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軽量な局所 2 値特徴を用いた 3 次元形状の比較
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概要：3 次元（3D）センシング技術の発展により，ボクセルや点群で表現された大規模 3D 形状データを高
速に取得することが容易になってきた．大規模 3D データから 3D 物体を検出・認識する標準的手法では，
大規模 3D データの部分から多数の局所 3D 幾何特徴量を密に抽出し，これらの局所特徴量を解析する．
しかし，これまで用いられてきた局所 3D 幾何特徴量は大規模な 3D データへの適用が現実的でなかった．
これら特徴の抽出コストが高く，かつ，高次元の実数値ベクトルとしてのメモリ使用量が多いためである．
本論文では，大規模 3D データ解析の効率化をねらい，ボクセル表現向きの軽量な局所 3D 幾何特徴量を提
案する．提案する 3DBRIEF と 3DORB は，ボクセルから 2 値特徴を直接抽出する局所 3D 幾何特徴量で，
省メモリで，かつ，抽出と比較が高速である．具体的には，局所領域の向き揃えの後，1 対のボクセル値の
大小比較が局所領域内を記述する特徴量の 1 bit を与える．このような特徴量は 2D 画像については知られ
ていたが，3D 幾何特徴では初めてである．これらの特徴量を 3D モデルの形状類似検索のシナリオで評価
した結果，提案した局所 2 値特徴量は，既存の，高次元な実数値局所特徴量と比較して特徴抽出時間とメ
モリ使用量の双方が大幅に少なく，かつ，データセットによっては同等の検索精度を示すことが分かった．
キーワード：3D 形状解析，ボクセル，3D モデル検索，局所特徴量，2 値特徴量

Lightweight Local Binary Features for Comparing 3D Shapes
Takahiro Matsuda1,a)

Takahiko Furuya1,b)

Ryutarou Ohbuchi1,c)

Received: October 30, 2015, Accepted: August 10, 2016

Abstract: Increasing popularity of three-dimensional (3D) sensing technology has produced large-scale 3D
shape data set represented by using 3D voxels or 3D point clouds. The dominant approach for detecting
3D objects from a large-scale 3D shape extract a large number of local 3D geometric features densely from
the 3D data, and a subset of these high-dimensional, real-valued local features is analyzed for detection.
However, existing local 3D geometrical features are not suitable for the purpose, as their cost of extraction as
well as storage are quite large. This paper proposes a set of novel lightweight local 3D geometric features for
eﬃcient analysis of large-scale 3D data. Proposed features, 3DBRIEF and 3DORB, are binary local features
for 3D voxels. They are fast to extract, and compact to store and compare. Each bit of the binary feature
is computed very eﬃciently by comparing values of a pair of voxels. Our experimental evaluation under
shape-based 3D model retrieval setting showed the superior computational and spatial eﬃciency over the
existing non-binary local 3D shape features. Depending on benchmark database, the proposed features are
about as accurate as the state-of-the-art local 3D shape features.
Keywords: 3D shape analysis, voxel, shape-based 3D model retrieval, local feature, binary feature
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3 次元（3D）形状の解析技術は，医療診断，ロボット制
御，地質構造解析等，幅広い分野で用いられている．近年
では，医療用 MRI やレンジスキャナ，ステレオカメラ等
のセンシング技術の進展により，大規模な（たとえば，現
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実世界の広範囲を高解像にとらえた）3D 形状を高速に取

