣となった。 1mから 40mの距離範囲

で得られた合計 2061個の計測値について，推定舗の標

SEEは0.2771.決定係数R2は0，9993を示したこ

とから，カラーマーカの姿勢が安定した状況では， 40m 

までの距離範囲で，距離を 1m刻みで精度よく計測でき

る結果を得た。また，実験中，舗装道路を柱来する作業

者以外の人の衣服や背景の空がカラーマーカとともに抽

出される状況も発生したが，開発した particlefilterは，

赤色と青色の境界で重みを高くする設計であったため，

赤青単色の物体に左右されず，カラーマーカを安定して

追跡した。

2. 3種類の枝複作業時の作業者遺跡結果

国5は，歩行作業(Walking)，立位姿勢作業(Standing)， 

(a) The raw data of the detected marker height and the 
height巴stimat巴dby Kalman filter 

阪 4 舗装道路上のカメラ作業者向距離の推定結果

Fig， 4 The estimated distance from camera to a wor・ker

on a paved road 

100 150 200 250 300 350 400 450 500 

Time[s] 

y 
.j，J 

Z予¥

:ピ/

(b) The estimated distance from camera to a worker 

R
2= 0.9993 

SEE = 0.2771 

Zooming 

第 4号 (2012)

同
ド
}
il
 

n
u
R
u
n
u
 

k
，u

パ斗

A
外

50 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

。。

40 

20 

{
戸
』
]
由
U
C
S回
一
官
官
由
戸
時
宗
一
日
間
由
由
工
ト

140 

120 

100 

80 

60 

{

一

ωxa]
芝
田

E
Z』

@
v
t国

E
o
zト

農業機被学会誌第 74巻

有無に関わらずカメラの動きが安定するように，ズーム

制御時は Kpを0.08，Kctを0.01に，ズームが制御されて

いない時は， Kpを0.l5，Kctを0.05に設定した。 PTZカ

メラのズーム制御では，顕{象中のカラーマーカの設定高

さH凶は 30ピクセルに設定し，ズーム倍率のステップ

幅ムbは0.03に設定した。

PTZカメラのズーム制御は，カメラと作業者間のRe:
離が 3mから 30mの範閥で機能し， 44mを超えると

particle filterはカラーマーカを追跡できなくなったこと

から， 3つの距離区間におけるカメラ作業者間距離dの

校正式は，第 l距離区間[Om:::;;d<3m]では回帰直線d=

88.l44/h十0.313(R2=0.9978， SEE=0.0671)を，第 2距

離宮関[3m:::;;d<30m]で、は 5次由帰曲線d=3.147120-

3.225750 x 10吋 z十3.519614X 1O-7z2 -6.073997 X 1O-11z3十

4.611115 X 1O-15zc 1.090235 X 1O-19
Z
5 (R2=0.9988， SEE 

=0.317911)を，第3距離区間[30m:::;;d:::;;44 m]では回帰

1家d口 547.77/h+ 12.14 (R2=0.9842， SEE=0.5842) を

使用した。ただしそれぞれの校正式を決定するために

必要な校正データは，蔀実験で 1mから 44mまでの距

離を 1m間隔で変化させながら取得した。ただし，R2 

は決定係数，SEEは推定値の標準誤差 (StandardError 

of Estimate; SEE) を示す。

カルマンフィルタに設定するガウス雑音 QとRは，

移動速さ Uに設定するしきいち髄 Tんを1.8km/hとする

ことによって，それぞれ Q=O.OOl，R=5.0 (v三三1.8km/h)， 

Q=0.008， R= 1.0 (v> 1.8 km/h)に設定した。ただし

移動速さ Uを計概するための観測時前 M は300フレー

ム(約 20秒間)とし移動速さ Uは観測時間 M の間に

作業者が進んだ距離から計算した。

1.舗装道路におけるカメラ作業者間距離の計測結果

関4(a)は，舗装道路上を作業者が移動する実験にお

いて，酪像処理によって検出されたカラーマーカの高さ

とカルマンフィルタによる誰定髄との関係を示してい

る。酪像処理により検出されたカラーマーカの高さは，

ズームの下賎よりも小さい第 1番目の距離ほ間では，時

間が経過しカメラから作業者までの距離が大きくなる

につれて，カラーマーカの高さが上下に振動しながらも

減少しはじめ，ズームが機能する第2番目の距離区間で

は，高さは， ON-OFF市H卸の自標値である 30ピクセル

付近を中心に上下に提勤しながら維持され，ズームの上

限を超える第3番自の距離区関では，高さは次第に小さ

くなか最終的に追跡不能となる距離に入ると例外的な

値を示す結果となっている。一方，カルマンフィルタに

より推定したカラーマーカの高さは，追跡不能となる第

3番目の距離区間以外では，カルマンフィルタが効果的

に機能し上下振動が抑制され，安定する結来を得た。

図4(b)は， 1m置きの設定距離に対する，カルマンフィ

ルタが最終的に出力した計灘距離の相関関係を示した結

結果および考察IV 

308 ( 60 ) 
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際 5 作業通路上のカメラ作業者i習距離と作業姿勢の時

