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狭帯域多波長画像ピラミッドを用いた生体マッチング方法の検討
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近年，拡張現実感を用いて臓器の内部情報の可視化支援を行う手術ナビゲーションシステ
ムが期待されている．手術支援の実現には非剛体変形を伴う臓器のフレーム間マッチングが必要であるが，
臓器は変形の自由度が高く正しいマッチングを行うのは容易ではない．本研究では波長帯域の異なる狭帯
域波長画像から画像ピラミッドを構築することで，変形組織において頑健かつ密なマッチングを行う方法を
提案する．提案手法では，画像ピラミッドにより概形から局所領域へとマッチング領域に制限を行い，密な
マッチングを実現する．評価実験では，単一波長でテンプレートマッチング，ピラミッドマッチングを行っ
た場合と比較し，より誤差の小さいマッチングを行うことができる波長の組み合わせがあることを確認した．
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近年，拡張現実感（Augmented Reality, AR）を用
いた手術ナビゲーションシステムの実現が期待されて
いる [1]．隠れている血管などの情報を AR により重
畳表示することで術者のサポートを行うものである．
一般に，臓器に代表される生体は変形を伴う非剛体柔
軟物であり，AR 重畳で表示するモデルと臓器の間の
対応付けが困難である．また，手術中の臓器にマーカ
を貼ることは困難なため，マーカレスな対応付けの方
法が必要である．本研究では，非剛体柔軟物の組織変
形に対して，マーカを必要としない頑健なマッチング
を実現することを目的とする．
光が物体内に入り込む深さは，その波長に依存する
性質がある．また，照射する光の波長を限られた狭い
波長に絞ることで特定の組織を強調表示する狭帯域光
計測（Narrow-band Imaging, NBI）[2] と呼ばれる技
術がある．可視光領域において，短波長の狭帯域画像
では光が組織表面で反射するため表面のテクスチャと
いった局所的な構造をよく表す．一方，長波長の狭帯
域画像では，光が組織深部に侵入する過程で隣接組織
に屈折・反射を繰り返す結果，組織深部の構造を反映
すると同時に表面の低周波な構造パターンをよく表す．
これらの特性を有効に利用することで，より頑健な画
像パターンのマッチングが可能になると考えられる．
本研究では，波長帯域の異なる狭帯域波長画像を組
み合わせることで，変形組織を頑健かつ密にマッチン
グする方法を提案する．短波長や長波長特有の画像特
徴や性質を利用することで，大域的な領域から局所的
*1 大阪大学大学院情報科学研究科
*2 大阪大学サイバーメディアセンター
*3 大阪大学大学院基礎工学研究科

ⓒ 2017 Information Processing Society of Japan

な変形領域へ階層的にマッチングする．

2

関連研究

2.1 分光イメージング
分光イメージング技術は，リモートセンシングやバ
イオイメージングなど様々な分野で活用されている．
医療の分野においては，特に NBI が有名である．ヘ
モグロビンの吸光ピークである 415 nm と 540 nm 付
近の狭帯域光を当てることにより血管を強調し，病変
部位を可視化する．しかし，画像間のマッチングのた
めに設計されたものではない．
分光イメージング技術としては他に，近赤外光（Near-

Infrared, NIR）イメージングが挙げられる．早川らは，
NIR を用いて皮膚下にある異物を検出している [3]．ま
た，三浦らは近赤外分光画像を用いることで血管像の
ぼけ改善を行っている [4]．一方，本研究では変形組
織表面の構造を強調して局所的な変形を密に取得した
いため，NIR ではなく可視光を用いる．