は，実数値特徴量と比較し非常にコンパクトであるため，

得することが容易になってきた．これらの大規模 3D 形状

空間計算量の大幅な削減が見込める．また，ハミング距離

データを効果的に，かつ，効率的に解析する技術は，たと

を用いた 2 値特徴量の相互比較は，非常に高速である．本

えば，ロボットや自動運転車の環境認識，地殻構造の解析，

論文では，2D 画像のための局所 2 値特徴量である，Binary

脳血管の動脈瘤の検出等，数多くの分野で必須の基礎技術

Robust Independent Elementary Features（BRIEF）[6]，

である．

Oriented FAST and Rotated BRIEF（ORB）[30] を 3D に

大規模 3D データ解析の一例である大規模 3D シーンか

拡張した，3DBRIEF および 3DORB 特徴量を提案する．

らの物体検出では，一般的に，大規模 3D シーンから低レ

また，3D 形状から抽出された多数の局所 2 値特徴量を

ベルの局所 3D 幾何特徴量を密に，多数（たとえば 1,000

効率良く比較するため，局所 2 値特徴量の統合手法を提案

万個）抽出し，これらの局所特徴量を比較することで，3D

する．本論文では，実数値の局所特徴量の統合手法として

物体の検出を行う．高精度かつ高速な 3D 物体検出のため

広く用いられる BF 法，FV 法，VLAD 法を 2 値特徴量向

には，(1) 部分 3D 形状を高速に，かつ，コンパクトに記述

けに拡張する．

可能な局所特徴量と，(2) 局所特徴量を効率的に，かつ，効

評価実験では，提案した局所 2 値特徴量の性能（精度，

果的に比較する手法が必要である．しかしながら現状，部

特徴抽出時間，メモリ使用量）を，既存の，実数値の局所

分の 3D 形状を非常に高速に，かつ，コンパクトに（たと

特徴量と比較する．このために我々は，これまでに数多く

えば，数十〜数百 bit で）記述できる局所特徴量は存在し

の局所特徴量が提案されてきた，3D モデルの形状類似検

ない．

索のシナリオで評価実験を行う．実験の結果，提案した局

3D シーンからの 3D 物体検出をねらった先行研究の多

所 2 値特徴量は，既存の実数値特徴量と比較し，検索精度

く（たとえば，文献 [15], [34]）は，ボクセルや有向点群

は同等だが（ベンチマークに依存）
，局所特徴量 1 個あたり

で表現された大規模 3D シーンから，1,000 次元程度の局

のメモリ使用量が大幅に少なく，かつ，特徴抽出が高速で

所特徴量を密に多数抽出する．次いで，これらの局所特徴

あることが分かった．

量を効率良く比較するために，部分領域ごとに，その部分

本論文の貢献は，以下のとおりである．

領域内の多数の局所特徴量を 1 個の特徴ベクトルに統合

• 大規模 3D データ解析の計算量を削減するために，局

する．局所特徴量の統合には，たとえば，Bag-of-Features

所 2 値特徴量（3DBRIEF，3DORB）を提案した．こ

（BF）法 [8], [33]，Fisher Vector（FV）法 [27], [28]，Vector

れらは局所 3D 幾何特徴量としては初の，抽出コスト

of Locally Aggregated Descriptor（VLAD）法 [14]，局所

が低く，かつ，コンパクトな局所 2 値特徴量である．

特徴ベクトルの線形和，等が用いられる．局所特徴量の統

また，局所 2 値特徴量のための特徴統合手法を提案

合によって特徴比較の計算量が削減されるため，これらの

した．

既存手法は，比較的小規模な 3D シーンからの物体検出を
高速に行うことが可能である．
しかし，上記の既存手法群の計算効率は，より大規模な

3D データの解析には不十分である．その理由は，これら
の手法が用いる局所特徴量が高次元な実数値ベクトルとし
て表現され，かつ，抽出の計算量が大きいためである．た
とえば，Kanezaki ら [15] は約 1,000 次元，Song ら [34] は
約 2,500 次元の局所特徴量を 3D シーンから密に抽出した．

• 3D モデルの形状類似検索の評価実験において，提案
した局所 2 値特徴量が，既存の実数値特徴量と同等の
検索精度を示し，かつ，省メモリで抽出も高速である
ことを示した．

2. 関連研究
大規模な 3D シーンからの物体検出をねらった先行研究
の多くは，3D シーンの部分領域から多数の局所特徴量を抽

特徴ベクトルの各次元を 4 byte の実数値で表現した場合，

出し，これら多数の局所特徴量を部分領域ごとに 1 つの特

局所特徴量 1 個あたりのサイズはそれぞれ約 4 Kbyte，約

徴ベクトルに統合し，効率良く比較する．Song ら [34] は，

10 Kbyte である．大規模 3D データ解析では，非常に多く

室内をとらえた 3D 点群から局所特徴量を密に多数抽出し，

の（たとえば 1,000 万個以上の）局所特徴量を抽出する必

VLAD 法を用い局所特徴量を部分領域ごとに統合し，効率

要がある．そのため，既存手法は，局所特徴量を抽出する

良く物体検出を行った．Kanezaki ら [15] は，室内をとら

ための時間計算量，抽出した多数の局所特徴量をメモリ上

えた 3D ボクセルシーンから CHLAC 特徴 [17] を改良した

に保持するための空間計算量が容易に爆発する．

C3 -HLAC 特徴を密に多数抽出し，これらを部分領域ごと

本論文では，大規模 3D データ解析の計算コストの削減

にベクトルの線形和で統合することで，効率の良い物体検

をねらって，軽量な局所 3D 幾何特徴量 [21] と，局所 3D

出を実現した．CHLAC 特徴は，ボクセルマスクパターン

幾何特徴量の統合手法を提案する．提案する局所 3D 幾何

の出現頻度を特徴ベクトル化した実数値特徴量である．

特徴量は，抽出コストが大変低く，かつ，特徴量の各次元
が 0 または 1 で表現される 2 値特徴量である．2 値特徴量
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これらの手法は，3D シーンが比較的小規模である場合，
高速に物体検出を行うことができる．しかし，非常に多数
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の（たとえば，1,000 万個以上の）局所特徴量の抽出が必
要な大規模 3D データへの適用は，時間計算量と空間計算
量の双方の面で非現実的である．

3D モデルの形状類似検索や認識の分野では，これまで

3.1.1 3DBRIEF
3DBRIEF は，2D 画像向けの局所 2 値特徴 BRIEF [6] を
3D に拡張した局所 2 値特徴である．局所領域内のボクセ
ルペアのボクセル値の大小比較によりバイナリコードを生

に数多くの局所特徴量が提案されてきた．これらの局所

成し，これを特徴とする．3DBRIEF では，まず，比較する

特徴量の多くは 3D 形状の比較に効果的であることが示さ

ボクセルペアをあらかじめランダムに N 組用意する．式

れた．しかしその一方で，これらの局所特徴量は，抽出の

(1) より，ペアのボクセル値の差が正であれば 1，負であれ

計算コストが高く，かつ，高次元な実数値特徴量であるた

ば 0 を割り当て，バイナリ符号 τ を生成する．式 (1) にお

めにメモリ消費が大きい．たとえば，3D の有向点群モデ

ける a，b はペアのボクセル座標値 (x, y, z) であり，vox (a)