系列グラフ

Fig. 5 The time s巴riesgraph of the detected distances 

from camera to a worker and the detected 

worker postur巴son the route in the field 

経f立姿勢作業 (Sitting)の 3韓類の往複作業について，

カメラ作業者間の艶離を計測した結来(グラフの上側)

と，作業者の作業姿勢を計測した結果(グラフの下側)

を示す。計測された距離は，往路では作業の進行ととも

に距離が大きくなり， 38m付近を折り返した復路では

次第に小さくなる結果が得られ，作業者の動きを不自然

に表現する例外値も発生していない。一方，作業姿勢の

許制結果は， 3種類の作業とも例外なく正しい姿勢が検

出される結果を得た。具体的に，歩行作業では，往路に

おいて背部のカラーマーカの姿勢6が検出され，復路に

おいて臓部のカラーマーカの姿勢 2が正しく検出され

た。姿勢 6や姿勢2以外に姿勢 5や姿勢 7，姿勢 1が一

部検出されてはいるが，歩行中にカラーマーカの傾きが

…特大きくなった状態を正しく検出した結果である。国

3 (b) と国 3(c)に示す立位姿勢作業と盛位姿勢作業時

の作業姿勢の変化は，国 5の拡大関にも示すように，往

路と復路において左側面や右側面を向けながら作業者が

腕を曲げ伸ばしする黙にとる姿勢変化と，腕の曲げ伸ば

し作業後に 1m横移動する捺にとる姿勢変化，さらには

往路から復諮に切り替わる際の姿勢変化がいずれも正し

く検出される結果を得た。立位姿勢作業と鹿{立姿勢作業

の両者のグラフを比較すると，往路では，立位姿勢が姿

勢番号令5-6の聞を推移しているのに対して，鹿位姿勢

40 
Walking (8εE=0.5225) 

三 30

Standin(g S (Sξξ=0.6153) 
8itting εε=0.5717) 

百H 由にsU3 3 2 5 

15 

2ト 10 

5 

O 
o 5 10 15 20 25 30 35 40 

The set distance from the camera to the worker [ m 1 

国 6 作業通路上のカメラ作業者間距離の推定結果

Fig. 6 The estimated distance from camera to a 

worker on the route 

は 3-4-5の関を推移している O 復銘では，立位姿勢は

0-1-2-6-7，座位姿勢は 0-6-7の中で推移し両者の作業

姿勢の違いが正しく検出される結果を得た。

関6は， 3種類の作業時の作業者の位霞について， 1m 

置きの設定距離に対する計測距離の相関関係を表現した

結果である O 推定値の標準誤差 SEEと決定係数R2は，

歩行作業がSEE=0.5225，R2ロ 0.9976，立位姿勢作業が

SEE=0.6153， R2口 0.9965，JAf立姿勢作業がSEE=0.5717，

R2 = 0.9971と，カラーマーカを静止させて計測した最初

の実験の SEE=0.2771，R2=0.9993と比較して，標準誤

SEEが2倍程度大きい値になった。さらに，誤差が l

m を超えた地点数は，全72地点中，歩行作業が7地点

(9.7%) ，立位姿勢作業が 12地点(16.6%)，JA位姿勢作業

が 11地点(15.3%)存在した。しかしながら， 1mを超

える誤差は発生したが，誤葺の最大は，歩行作業が1.458

m，立{立姿勢作業が1.283m，度位姿勢作業が1.394mと，

2mを超える極端に大きな誤差は発生せず，ほとんどの

誤差は 1mまでに収まり，さらに， 1m置きの各地点の

佼置が前後逆転して不自然に検出されることはなかった

ことから， 3種類の作業とも，作業者の位置を，おおよそ

1mの分解能で把握できる結楽であった。また， 3つの

作業とも，誤差が 1mを超えた場所には傾向が見られ，

距離が 15mから 30mのズームが機能した距離範囲と，

ズームの上限を超えた距離範聞の 2つの範闘であった。

特に 15mから 30mの距離範囲は，ズーム値と距離の関

係を表現した回帰曲線の勾配が大きくなる範聞に対応し

ており，系統誤差である可能性があった。

図7(a) は， 3種類の柱復作業時に検出した作業者の

位置を，図 2(b) に示す PTZカメラの x-y-zカメラ

控擦系の xz平面で表現した結果であり z軸に対する

横方向の変f立を示す。国 7(b)は，験出した作業者の位

置を，zy平面で表現した結果であり ，z軸に対する縦方

向の変伎を示す。 xz平面上の移動軌跡は， 3種類の作
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図 8 8種類の作業姿勢毎の消費時間

The time sp巴nton eight separate working postures 

(a) The worker positions tracked in the x-z coordinates 

3. 3韓類の作業の作業碍間と 8種類の姿勢車有時陪

図8は，歩行作業(Walking).立位姿勢作業(Standing). 