2.2 連続画像の対応付け問題
AR 手術支援を実現するためには，非剛体変形を伴

う生体が写る連続画像フレーム間において，それらの
位置関係のマッチングを行わなければならない．剛体
変形の場合においては，変形が平行移動や回転などの
幾何変換で表せるため，画像間の対応付け問題を解く
のは比較的容易である．一方で臓器のような自由度の
高い非剛体変形では，領域ごとに変形が異なるため全
体の変形を一つの変換で表すことができない．
画像間のマッチングを行う方法としては，主に特徴
ベースの方法と領域ベースの方法が挙げられる．特
徴ベースの方法の代表例としては，画像中から特徴的
な点を抽出し特徴量を求め，特徴量の差が小さい点同
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士を画像間で対応付ける，特徴点マッチングがある．
特徴点マッチングに用いられる画像局所特徴量として
は，Scale-Invariant Feature Transform (SIFT) [5] や

Speeded-Up Robust Feature (SURF) [6] などがある．
特徴点の数が少ない場合においては，生体のマッチ
ングが困難な場合がある．生体からより多くの特徴
点を抽出する手法として，我々は異なる狭帯域波長の
画像から特徴点を抽出することで，より密な特徴点
を抽出することに成功した [7]．剛体変形においては

RANSAC アルゴリズム [8] により，誤対応を起こす特
徴点の削除が容易である．一方で非剛体変形を伴う生
体においては，フレーム間でマッチングしたい点の特
徴量の差が大きくなる可能性があり，対応付けに十分
な数の正対応を得ることが困難になる可能性がある．
領域ベースの手法の例としては，テンプレートマッ
チングが挙げられる．テンプレートマッチングとは，
ある部分画像（テンプレート画像）が入力画像中のど
こに存在するかを，画素同士の比較による類似度計算
により求める方法である．テンプレートの探索では，
探索する画像サイズや探索範囲が大きくなると計算
量が大きくなってしまう問題点がある．実時間処理が
求められる手術支援システムにおいて，これは大きな
問題点の一つである．解決策の一つとして，画像ピラ
ミッドを用いる方法がある．画像ピラミッドは，様々
な解像度の入力画像を用意することで画像中でマッチ

図 1 Deformable Spatial Pyramid の概念図
（[9] より抜粋）

ほどより細かく分割された深いレイヤであることを表
している．続いて，作成したピラミッド画像をグラフ
として表す（図 1 右）．各グリッドのセルとピクセル
をそれぞれグラフノードであると見なし，リンクを上
下左右の隣接ノードと親レベルのノードに結合する．

pi = (xi , yi ) をピラミッドグラフのノード i におけ
る位置とする．この座標は各ノードの中心座標で与え
られる．また，ti = (ui , vi ) をノード i における画像
Im1 から画像 Im2 への変位とする．このとき，以下の
エネルギー関数を最小化することで各ノードの最適な
変位を探索する．
∑
∑
E(t) =
Di (ti ) + α
Vij (ti , tj )
i

(1)

i,j∈N

ングしたい物体のサイズが変化しても対応ができるよ

ここで，Di はデータ項，Vij は平滑化項，α は重み係

うにするための概念である．最初は低解像度の粗い画

数，N はグラフエッジによって繋がっているリンク

像で予め領域を絞っておき，その領域をより高い解像

ノードのペアを表している．データ項 Di はノード i

度の画像に反映させてマッチングする，Coarse-to-fine

の変位 ti におけるマッチングコスト，平滑化項 Vij は

アプローチと呼ばれる手法もある．このため画像ピラ

隣接ノードのマッチング位置が大きく外れる場合に応

ミッドは，画像間の密な対応付けを行う手法として用

じて値が大きくなる罰則項である．

いることができると考えられる．

2.3

Deformable Spatial Pyramid

Kim らは，おおまかな領域からより詳細な領域へ
密に対応付けを行う方法として，Deformable Spatial
Pyramid (DSP) [9] を提案した．この手法は，分割数
の異なるグリッドからなるレイヤを重ねて画像ピラ
ミッドを作成し，各セルサイズにおけるマッチングに
ついて異なるレイヤのマッチング結果を反映させるこ
とで，より密な対応付けを行う手法である．
図 1 に DSP の概念図を示す．2 画像 Im1 と Im2 の
マッチングについて考えていく．まず画像ピラミッド
を作成する．最も上のレイヤは基準となる画像である．
基準画像を 4 つの矩形グリッドのセルに分割し，これ
を一定数のピラミッドレベルになるまで繰り返し 4 分
割していく（[9] では 3 レベルになるまで行っている）．
図 1 左において，1 行目は画像 Im1，2 行目は画像 Im2
のピラミッドグラフをそれぞれ表しており，右に行く
ⓒ 2017 Information Processing Society of Japan