ルから抽出される BF-LSF [23] は，625 次元の実数値特徴

は局所領域における座標 a のボクセル値である．ペア比

であり，1 特徴あたり 2,500 Byte のメモリを必要とする．

較を N 組行うため，3DBRIEF は N ビットの 2 値特徴で

また，3D のボクセルモデルから抽出される VSIFT [26]，

ある．

C3 -HLAC [15]，3DSURF [16] はそれぞれ，1,280 次元，981
次元，162 次元の実数値特徴量であり，1 特徴量あたりのメ
モリ使用量はそれぞれ，5,120 Byte，3,924 Byte，648 Byte
である．
近年，2D 画像の検索や識別の分野において，局所 2 値特
徴量が数多く提案されている（たとえば，文献 [6], [30]）．
これら 2D 画像向けの局所 2 値特徴量は，抽出の手間が少
なく，従来の実数値の局所特徴量（たとえば SIFT [20] や

SURF [5]）と比較してコンパクトである．また，ハミング
距離を用いた局所 2 値特徴量の相互比較は非常に効率良く
計算可能であるため，特徴点マッチング等の高速化に有効
である．BRIEF 特徴量 [6] は，2D 画像の局所領域からラ
ンダムに選ばれた画素ペアの画素値の大小比較により生成
される．ORB 特徴量 [30] は，2D 回転に対する不変性を獲
得するために局所領域の回転正規化を行い，その後，回転
正規化した局所領域を BRIEF 特徴量で記述する．本論文
では，これら 2D 画像向けの局所 2 値特徴量 [6], [30] を 3D
ボクセル向けに拡張した，軽量な局所 3D 幾何特徴量を提
案する．

3. 提案手法
本章では，3D 形状のための局所 2 値特徴の抽出（3.1
節），局所 2 値特徴量の統合手法（3.2 節），および，これ
ら手法を用いた 3D 形状類似検索の処理（3.3 節）について
説明する．

3.1 局所 2 値特徴の抽出



τ (a, b) =

1,

if vox (a) < vox (b)

0,

otherwise

(1)

本論文では，予備実験より N = 256 を用いる．3DBRIEF
のアルゴリズムは単純なボクセルペア比較のため処理が軽
く，抽出される局所特徴は非常にコンパクトである．また，

3DBRIEF は 2 値特徴であるため，ハミング距離を用いた
特徴間の比較が高速である．2 値特徴 1 対のハミング距離
は，XOR 命令とビットカウント命令を組み合わせて計算
できる．3DBRIEF 特徴は局所領域の 3D 回転に対する不
変性を持たない．

3.1.2 3DORB
3D ORiented BRIEF（3DORB）は，3DBRIEF に局所
領域の 3D 回転不変性を付与した 2 値特徴である．局所領
域内のボクセル群から 3D の回転行列を求め，求めた回転
行列で局所領域を回転する．ただし，回転後のボクセル座
標値の微小なずれによりボクセル値が変化する可能性があ
るため，本正規化処理は回転に対して頑強であるが，完全
に不変ではない．その後，回転した局所領域を 3DBRIEF
特徴で記述する（図 1 (a)）
．本論文では，2 種類の回転行列
の計算方法を比較する．1 つ目は重心（Center of Gravity，

CG）に基づき正規化する 3DORB-CG（3.1.2.1），2 つ目
は Principal Componet Analysis（PCA）に基づき正規化
する 3DORB-PCA（3.1.2.2）である．
さらに本論文では，ボクセルの微小な位置ずれや，ボク
セル生成時の測定誤差等のノイズに対する頑強性を得る
ため，比較するペアの小領域を平滑化する手法を提案する

本節では，ボクセルで表現された 3D 形状から抽出する
局所 2 値特徴を提案する．ボクセルは，医療診断や 3D シー
ン解析等の場面で最も頻繁に用いられる 3D 形状表現の 1
つである．本研究で用いるボクセルデータのボクセル値は，

1（ボクセルが存在する）または 0（ボクセルが存在しない）
の 2 値で表現される．提案手法は，BRIEF [6]，ORB [30]
を 3D のボクセルに拡張した 3DBRIEF，3DORB の 2 種
類である．

図 1 3DORB 特徴の抽出

Fig. 1 Extraction of 3DORB feature.

c 2016 Information Processing Society of Japan
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（3.1.2.3）．

る．これら 2 つの主成分ベクトルの方向は未定のため，局

3DORB は，局所領域を回転正規化する際に，局所領域内

所領域の重心を利用し 2 つの主成分ベクトルの方向を一意

のすべてのボクセルを走査する必要があるため，3DBRIEF

に決める．各主成分ベクトル pv の方向を定めたベクトル

と比較して特徴抽出の計算量が増加する．この問題を抑制

pv  は，局所領域の中心と重心を結ぶ重心ベクトル gv を

するため，回転行列を求める局所領域を縮小する（3.1.2.3）
．

用いて以下の式 (4) により決定する．3 軸目は，2 つの主成

2D 画像向けの ORB 特徴は，比較する画素ペアを統計的

分ベクトルの外積により求める．最後に，得られた 3 つの

学習により選択する．しかし，3DORB を用いた我々の予

ベクトルから回転行列を作成する．回転正規化後の特徴領

備実験では，学習によるペア選択とランダムペア選択に大

域を 3DBRIEF 特徴で記述する．

きな精度差は見られなかった．そこで，3DORB はランダ
ムにペアを N 組選択する．本論文では N = 256 を用いた．

pv  = sign(pv · gv) × pv

(4)

