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ステレオ画像を用いた画質と視差推定精度の同時改善
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本論文では，ステレオ画像を利用した画質と視差推定精度の同時改善方法を検討した．この方法で
は，入力画像ペアでステレオ対応点探索を行い，求められた視差を使って対応点が重なるように画像
を変形してから平均化することでノイズを低減する．このノイズを低減した入力画像ペアで，再びス
テレオ対応点探索を行う．この処理を繰り返すことで，画質と視差推定精度を同時に改善する．この
方法は多眼ステレオ画像に拡張することもでき，このときには画質の改善だけでなく，原画像に対し
て解像度の高い画像を得ることができる．合成画像および実画像を用いた実験を行い，方法の有効性
を確認した．

Simultaneous Improvement of
Image Quality and Depth Estimation Using Stereo Images
Kaoru Ikeda,† Masao Shimizu† and Masatoshi Okutomi†
In this report, a method to simultaneously improve the depth estimation accuracy of stereo
measurement and the image quality of the input stereo images is studied. Firstly, the correspondences between the stereo image pair are obtained. Secondly, each image is warped
onto another image and averaged images are generated to reduce noise. Thirdly, an improved
correspondences between the noise reduced image pair is obtained to improve the disparity.
The iterative computation provides both higher quality images and accurate depth estimation. The method can be extended to the multi-camera stereo to obtain a higher resolution
image. Experimental results using both synthetic and real images are shown to demonstrate
the eﬀectiveness of the method.

きる．これを繰り返すことで，画質と視差推定精度を，

1. は じ め に

どちらも徐々に改善することができる．

ステレオ 3 次元計測では，ステレオ画像間で対応位

本論文では，ステレオ画像の画質と視差推定精度を，

置を探索することによって視差を求めている．求まっ

同時に改善する方法を検討する．

た視差は，多くの場合，対象の形状や対象までの距離

2. 画質と視差推定精度の同時改善処理

を計測するために利用されている．ここでは，この視

2.1 対応点探索と平均化処理
図 1 に，提案方法の処理の概要を示す．この方法は

差を用いてステレオ画像の画質を向上させ，さらに視
差自体の推定精度を改善する方法を考える5) ．
視差はステレオ画像間の対応位置を表しているので，

画像 1 と画像 2 に対して対称であるため，画像 1 と画

視差を使って片方の画像を変形すれば，もう一方の画

像 2 のいずれか一方を基準画像，他方を参照画像と考

像と同一の画像を作ることができる．このようにして

え，それぞれに対して同様の処理を施すものとする．

作った 2 枚の画像を平均化することで，ステレオ画像

まず，図 1 のステップ 1 に示される処理を説明す
る．ここでは 2 枚の画像から通常のステレオ計測と同

に含まれるノイズを低減することができる．

様にして対応点探索を行い，視差を求める．対応点探

視差推定精度は，ステレオ画像に含まれるノイズな
どの画質に依存するので，画質を改善すれば視差推定

索には SSD（Sum of Squared Diﬀerences）に基づく

精度が向上する．視差推定精度が向上すれば，画像間

領域ベースマッチングを利用し，その有効性を高める

の対応位置がより正確に求まり，画質をさらに改善で

ために，サブピクセルマッチング4) やオフセットフィ
ルタ3),7) を用いている．
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画像上での対応位置を表しているので，視差を用いて
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マッチングを利用するが，このときの注目領域に含ま
れる画素について考える．注目領域に対応する視差が
すべて正しく求まっているときには，この注目領域に
対する SSD は 0 に近い値になる．注目領域に対応す
る視差に誤対応が含まれていても，誤対応領域の面積
が相対的に小さければ，この注目領域に対する SSD
は小さな値をとる．このため，誤対応領域の周囲の正
図 1 処理の概略
Fig. 1 Outline of processing.