3

提案手法

3.1 アプローチ
序論において，短波長では表面のテクスチャ構造を，
一方で長波長は組織深部の構造を表しやすいと述べた．
これらはそれぞれ，局所的な情報，大域的な情報と見
なすことができる．ここで各情報を扱うのに有用であ
ると考えられる処理方法を考える．局所情報を扱うに
はより密な領域を見る必要があるため，細かい情報を
取得できる特徴点の検出や小領域のテンプレートマッ
チングが有用であると考えられる．一方で大域情報に
ついては，概形をおおまかに捉えられるようなテンプ
レートマッチングなどが有用であると考えられる．
局所領域のマッチングを行うにあたり，表面のテク
スチャ構造は変形の影響を受けやすくその局所パター
ンが変わりやすい，という問題点がある．そのため正
しいマッチングを行うことはより困難になる．解決策
2
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図 2 狭帯域多波長画像ピラミッドの概念図

として，大域的な領域のマッチングからマッチング領
域を階層的に絞っていく方法が挙げられる．これによ

図 3 中間レイヤにおけるテンプレート探索範
囲の決定方法．右図の斜線領域は (x −
S/4, y − S/4) を中心としたテンプレート
探索範囲例を表す．

り，局所領域に対して頑健なマッチングを行うことが
できるのではないかと考えられる．本手法では，画像
ピラミッドを用いて概形から局所領域へとマッチング
領域に制限を行うことで，密なマッチングを実現する．

3.2

狭帯域多波長画像ピラミッド

DSP では各ピラミッドレイヤにおいて同一の画像
を与えていた．提案手法では，各レイヤに対して互い
に同一または異なる波長の画像を与える．作成したピ
ラミッドを通して，最上位レイヤから最下位レイヤへ，
密に対応付けを行っていく．
図 2 に提案手法の概念図を示す．まず，最上位レイ
ヤにおいてマッチングする領域をグリッド状の複数テ
ンプレートに分割する．最上位における分割されたテ
ンプレートのサイズを S × S とすると，最上位のグ
リッドテンプレート 1 つに対して，中間レイヤではそ
れを 4 分割した S/2 × S/2 のテンプレート 4 個，最下
位レイヤではさらにそれを 4 分割した S/4 × S/4 のテ
ンプレート 16 個をそれぞれ持つことになる（図 2）．
各テンプレートグリッドを 1 つのグラフノードとみな
し，親と子のレイヤ間でリンクを持たせる．また，同
じレイヤ間においては，自身のノードの上下左右に隣
接するノードとの間にリンクを持たせる．
続いて，最上位レイヤにおける各グリッドテンプ
レートに対してテンプレートマッチングを行う．テン
プレートの探索範囲は，各テンプレートの中心座標か
ら ±S の領域とし，サイズは 2S × 2S である．テンプ
レートマッチングには正規化相互相関を用いる．
グラフノード i について，2 画像間マッチングの変
位を ti としたとき，ノード i の変位 di を，


∑
1
1
tj 
di = ti +
2
n(M)

中心 ci は，マッチングされる画像中における ci + di
の座標位置にマッチングされる．
続いて中間レイヤでの処理について述べる．図 3 に
中間レイヤにおけるテンプレート探索範囲の決定の様
子を示す．中間レイヤの各ノードについて，その親レ
イヤでのマッチング結果の座標を (x, y) としたとき，
中間レイヤにおける 4 分割された各グリッドについて，
それぞれ (x − S/4, y − S/4), (x + S/4, y − S/4), (x −