3.1.2.3 3DORB-CG-L，3DORB-CG-L-R

3.1.2.1 3DORB-CG
3DORB-CG の局所領域の回転正規化法は，2D 画像向

3DORB 特徴は，1 ボクセルのボクセル値のペア比較によ

けの ORB 特徴の考え方に基づく．図 2 に，重心による

り生成される．1 ボクセルのボクセル値に依存する 3DORB

局所領域の回転正規化の流れを示す．まず，画像モーメ

特徴は，形状情報を十分にとらえられず，また，ボクセル

ント [12] を 3D に拡張した式 (2) より，局所領域内のボク

の微小な位置ずれ等に対する頑強性が低い可能性がある．

セル値に関する 0 次モーメント，および，1 次モーメント

本論文では，1 ボクセルのボクセル値によるペア比較の

mpqr を求める．0 次モーメント m000 はボクセル値の総和

代わりに，小領域におけるボクセル値の総和のペア比較に

であり，m100 は x 軸，m010 は y 軸，m001 は z 軸の 1 次

よりバイナリ符号を生成する．小領域のボクセル値の総

モーメントである．各軸の 1 次モーメントを 0 次モーメン

和を効率良く計算するために，3D のインテグラルイメー

トで正規化した式 (3) より重心を求める．x，y ，z はボク

ジ [7] を利用する．小領域におけるボクセル値の総和のペ

セルの座標値，vox はボクセル値である．

ア比較を 3DORB-CG に導入した特徴を，3DORB-CG-L

mpqr =


x,y,z



(x, y, z) =

と呼ぶ．

xp y q z r vox (x, y, z)
m100 m010 m001
,
,
m000 m000 m000

(2)



3DORB は，局所領域を回転正規化する際に，1 辺 m ボ
クセルの局所領域内の全ボクセル（m3 個）を走査する必

(3)

次いで，式 (3) より求めた重心と局所領域の中心を結ぶ
ベクトル（重心ベクトル）を求める．さらに，その重心ベ
クトル軸から最遠ボクセルを求め，その最遠ボクセルと重
心ベクトル軸を結ぶベクトル（垂線ベクトル）を求める．
最後に，重心ベクトルと垂線ベクトルの外積ベクトルを求
める．これら 3 つのベクトルから行列を生成し，その逆行
列を回転行列として用いる．局所領域を回転行列により回
転させた後，3DBRIEF 特徴で記述する．

3.1.2.2 3DORB-PCA
3DORB-PCA は，PCA を用いて回転正規化を行う．回

要があるため，3DBRIEF と比較して特徴抽出の計算量が
増加する．そこで，回転行列を求める領域を 1 辺 r ボクセ
ル（r < m）の小領域に縮小することで計算コストを削減
する．小領域化した回転正規化法を 3DORB-CG-L に導入
した特徴を，3DORB-CG-L-R と呼ぶ．

3.2 局所 2 値特徴量の統合
多数の局所特徴量を効率良く比較するため，局所特徴量
の統合を行う．本節では局所 2 値特徴量向けの統合手法を
複数提案し（図 3）
，4 章の実験で，これらの統合手法を互
いに比較する．

転行列の生成に必要な 3 つのベクトルのうち 2 つは，局所
領域内のボクセルの共分散行列に対し PCA を適用して得
られる第 1 主成分ベクトルと第 2 主成分ベクトルを用い

図 2 重心による局所領域の回転正規化

Fig. 2 Rotation normalization of voxels using Center-ofGravity.

c 2016 Information Processing Society of Japan
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Fig. 3 Aggregation of the set of local binary features.
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3.2.1 binary Bag-of-Features
binary Bag-of-Features（bBF）法 は ，Bag-of-Features
（BF）法 [8], [33] を局所 2 値特徴向けに改良した統合手
法である．

bBF 法は，コードブック学習とベクトル量子化の 2 つの
処理からなる．コードブックは，データベース等から抽出
したすべての局所 2 値特徴群，または，サブサンプリング
した局所 2 値特徴群をクラスタリングすることで学習され
る．BF 法が L2 距離に基づいてクラスタ重心（コードワー
ド）を求めるのに対し，bBF 法はハミング距離を利用して
コードワードを求める．クラスタ重心は，2 値ベクトルに

図 4 局所 2 値特徴を用いた 3D 形状類似検索

Fig. 4 Shape-based 3D model retrieval using local binary
features.

おける各次元の中央値を選択することで計算される．ハミ
ング空間でクラスタリングを行うため，bBF 法のコード
ワードも 2 値ベクトルである．我々はハミング距離に基づ
く k-means++ [2] 法をクラスタリングに用いた．
ベクトル量子化は，抽出された局所 2 値特徴がコード
ブックのどのコードワードにハミング距離で最も近いか探
索し，局所 2 値特徴を最近傍コードワードへ割り当てる処
理である．各コードワードの出現頻度ヒストグラムが統合

図 5 3D モデルのボクセル化の例

特徴（bBF 特徴）となる．部分領域や 3D モデルから抽出

Fig. 5 Converting a polygonal 3D model to a voxel model.