臨位姿勢作業 (Sitting)の 3韓類の往復作業について，

作業中にとられた姿勢の積算時間を計測した結楽であ

る。片道 38mを往復するための所要時間は自動計瀦さ

れ.3種類の作業の所要時間はそれぞれ，歩行作業は約 1

分 15秒(時速約 3.6km).立位姿勢作業は約 5分 30秒

(時速約 0.8km)，控位姿勢作業は約 6分 25秒(時速約 O.
7km)であった。

作業姿勢毎の積算時間は，歩行作業の場合，往路にお

いて背部のカラーマーカが姿勢6として検出され，復路

において胸部のカラーマーカが姿勢2として検出され，

姿勢2と姿勢6の積算時間が高くなる正しい結果を示し

た。立位姿勢作業の場合，姿勢6が検出される頻度が最

も多く，往路時に 1m置きに移動する時，往時時に左上

腕を前方に差し出した時 復路時に右上!痴を前方に差し

出した時，の 3つ場合に正しく検出された結果，姿勢 6

の讃算時間が他の姿勢よりも 2倍近く大きくなる結果を

得た。反対に，姿勢3は，在上腕を身体の後方に大きく

移動させなかったため，ほとんど検出されない様子も正

しく得られた。座位姿勢作業の場合，ほとんどの時間，

側面のカラーマーカをカメラに向けて作業を行ったた

め，両腕に付けられたカラーマーカの姿勢変化に対定、す

る姿勢O.1. 3， 4. 5. 7の積算時聞が高くなる結果を正

しく得た。両腕を前方に差し出した際に短時間観察され

る姿勢 5.6. 7の積算時聞が姿勢O.1. 3. 4よりも小さ

くなる様子や，姿勢 2がほとんど観察されない様子につ

いても正しく検出される結来を得た。

Fig.8 

40 

;2;[ 
5 60 ~ 
E 40ト
g. 20ト

E 103J 
O 80ト
cii 60ト

.9 40ト

22;t 

35 

災
以

T

6

4

q

J

V

 

30 

standing 
一一「一ー一. 

4 

30 

25 

R
U
 

T

高

A
内，

ι

20 

z[m] 

20 

z[m] 

15 

T 

""-'" 

A 

15 

10 

nu 

T

当

i

1

5 

7

d

A

伊

O

~ -H 

40 35 30 25 20 

z[m] 

15 10 5 

(b) The worker positions tracked in the z-y coordinates 

間 7 カメラ座標系において追跡された作業者の位置

Fig. 7 W orker positions tracked in camera coordinate 

system 

本研究では，開発した作業者の位置姿勢検出システム

について，以下に示す知見を得た。

1) 10 cm X 20 cmの大きさを持つ赤青カラーマーカを

正面，背面，左右上腕の 4つの部{立に配置した専用

作業服と，画像中のカラーマーカを追跡するため

要t高V 

業とも，柱路と復路で大きなずれが発生せず時じ l本の

経路を正しく検出できる結果を得た。 xz平面において，

立位姿勢作業時の xg[標の変動が他の 2つの作業動作

よりも大きく検出されているが，身体の旋回動作や椀の

大きな前後移動に伴ってカラーマーの位置が左右に動い

た様子が正しく検出された結果である。一方，zy王子面

において，歩行作業と立役姿勢作業時の y座標が，折り

返し地点でおおよそ1.8m付近に検出されているのに対

して，座位姿勢作業では，立位姿勢よりも 60cmほど下

方の 2.5m付近に検出されおり，立位姿勢と虚位姿勢の

姿勢高さの違いがカラーマーカの高さの違いとして正し

く検出された結果を示している。 zy平面において，臨

位姿勢作業時の y座標の変動が，他の 2つの作業動作よ

りも大きく検出されているが， 1mの横移動後，中腰姿

勢から産{立姿勢へと姿勢を上下に変化させた様子が正し

く検出された結果である。

以上のように， 3韓類の詮復作業中の被験者の{立震と

姿勢は，一度も計測不能となることなく，例外的に大き

な誤差も発生せず¥安定して計iMできる結果を得た。
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に独自に設計した 2種類の particlefilter，さらに

PID制翻する l台の PTZカメラの 3つを組み合

わせた作業者追跡システムは，検証した慮外実験

環境下において，作業者を一度も見失うことなく

機能した。

2) カラーマーカがカメラに正対した状態では，静止

する作業者の設置は， 40mまでの距離であれば，

分解能が 1mで，精度良く把握できる結果を得た。

3) カラーマーカがカメラに正対する時間が長い，歩

行，旋呂，屈伸，間椀曲げ伸ばし運動を伴った片道

38mの 3穂殺の住複作業についても，作業者の位

を極端な誤差もなく，おおよそ 1mの分解能で

把握でき，さらに作業姿勢も例外なく安定して検

出できる結果を得た0

4) カラーマーカがカメラに正対する時間が長い作業

では，カラーマーカの高さが一時的に大きな誤差

を含んで検出された場合においても，カルマンフィ

ルタは大きな例外値を発生せず距離を安定して推

定した。

5)処理速さは約 50ms(毎秒 20フレーム)であり，農

作業を行う作業者の動きをリアルタイムに近い速

さで輸出できる結果を示した。
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