S/4, y + S/4), (x + S/4, y + S/4) を中心としたサイズ
S × S の探索領域においてテンプレートマッチングを
行う．図 3 においては，親レイヤにおけるマッチング
位置 (x, y) とそれぞれ 4 分割された各グリッドにおけ
る探索領域の中心座標を示しており，斜線領域は左上
の点を中心としたテンプレート探索範囲例を表してい
る．各グリッドについて対応する探索領域においてテ
ンプレートマッチングを行う．最上位レイヤ同様，中
間レイヤにおけるノード i の変位 di についても式 (4)
により計算し，中間レイヤにおけるノード i のテンプ
レート中心 ci は，ci + di の位置にマッチングされる．
最後に最下位レイヤの処理について述べる．基本
的に中間レイヤの場合と同様の処理を行うが，テン
プレートの探索範囲が異なる．最下位レイヤにおけ
る各グリッドについては，親レイヤである中間レイ
ヤノードのマッチング位置 (x, y) に対して，それぞれ

(x − S/8, y − S/8), (x + S/8, y − S/8), (x − S/8, y +
S/8), (x+S/8, y +S/8) を中心としたサイズ S/2×S/2
の領域においてテンプレートマッチングを行う．最上
位・中間レイヤ同様，式 (4) より隣接ノードの変位を
考慮し，最終的なマッチング位置を決定する．

(2)

j∈M

4

評価実験

計測システム

で求める．M はノード i 周辺に存在する同レイヤの隣

4.1

接ノード集合，n(M) は集合 M の個数を表す．以上

図 4 に使用した計測システムを示す．波長を狭帯域

より，最上位レイヤにおけるノード i のテンプレート

にフィルタリングするために，CRi 社の VariSpec 液
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(a) 蛍光ライト オフ

(b) 蛍光ライト オン

図 4 計測システムと引張試験機
図 5 紫外線蛍光インクによるマーキング点

晶チューナブルフィルタを用いた．本フィルタは，可

線発光水性顔料インクと日亜化学工業社の紫外線蛍光

視光領域 400 nm から 720 nm において任意の連続す

ライト（375 nm）を用いた．図 5 のように，蛍光ラ

る 10 nm をフィルタリングすることができる．しか

イトを当てることでマーカの位置が可視化される．

し，特定の波長帯の光のみをフィルタリングするため，

計測されたマーカ位置を元に，3 次 B スプライン補

光量が少なくなってしまう問題がある．このため撮像

間による Free Form Deformation [10] を用いることで

素子が高感度であるカメラが必要となる．今回は高感
度 CMOS カメラとして QImaging 社の OptiMOS を

Ground truth 変形モデルを構築した．モデルは制御
点とその間のサンプル点群から構成される．W × H

用いた．解像度は 1920×1080 で，最大フレームレー

を初期モデルのピクセルサイズ，K × L を制御点で分

トは 100 fps である．PC 側から制御することで，任

割されたグリッドの数とする．座標 (i, j) における制

意の狭帯域波長でフィルタリングされた画像を撮影

御点の変位ベクトルを di,j としたとき，あるピクセル

する．また，光源については比較的均一な連続スペ

x の変位ベクトル D(x) は以下で与えられる．

クトルが得られる，日本ピー・アイ社のハロゲン光源

PCS-UHX-AIR を使用した．
4.2

データ計測方法

変形していく生体を計測するために，島津製作所の
引張試験機 EZ-S 100N を用いた．計測対象としては，
市販されている鶏の肝臓を用いた．図 4 の左側にある
ものが引張試験機であり，上下の万力により試料を固

D(x) =

3 ∑
3
∑

Bl (u)Bm (v)di+l,j+m

(3)

l=0 m=0

このとき，i = ⌊x/δx⌋ − 1，j = ⌊y/δy⌋ − 1，u =
x/δx−⌊x/δx⌋，v = y/δy −⌊y/δy⌋，δx = W/(K −1)，
δy = H/(L − 1) である．3 次 B スプライン補間係数