された多数の局所特徴が，1 つの bBF 特徴に統合されるた
め，効率の良い形状比較を行うことができる．bBF 特徴の

似の統合手法である．ただし，BMM-FV は bVLAD と異

次元数は，コードワード数 k に等しい．

なり，差分ベクトルに対して確率的重み付けを行って局所

3.2.2 binary VLAD

特徴群を統合する．これら確率的重みは，コードブック学

binary VLAD（bVLAD）法は，Vector of Locally Ag-

習時にクラスタごとに計算される．また，bVLAD は，局所

gregated Descriptors（VLAD）法 [14] を局所 2 値特徴向け

特徴が 1 つのコードワードに割り当てられるが，BMM-FV

に改良した統合手法である．bVLAD 法のコードブックは，

は，局所特徴がすべてのコードワードに重み付きで割り当

bBF 法と同様，ハミング距離の k-means クラスタリング

てられる．

を用いて学習する．

統合特徴ベクトル（BMM-FV 特徴）にパワー正規化と

bVLAD 法は，局所 2 値特徴と，その最近傍コードワード

L2 正規化を施す．BMM-FV 特徴の次元数は，局所特徴の

との差分ベクトルを用いて統合特徴を生成する．差分ベク

bit 数を d，コードワード数（BMM の混合数）を k とした

トルは，2 値特徴の各 bit を次元ととらえ，局所特徴とコー

とき，d × k である．

ドワードの次元ごとの減算によって計算される．すなわち，
差分ベクトルの要素は，{−1, 0, 1} の 3 値のいずれかをと
る．差分ベクトルをコードワードごとに蓄積し，すべての

3.3 局所 2 値特徴を用いた 3 次元形状類似検索
本節では，提案した局所 2 値特徴と統合手法を用いた，

コードワードの蓄積ベクトルを連接することで bVLAD 特

3D 形状類似検索の処理について説明する（図 4）．各処理

徴を得る．文献 [27], [28] と同様，パワー正規化と L2 正規

は 3D モデルのボクセル化（3.3.1 項），マルチスケールな

化を用いて bVLAD 特徴を正規化する．bVLAD 特徴の次

局所領域の設定（3.3.2 項），局所 2 値特徴の抽出・統合と

元数は，局所特徴の次元数（bit 数）を d，コードワード数

統合特徴の比較（3.3.3 項）で構成される．

を k としたとき，d × k 次元である．

3.3.1 ポリゴン 3D モデルのボクセル化

3.2.3 BMM-FV

提案した局所 2 値特徴（3DORB 等）は，3D 形状がボ

Uchida らの Fisher Vector of Bernoulli Mixture Model

クセル表現であることを想定する．3D モデルの形状表現

（BMM-FV）法 [35] は，Fisher Vector（FV）[27], [28] 法を

がポリゴンスープやポリゴンメッシュ等の面表現である場

局所 2 値特徴向けに改良した統合手法である．

FV 法のコードブックは各コードワードがガウス分布で

合には，まず，これをボクセル表現に変換する．ボクセル
表現には Solid（中身が詰まったボクセル）と Surface（表

表現されるのに対し，BMM-FV 法は各コードワードをベル

面のみのボクセル）が考えられるが，本論文では，Solid，

ヌーイ分布で表現する．BMM-FV 法は，局所特徴とコー

Surface の両方を評価する（図 5）．ボクセル値は，各ボク

ドワードとの差分ベクトルを蓄積する点で bVLAD 法と類

セル内にポリゴンが存在すれば 1，存在しなければ 0 の 2
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213 ˜573 とした（ベンチマークに依存）．抽出した局所 2 値

値で表現される．

Solid ボクセルは Abdellah のボクセル化手法 [1] を用
3

特徴群は bBF 法，bVLAD 法，BMM-FV 法で 3D モデル

い 128 の Solid ボクセルを生成する．まず，表面だけの

あたり 1 つの特徴に統合される．3D モデル間の距離は，

Surface ボクセルを生成し，ﬂoodﬁll アルゴリズムを用い

これらの 3D モデルの統合特徴を距離比較することで計算

Surface ボクセルの中身を埋め Solid 化する．

される．距離尺度には，L0.5 距離（式 (5)），L1 距離（式

Surface ボクセルは Baert らの Out-Of-Core Sparse Voxel
3

Octree [3] を用い 128 の Surface ボクセルを生成する．階

(6)），L2 距離（式 (7)）を用いる．本論文では，これら 3
つの距離尺度の中で最も高精度な距離尺度を採用した．

層化した 8 分木構造を用い 3D モデルを細分化することで
ボクセルを生成する．ボクセル化の必要がない部分は細分

dL0.5 (xi , xj ) =
dL1 (xi , xj ) =

ファに格納する．

Surface ボクセルは表面部分のみのボクセル化のため特
徴抽出時に 3D モデルの形状情報を十分にとらえられない
可能性がある．そこで，Surface ボクセルに 3D の Gaussian
フィルタを適用し，ボクセルモデルに厚みを持たせる．こ
のときボクセル値は多値となる．Gaussian フィルタは 53
3

2
xia − xja

(5)

a=1

化しないため，高速なボクセル生成が可能である．最後に，

Solid，Surface ボクセルをそれぞれ 1503 のボクセルバッ

 n


dL2 (xi , xj ) =

n

a=1
n


| xia − xja |
(xia − xja )