しい対応領域に引き込まれるように誤対応領域が減少
する．
正しい対応に引き込まれた画素に対する平均化処理

画像を変形して，参照画像が基準画像に対して重なる

によって，次の繰返し処理ではこの画素も SSD 値を

ような画像を生成できる．

小さくすることに貢献する．このような繰返し処理に

ステップ 2 では，ステップ 1 で求められた視差を用

よって，画質と視差推定精度を同時に改善する．

で，参照画像と基準画像の対応点どうしの画素値を平

2.3 多眼画像を用いる方法
前節までは 2 眼の画像に対する処理を述べたが，こ

均化する．このとき，基準画像の各画素位置に対応す

の処理は多眼画像に拡張することができる．多眼化に

る参照画像上のサブピクセル位置の画素値を読み出す

よるステレオ計測の精度向上2) と，多数枚の画像の平

ために，bilinear 補間法を用いている．この平均化処

均化処理による大きなノイズ低減効果が期待できる．

理を行うことで，出力として基準画像側に参照画像上

たとえば，25 台のカメラを利用する場合には，その

いて参照画像を基準画像と重なるように変形したうえ

の情報が平均化された，新しい基準画像を得ることが

中の 1 台のカメラを基準画像とすれば，他の 24 台の

できる．この新しい基準画像が，画質の改善された画

カメラをすべて参照画像として扱うことができる．

像となる．この平均化によって，対応点が正しく求め
られた画素についてはノイズが低減される．
しかし，実際にはオクルージョンやノイズの影響で

また，多眼画像を用いると情報が密に得られるため，
画像の高解像度化処理を行うことも可能である．2 眼
に対する処理では単純な平均化処理を行っていたが，

対応点が存在しない画素が存在するが，ステップ 2 で

十分な枚数の入力画像がある場合には，基準となる画

はバックマッチング1) を行うことで，対応点の正当性

像に対してそのサブピクセル位置を埋めるように画素

を評価し，正しい対応画素だけを平均化している．

値を射影することで，元の画像よりも高い解像度の画

2.2 繰返し処理による視差の改善
前節までの処理では，対応点探索時に誤対応を生じ
た領域は，平均化処理を行わないので画質が改善され

像を得ることができる．

3. 実 験 結 果

処理の入力とする繰返し処理を行う．対応点探索とそ

3.1 合成ステレオ画像を用いた実験
図 2 は，白色ノイズを含む合成画像を用いた実験

れに基づく処理を繰り返すことで，画像品質と視差推

結果である．この合成画像は，撮像面に平行な 3 枚の

定精度の同時改善が実現される．

平板を平行ステレオカメラで撮影したものを想定して

ない．そこで，一連の処理により得られた画像を再び

もしもオクルージョンがなく，かつ視差が正しく得

おり，視差が正しく求められた場合には視差マップが

られたとすると，前節で述べた処理によって新しく作
られる 2 枚の画像は，片方の画像を視差によって変

3 段階で表現される．しかし実際の視差マップは，ノ
イズの影響で正しく求められず，図 2 (c) の長方形で

形することでまったく同一の画像になる．この場合に

囲った領域のように，エラーが生じている．図 1 の処

は，さらに繰返し処理を行っても，同一の画像を平均

理を 2 回繰り返した結果得た視差マップが図 2 (d) で

化処理することになるので変化がない．しかし実際に

あり，誤対応領域が大幅に減少していることが分かる．

は，バックマッチングによる正当性評価によって除外

図 2 (e)，(f) に，一部を拡大した入力画像と出力画

されて平均化処理されていない画素がある．この画素

像を示す．図 1 の処理を 2 回繰り返すことによってノ

は，他方の画像上の対応位置の画素と，異なる画素値

イズが低減されていることが分かる．

を持つ．

図 3 は，図 2 (c) の長方形で囲った領域に対して，

変形と平均化処理を行った画像を使って，繰返し処

繰返し処理を行ったときの画質と視差の変化を示し

理によって再び対応点探索を行うときには領域ベース

たものである．図 3（上）は，ノイズを含まない合成
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図 2 実験結果（合成画像）
Fig. 2 Experimental result using synthetic images.

図 4 実験結果（多眼実画像）
Fig. 4 Experimental results using real multiple images. (a)
Base input image. (b) Input image (magnified). (c)
Averaging processed image. (d) Bicubic interpolated image. (e) Super-resolution processed image.

リブレーション6) を行って求めた．この視差も，繰返
し処理を行うことで改善している．
図 3 繰返しによる画質と視差の変化．横軸は処理回数．上：縦軸は
ノイズを含まない画像との RMSE．処理回数 0 は入力画像．
下：縦軸は視差の真値との RMSE
Fig. 3 Change of image quality and disparity for processing
count. Upper: RMSE of intensity. Lower: RMSE
of disparity.

このように，繰返し処理を行うことで画質と視差が
同時に改善される．

3.2 多眼実画像を用いた実験
多眼ステレオ画像を入力画像として用いた実験結果
を図 4 に示す．この画像は，平行移動ステージによっ
て移動する 1 台のカメラを使って，5 × 5 の格子状に

画像との画素値の RMSE の変化を表している．視差

配置された 25 眼カメラを想定して撮影した（カメラ

が正しく求まれば，平均化処理によってノイズの分
√
散が 1/2，RMSE が 1/ 2 = 0.707 になることが予

間隔は 1 cm）．図 4 (b) は，中央位置の基準カメラで
撮影した入力画像，図 4 (c) は 25 枚の画像を本論文

想される．実際に原画像，すなわち処理回数 0 回の

の方法で平均化処理した結果を拡大したものである

画像では RMSE = 14.70，処理回数 6 回の画像では

（図 4 (a) の黒枠の部分に対応する）．ノイズが大きく

RMSE = 10.41 になっており，RMSE は 0.708 倍に
低減されている．図 3（下）は，視差の真値との RMSE
の変化を表している．視差は，2 平面を用いた弱キャ

低減されていることが分かる．
図 4 (e) は，同じ多眼ステレオ画像を入力として，

2 × 2 倍の高解像度化処理を行った結果である．バイ
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キュービック法により 1 枚の画像を拡大した図 4 (d)
と比較すると，トランプの文字『K』の部分や直線部
分がなめらかになっていることから，高解像度化処理
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7) 奥富正敏，片山保宏，横山 敦：物体境界と滑ら
かな表面形状を共に復元するステレオビジョン，画
像電子学会誌，Vol.29, No.5, pp.445–451 (2000).
(平成 17 年 8 月 31 日受付)
(平成 18 年 3 月 3 日採録)

の効果があることが分かる．

4. お わ り に
本論文では，ステレオ画像を入力として用い，画像

（担当編集委員

佐藤 淳）

の品質を向上させ，同時に視差推定精度を向上させる
方法を述べた．多眼画像を用いると，2 眼画像よりも

池田

ように埋めることで，原画像に対して解像度の高い画

薫
2005 年東京工業大学工学部制御
システム工学科卒業．同年同大学大

像を得ることができる．合成画像および実画像を用い

学院理工学研究科機械制御システム

た実験を行い，方法の有効性を確認した．

専攻修士課程入学，現在に至る．コ

高いノイズ低減効果がある．また，画素間を補間する

実画像を用いた実験においては，同一カメラを移動
させ擬似的な多眼カメラを構成したが，実際に複数

ンピュータビジョンに関する研究に
従事．

台のカメラを利用すると，カメラの感度特性の違いに
よって画像の明度や色調が異なる．今後は，実際に複
数台のカメラを利用した実験を行い，方法の有効性を
検討する．
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