定し，上方向に引っ張っていく．変位 0 mm の状態か

Bl , Bm については，[11] を参考にした．
本評価では，インクによりグリッドパターンで塗布

ら計測を始め，狭帯域の各波長で画像撮影を行う．続

したマーキング点（図 5(b)）を制御点として与え，そ

いて試験機を操作し，上方向へ 2 mm 引張変位させる．

の間のサンプル点をスプライン補間することでモデル

これらの処理を 20 mm 変位するまで繰り返す．これ

を作成した．これらの Ground truth におけるサンプ

により，各狭帯域波長帯でフィルタリングされている

ル点の座標と，提案手法によりマッチングされた座標

状態で，物体が 2 mm 刻みで 0mm から 20mm まで変

との誤差を比較評価する．

形していく画像シーケンスを計測することができる．

4.3

評価方法

本研究で対象としている物体は変形を伴う非剛体柔

以上を踏まえ，以下に実際の計測フローを示す．な
お，波長間での変形の計測条件を揃えるために，以下
の手順で計測を行った．

軟物であり，画像の各領域に対して対応を考える必要
がある．一般に，非剛体変形の評価においては計測対

1. インクを計測対象にグリッド状に塗布する

測対象の Ground truth を取得するために，可視光で

2. 紫外線蛍光ライトをオフ，ハロゲン光源をオン
にする

は観測できない紫外線蛍光インクをマーカとして塗布

3. 狭帯域の各波長で画像撮影を行う

象の Ground truth データとの誤差が用いられる．計

し，蛍光ライトを照射することで各変形状態における
変位を得る．これらのマーキング点について手動でフ
レーム間での対応付けを求めることで Ground truth
変形モデルを作成する．実験では，SO-KEN 社の紫外

4. ハロゲン光源をオフ，紫外線蛍光ライトをオン
にする

5. 狭帯域の各波長で画像撮影を行う
6. 試験機を操作し計測対象を 2 mm 引張変位させる
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2，3 はデータ計測のためのプロセスであり，4，5 は
Ground truth 取得のためのプロセスである．
変位が 2 mm 異なる画像のペアに対してのみ，マッ
チング処理を行う．また，マッチング領域については，
マッチングする 1 画像目において適当に領域を指定す

!"#L1,L2,L3$%

7. 2 から 6 の操作を 20 mm 変位させて計測するま
で繰り返す

(600,650,550)
(650,600,550)
(700,650,550)
(700,600,550)
(600,600,550)
(650,700,700)
(700,700,700)
(600,700,700)
(550,700,700)
(500,700,700)
0

るが，領域については Ground truth モデルを構築し

2

4

6

8

&'()#!"#$%$%

ている範囲に可能な限り制限する．指定された領域を
埋めるように，サイズ S × S のテンプレートを最上位

図6

レイヤに配置し，画像ピラミッドを構築する．

ピラミッドマッチングにおける誤差平均上
位下位 5 組

4.4 結果
最上位レイヤのテンプレートサイズ S × S におい
て，S = 128 として評価を行った．密なマッチングの

ピラミッドマッチングの結果に比べ，誤差が明らかに

評価のため，最下位レイヤにおけるマッチング結果と

大きくなっていることが分かる．

変形モデルとの変位の差を誤差として評価する．

の領域とした．図 6 の結果と比較すると分かる通り，

4.5

考察

変形シーケンスの 1 フレーム目（0 mm 変位）にお

評価において，変形シーケンスの 1 フレーム目は他

いては，他フレームと光反射の度合いが大きく異なる

のフレームと光反射の度合いが大きく異なるため評価

ため，評価では除外することとした．また 500 nm よ

対象からは除外すると述べた．変形組織表面のマッチ

り波長が短い画像については，フィルタにおける透過

ングにおいては特に鏡面反射が大きく影響する．実際

光量の低さからノイズの影響が大きくマッチング誤差

に 1 フレーム目の画像に対して，様々な波長の組み合

がより大きく出るため評価対象に含めないものとした．

わせでピラミッドを作成しマッチングを行ったところ，

ピラミッドを作成する波長については，500，550，

600，650，700 nm の計 5 波長の画像を，各レイヤに
入力として与えた．提案手法では画像ピラミッドのレ
イヤ数を 3 としているため，5 × 5 × 5 = 125 通りの