(6)
2

(7)

a=1

4. 実験結果
本章では，3D モデルの形状類似検索のシナリオで，提案

のフィルタを使用し，適用後は 132 ボクセルとなる．

した局所 2 値特徴量（3DBRIEF および 3DORB）を，既

3.3.2 マルチスケールな局所領域の設定

存の実数値の局所特徴量と比較する．実験では，これらの

2D の画像特徴の場合，特徴抽出点の設定は FAST [29] や
SIFT [20] による顕著点検出で決めることが多い．しかし，
画像認識・検索において顕著点よりもランダムかつ密に抽

局所特徴量を用いて 3D モデルを検索した際の検索精度，
特徴抽出時間，特徴のメモリ使用量を比較する．
評価実験には 4 つのベンチマークを用いる（図 7）．1

出点を決める方が高精度となる場合が多い．3D 形状類似

つ目の McGill 3D Shape Benchmark（MSB）[22] は，姿

検索においても同様の傾向がある（たとえば文献 [10]）た

勢変化のある動物や眼鏡等，10 カテゴリ，255 個の 3D

め，本論文でもボクセル値が非ゼロの座標点からランダム

モデルで構成される．2 つ目の Princeton Shape Bench-

かつ密に特徴抽出点をサンプリングする．特徴抽出のため

mark（PSB）[32] は，PSB は人，動物，飛行機等，92 カ

の局所領域は抽出点を中心とした m × m × m 領域となる．

テゴリ，907 個の剛体 3D モデルで構成される．3 つ目の

ボクセルモデルのスケール変化に対する不変性を得るた

Engineering Shape Benchmark（ESB）[13] は，パイプ，歯

め，ボクセルをマルチスケール化する．ボクセルモデルに

車等，45 カテゴリ，867 個の機械部品 3D モデルで構成され

対し，x, y, z の各軸方向に 1/2 にダウンサンプリングし解

る．4 つ目の SHREC 2011 Non-Rigid watertight meshes

像度を落としたボクセルモデルから局所 2 値特徴を抽出す

（SH11NR）[19] は MSB 同様，30 カテゴリ，600 個の姿勢

る（図 6）
．局所領域サイズを大きくする必要がないため，

変化 3D モデルで構成される．

計算量の増加を抑えられる．本論文では，4 つの解像度レベ

いずれのベンチマークも，ベンチマーク内の 3D モデル

ルを用いる．たとえば，1283 のボクセルモデルの場合，各

群のうち 1 つを検索要求とし，それ以外の 3D モデル群を検

レベルのボクセル解像度は，1283 ，643 ，323 ，163 である．

索対象とする．精度の評価尺度は Mean Average Precision

3.3.3 局所特徴の抽出・統合および統合特徴の比較
ランダムかつ密にサンプルした多数の特徴抽出点の各々

（MAP）[%] と First Tier（FT）[%] を用いる．MAP は検
索結果を上位から走査し，正解が検索された時点における

から局所 2 値特徴を抽出する．本論文では，3D モデルあ
たり 5,000 個の局所特徴を抽出する．局所領域のサイズは

図 6

多重解像度階層（4 レベル）から局所特徴抽出

Fig. 6 Feature extraction from multi-scale (4 levels) voxel
pyramid.
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図 7

評価用ベンチマークに含まれる 3D モデルの例

Fig. 7 Example 3D models from the four benchmark datasets.
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表 1 提案手法の比較

表 2

Table 1 Comparison of the proposed algorithms.

検索精度比較（Surface ボクセル）

Table 2 Comparison of retrieval accuracies.

適合率の平均である．FT は検索要求 Q が属するカテゴリ
のモデル数を q とした場合の，検索結果上位 q 個中に含ま
れる正解モデルの割合である．MAP，FT は数値が高いほ
ど高精度を示す．
本実験に用いるベンチマークが含む 3D モデルはすべて

表 3 ボクセル化の違いによる検索精度の比較

Table 3 Retrieval accuracy in MAP [%] for 3D model bench-

ポリゴンメッシュで表現されるため，これらポリゴンメッ

mark databases that consists only of solid models.

シュをボクセルに変換してから 3DBRIEF および 3DORB
特徴量を抽出する．4 つのベンチマークのうち，MSB，

ESB，SH11NR に含まれる 3D モデルは watertight であ
る．一方で PSB は watertight でない 3D モデルを含む．
したがって，MSB，ESB，SH11NR においては solid ボク
セルと surface ボクセルの双方を用い，PSB では surface
ボクセルのみを用いる．
計算環境は，CPU が Intel Xeon E3-1245（2.80 GHz），

たため，回転正規化の効果が確認できる．重心（CG）を用

メモリが 128 GByte，プログラムはシングルスレッド動作

いた回転正規化が PCA を用いる場合よりも高い精度を示

である．

した．

4.1 検索精度の比較

特に，PSB や ESB において 3DORB-CG と比較し精度が

3DORB-CG-L は，提案手法中で最も高い精度を示した．
表 2，表 3 に，提案手法と既存手法（BF-LSF [23]，BF-

5%以上改善された．PSB，ESB は同一意味カテゴリ内の形

DSIFT [10]，SV-LSF [11]，SV-DSIFT [11]，3DLBP [21]）の

状の分散が大きいため，局所領域における小領域のボクセル

検索精度を示す．BF-LSF は 3D 形状の姿勢変化に頑強な

値の総和（平滑化）を行ったことで，3D モデルの微小な形

特徴であるため，MSB と SH11NR で高精度を示す．BF-

状の違いに影響されにくくなったと考えられる．回転正規

DSIFT は多種多様なモデルを含む PSB で高精度を示す．

化の計算量を削減した 3DORB-CG-L-R は，3DORB-CG-L

SV-LSF，SV-DSIFT は，3D モデル検索の国際コンテス

と比較し精度がやや低下した．縮小した領域から回転行列

トの評価ベンチマーク [18], [31] で他手法よりも高い精

を求めたため，回転正規化の精度が低下したためである．

度を示す手法である．3DLBP [4], [9], [21] は，画像特徴

3DORB-CG-L と既存手法（BF-LSF と BF-DSIFT）を

LBP [24], [25] を 3D のボクセルデータに拡張した軽量な

比較すると，姿勢変化ベンチマーク（MSB，SH11NR）で

特徴量である．実験では文献 [21] の 3DLBP を用いる．文

は，3DORB-CG-L の精度は最も高精度な BF-LSF に迫

献 [4] および [9] の 3DLBP との違いは，文献 [21] の 3DLBP

る．PSB，ESB では，3DORB-CG-L の精度は最高精度の

は回転不変な特徴量でない点，部分領域から抽出された特

BF-DSIFT と比較し，やや低下した．しかしながら，提案

徴量を局所特徴量として統合する点である．提案手法の

した局所特徴量は，256 組のボクセルペアの比較という非

統合手法はすべて bBF 統合である．また，提案手法中の

常に単純な演算の結果得られた 256 bit の 2 値特徴である

Solid の記述がない手法はすべて Surface ボクセルでの実

もかかわらず一定の精度を示した．

験結果である．提案手法群を表 1 にまとめる．表 1 中の

“N” は局所領域の回転正規化処理の有無，“L” は小領域ボ
クセルペアによる比較処理の有無，“R” は回転正規化コス
トの削減の有無を示す．

4.2 抽出特徴数による検索精度変化
図 8 に，提案手法（3DBRIEF，3DORB）の抽出特徴数
と検索精度の関係を示す．図 8 のグラフの縦軸は検索精

回転正規化を加えた 3DORB-PCA や 3DORB-CG は回

度（MAP [%]），横軸は抽出特徴数を示す．Surface PSB，

転正規化を行わない 3DBRIEF と比較し検索精度が向上し

Solid ESB で抽出特徴数を多くした場合に高精度を示した．
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図 8 1 モデルあたりの抽出特徴数と検索精度

Fig. 8 Number of features per 3D model and accuracy.

図 9 各統合方法の検索精度（MAP [%]）

Fig. 9 Retrieval accuracy in MAP [%] by using seven aggrega-

特徴数の増加により，ボクセルモデルの隅々から特徴抽出

tion methods.

できたために精度が向上したと考えられる．各ボクセル局
所特徴量は，特徴数が 2,000 以下の場合，精度が低く，特徴
数が 5,000 以上でほぼ精度は飽和した．特徴数 10,000 は，

4.4 局所 2 値特徴の統合手法の比較
図 9 に，局所 2 値特徴量の統合手法の精度比較を示す．

5,000 と比較しやや高精度であるが，大きな精度差はない．

図 9 中の縦軸は検索精度（MAP [%]），横軸はクラスタ

4.3 Solid ボクセルと Surface ボクセルの比較

ワー正規化，“+L2” は L2 正規化を統合特徴に施したこと

数（コードワード数）である．また，図 9 中の “+P” はパ

表 3 は，ボクセル化手法の違いによる検索精度比較であ

を示す．3D モデルの特徴は 3DORB-CG-L を用い，局所

る．ESB では，Solid，Surface の精度はほぼ変わらなかっ

特徴数は 3,000 とした．bBF のクラスタ数は固定であり，

た．ESB は，体積が小さく，薄い CAD 部品（鉄板等）を

ESB（図 9 (a)）は 10,000，SH11NR（図 9 (b)）は 50,000

多く含む．そのため，Surface ボクセルと Solid ボクセルに

を用いた．bBF 特徴の比較には L1 距離，bVLAD 特徴と

大きな差異がなかったことが原因と考えられる．

BMM-FV 特徴には L2 距離を用いた．

一方で，MSB，SH11NR では，Solid ボクセルから 3DORB-

本実験の結果，ベンチマークによっては BMM-FV が

CG-L および 3DORB-CG-L-R 特徴量を抽出した際の検索

bBF と bVLAD と比較しやや高い検索精度を示したが，大

精度が高い．MSB と SH11NR に含まれる人や動物等の

幅な精度改善は見られなかった．

3D モデルは一定の体積を持つ．局所領域において，小領

SH11NR（図 9 (b)）において，bVLAD は bBF に迫る

域内のボクセル値の総和を比較する特徴量（すなわち，

検索精度を示したが，ESB（図 9 (a)）では検索精度が低下

3DORB-CG-L と 3DORB-CG-L-R）は，3D 形状の体積情

した．bVLAD は局所 2 値特徴量とその最近傍コードワー

報をとらえたために，検索精度が向上したと考えられる．

ド間の差分ベクトルを利用して統合する手法であるが，差

一方で，3DBRIEF 等の手法は 1 ボクセルのみ比較し特徴

分ベクトル要素のとりうる値は {−1，0，1} の 3 値のみで

を生成する（体積情報をとらえない）ため，ボクセル化の

あるため，識別力の高い統合特徴を記述できなかったと考

違いによる検索精度の変化がほとんどなかったと考えら

えられる．

れる．

ESB（図 9 (a)）において，BMM-FV は bBF と比較しやや
高い検索精度を示した．SH11NR（図 9 (b)）では BMM-FV
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3D モデル検索の処理時間（PSB，1 モデルあたり）

Table 4 Execution timings for processing a query.