(L1 , L2 , L3 ) = (700, 700, 600) の組み合わせにおける
誤差平均 6.51 pixel（標準偏差 7.10 pixel）が最も小さ
いマッチング誤差となった．このように，鏡面反射の
違いがフレーム間で大きく変化するところについては

波長の組み合わせが存在し，各組み合わせについて変

マッチング誤差が大きくなりうるため，その領域を適

形モデルとのマッチング誤差を求めた．

切に処理する方法が必要である．

誤差平均が小さかったものから上位 5 組と下位 5 組

テンプレートサイズについて，今回は S = 128 と固

を取り出した結果を図 6 に示す．また，上位下位 1 組

定した上で評価を行った．しかし，最適かどうかは不

ずつのマッチング結果画像を図 7 に示す．上位 5 組

明であり，各波長に適したテンプレートサイズを決定

については，各組み合わせの中で最下位レイヤがすべ

する方法があることが望まれる．波長帯によって得ら

て短い波長となっており，短い波長の方が局所領域の

れる画像の周波数成分には異なる傾向が見られること

マッチングに適していることが示唆される．一方で下

から，波長毎の周波数分布に応じてテンプレートサイ

位 5 組においては，すべて最下位レイヤに長波長が含

ズを決定することで，より適切な領域設定が可能であ

まれる結果となった．このことから，長波長画像は最

ると考えられる．

下位レイヤにおける局所領域のマッチングに不向きで
あることが示唆される．また，同一波長のみでのピラ
ミッドマッチング結果を図 8 に示す．誤差平均の値と
してはどの波長も上位 5 組より大きな誤差を示す結果
となり，異なる波長を組み合わせることによるマッチ
ング性能の向上が期待できる．
また，ピラミッドを作成せずに，単一の狭帯域波長
画像において格子サイズ S/4 × S/4 で分割を行い，テ
ンプレートマッチングを行った結果を図 9 に示す．本実
験条件は，ピラミッド画像における最下位レイヤと同
じ格子サイズと格子数である．テンプレートの探索範
囲については，各テンプレートにおける周囲 S/2×S/2
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結論

本研究では．波長帯域の異なる狭帯域波長画像から
画像ピラミッドを構築することで，変形組織をマッチ
ングする方法について提案した．結果として評価実験
では，単一波長でテンプレートマッチング，ピラミッ
ドマッチングを行った場合よりも，誤差の小さいマッ
チングを行うことができる波長の組み合わせがあるこ
とを確認した．
今後の課題としては，まずピラミッド構築に最適な
波長を選び出す方法の検討が挙げられる．また，テン
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(a) 上位: (L1 , L2 , L3 ) = (600, 650, 550)

(b) 下位: (L1 , L2 , L3 ) = (500, 700, 700)

!"#L1,L2,L3$%

図 7 ピラミッドマッチングにおける誤差平均上位下位 1 組の一例（最下位レイヤ）．
黄色格子がマッチングテンプレート，緑点が Ground truth 変形モデルを表す．
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図 8 同一波長画像におけるピラミッドマッチン
グ誤差平均
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[6]
図 9 単一波長画像におけるテンプレートマッチ
ング誤差平均

[7]

プレートサイズや画像ピラミッドのレイヤ数について
は固定であったため，それらがマッチング性能にどの
ような影響を及ぼすのか調べる必要がある．さらに，

[8]

AR 手術適用のためには，各画像フレームにおけるマッ
チング性能だけではなく，一連のシーケンスを通した
トラッキング性能についても評価する必要がある．
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