3D モデル 1 個から比較的多数（5,000 個）抽出されるにも
かかわらず，3D モデルあたりのメモリ使用量は 160 kByte
とコンパクトである．BF-DSIFT や BF-LSF 等の既存手
法と比較しても，3DBRIEF や 3DORB のメモリ使用量は

1/10 以下と大幅に少ない．bBF，bVLAD 等の統合後の統
合特徴のメモリ使用量はクラスタ数に依存するため，各手
法のメモリ使用量はほぼ変わらない．

5. まとめと今後の課題
表 5

本論文では，大規模 3D データ解析の計算コストの削減
各手法の特徴のメモリ使用量（PSB）

Table 5 Memory footprints of features in typical usage.

をねらって，ボクセルで表現された 3D 形状を，高速に，
かつ，コンパクトに記述可能な局所 2 値特徴量を提案し
た．提案した 3DBRIEF 特徴量および 3DORB 特徴量は，
局所領域内に定めた 1 対のボクセルの値を比較して計算す
るため，特徴抽出が高速である．また，いずれも 2 値ベク
トル特徴量であり，従来の実数値特徴量に比べ大幅にコン
パクトである．抽出が高速でかつコンパクトな 2 値ベクト
ルを特徴量とする局所 3D 幾何特徴量は，本論文で提案し
た 3DBRIEF および 3DORB が初めてである．また，多数
の局所 2 値特徴量を効率良く比較するための特徴量統合手

は bBF よりやや低精度である．正規化手法ではパワー正規

法を複数提案した．

化と L2 正規化を適用した手法が高精度を示した．BMM-

提案した特徴を 3D モデルの形状類似検索のシナリオで

FV は，確率に基づいた差分（差分ベクトルの要素が実数

評価した．提案した局所 2 値特徴量は，既存の実数値特

値）を用いるため，bVLAD と比較し検索精度は高いもの

徴量と比較し，検索精度がほぼ同等で（ベンチマークに依

の，bBF と比較し大幅な精度改善は見られなかった．

存），局所特徴量 1 個あたりのメモリ使用量が大幅に少な
く，また特徴抽出が高速であることを示した．

4.5 提案手法の計算コストと特徴のメモリ使用量

今後の課題は計算効率のさらなる改善である．たとえば，

表 4 に提案手法と既存手法の 3 次元形状類似検索にお

3DORB 特徴量よりも bit 数が少なく，かつ，回転正規化処

ける処理時間を示す．表中の “特徴抽出” は検索要求から

理が高速な局所 2 値特徴量について検討する．3DORB-L-R

の局所特徴抽出時間，“統合処理” は検索要求の局所特徴群

法は，回転行列を高速に求めるために走査する領域を一部

のベクトル量子化時間，“距離計算” は検索要求と検索対象

に限定したが，本アプローチが速度と精度の両面で最適で

3D モデル群との類似度計算時間を示す．ボクセル化には

あるとは限らない．今後は別のアプローチ，たとえば，局

Gaussian フィルタの処理時間が含まれ，局所特徴抽出には

所領域の解像度を落とした後に，低解像度な領域全体から

ボクセル化とマルチスケール化の処理時間が含まれる．評

回転行列を求める手法等を検討する．また，提案した局所

価ベンチマークは Surface ボクセル化した PSB である．

2 値特徴を GPU で実装することで，よりいっそうの高速

特 徴 抽 出 時 間 は 3DBRIEF が 0.12 s と 高 速 で あ る ．

化を検討したい．さらに，レンジスキャナで獲得した 3D

3DORB-CG と 3DORB-CG-L は 10 s と遅く，これら手法

シーンや医療用 MRI で獲得した 3D 血管画像等，実際の

は局所領域の回転正規化に多くの時間を費やしている．計

3D データへの応用も検討する．

算コストを抑えた 3DORB-CG-L-R は特徴抽出時間 0.76 s
と高速である．3DORB-CG-L と比較すると検索精度は若

参考文献

干低下するものの，3DORB-CG-L-R は提案手法中では，

[1]

検索精度，計算速度ともに高い性能を示す．検索の合計時
間で比べても，3DORB-CG-L-R は 3DBRIEF に次いで 2

[2]

番目に速い．
表 5 に各手法の局所特徴が占有するメモリ使用量を示

[3]

す．局所特徴 1 個あたりのメモリ使用量は，2 値特徴である

3DBRIEF や 3DORB は 32 Byte であり，他の実数値特徴
と比較して大幅に小さい．また，3DBRIEF や 3DORB は，

c 2016 Information Processing Society of Japan


[4]

Abdellah, M.: voxelizer2, available from https://github.
com/marwan-abdellah/voxelizer-2/
Arthur, D. and Vassilvitskii, S.: k-means++: The
Advantages of Careful Seeding, Proc. ACM-SIAM,
pp.1027–1035 (2007).
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