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はじめに

先行研究

2

スマートフォンやタブレットの普及が進む中で，撮

2.1

影画像中に情報を重畳表示する AR が注目されている．

AR を行う際にマーカーレスで画像中の特定物体の
位置検出を行うには，対象物体の特徴を抽出する必要
があり，その為の手法として，一般的に画像中から輝
度変化の大きい点を検出し，その輝度勾配方向と大き
さを局所特徴量として利用する方法がよく用いられる．
しかし一般に，光源位置が変化する屋外など，画像の
「見え」が変化してしまう環境下では，物体の特徴が変
化するため，物体検出の精度が低下する傾向がある．
一方，畳み込みニューラルネットワーク等の深層学

SHOCOL の概要

筆者らは，これまでに局所特徴量ではなく物体の陰
影変化の影響を受けにくいと考えられる色情報を用い
て立体的な形状の物体を検出する SHOCOL(Shape of

Object COLor distribution)[1] を提案している．本稿
で提案する手法は，SHOCOL のアルゴリズムをベース
としているため，以下 SHOCOL のアルゴリズムにつ
いて述べる．SHOCOL では，検出対象となる物体の学
習を行い画像中の色情報の空間分布に基づき検出対象
の可能性分布を算出することで物体検出を行う．

習を用いて物体検出を行う手法が近年盛んに提案され
ている．このような手法を用いることで高精度かつロ

2.1.1

バストな物体検出が行えるものの，1) 学習画像を大量
に用意する必要がある，2) ハイエンド GPU による演
算を前提とするためスマートフォン等携帯端末上で実
用的な速度で実行することが難しい，等の問題がある．
本稿では，屋外における光源位置によって「見え」の
変化が大きくなる凹凸の多い環境下 (図??) で GPU 等

減色の前処理

対象物を様々な方向から撮影した画像集合の全画素
を La ∗ b∗ 表色系に変換し，a ∗ b∗ 成分からなる 2 次元
ベクトルの集合 P とする．P をクラスタリングにより

n 個の色集合に分割する．各クラスタのセントロイド
を保存しておき，以降の減色処理に用いる．

のハードウエアを用いることなく，リアルタイムかつ
高精度な AR を想定し，対象とするオブジェクトを撮

2.1.2

影画像中に含む環境における勾配方向の統計的な空間
分布を求め，その分布を利用して高速かつロバストな
特定物体検出を行うことを手法を提案する．

空間分布の学習

対象物のみを様々な方向，距離から撮影した同サイ
ズの画像集合 Io を用意し，各画像に対して各ピクセル
を La ∗ b∗ 表色系に変換，a ∗ b∗ 成分をベクトル量子化
し，前処理で求めたセントロイドを用い各ピクセルの
色コードを求める (減色処理)．各色コード c のピクセ
ルごとの出現頻度 D(c) を算出し，二次元ヒストグラム
を作成して，に D(c) を x，y 軸に対して反転する．
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2.1.3

物体の存在可能性の算出

入力画像を減色し色コード画像 C を得る．各色コー
ドに対応する存在可能性分布を表す 2 次元配列 W (c)
を用意し，色コード画像 C の全ての画素に対して対応

4-277

Copyright 2017 Information Processing Society of Japan.
All Rights Reserved.

情報処理学会第 79 回全国大会

する頻度分布 D(C(x，y)) を W (c) の (x，y) を原点とし
た部分配列に加算する．入力画像の画素 (x，y) に対す
る対象物体の存在する可能性 l を以下の式で算出する．

l(x，y) =

∏
W (c，x，y) + 1

(1)

c

2.2

SHOCOL の問題点

図 1: 提案手法による検出

図 2: HOG による検出

SHOCOL における物体検出は，輝度勾配を利用せず，
画像中の色をクラスタリングにより減色した色コード

中城城跡での実験は検出対象とするオブジェクトを

を使っているので日照条件の違いによる色の変化が見

城跡の入り口とし．スケールの変化に対するロバスト

えない場合には有効であるが，照明色の変化で色その

性を確かめるため，入り口に近づきながら撮影した動

ものが変わってしまうと，物体の正確な色情報を取得

画を使用した．HOG を利用した検出ではほとんど検

できず位置の推定が行えない可能性がある．

出することができなかったが，提案手法を用いた実験
においては対象である入り口を含むおよそ 100 フレー

3

ム全てにおいて入り口の位置を検出することが出来た

提案手法

(図 3)．

本研究における物体検出は，検出する対象物体の学習
を画像中の輝度勾配方向の空間分布に基づき，SHOCOL
のアルゴリズムと同様に検出対象の存在する可能性の
分布を算出することで行う．学習の際には，対象物体の
みを撮影した画像集合に一次微分フィルタをかけるこ
とにより，各ピクセルにおいて 40 程度に分割した輝度
勾配方向を割り当て，その出現頻度を算出する．検出
時には入力画像に対して学習時と同様に一次微分フィ
図 3: 提案手法での中城城跡入り口の検出結果

ルタをかけ輝度勾配方向を取得する．各輝度勾配方向
に対応する存在可能性分布を表す 0 で初期化した２次
元配列 W [c] を用意し，入力画像の各画素に対して対応
する頻度分布を加算する．これを全ての画素について
行うことで対象物体の存在する可能性を算出する．

5

終わりに
本稿では，物体周辺の輝度勾配方向の空間分布を用

いて特定物体をリアルタイムに検出する手法を提案し

4

実験および考察

た．実験においては，屋外での凹凸のある環境での日

本稿における実験では凹凸の多い屋外環境における
日照条件に対する検出精度を確認するため，撮影時間，
日照条件の違う２つの動画を用意し，それぞれ学習デー

照の違いによる陰影変化の多い城跡等での物体検出に
成功しその頑健性を示した．今後は様々な物体やシー
ンに対して有効性を検証する必要がある．

タ，検出データとし実験を行った．本研究の有効性を示
す為に，比較実験として同様の環境で HOG(Histogram

of Oriented Gradients) 特徴量を利用して対象物体の検
出を行った．大学構内でのシーサーを検出対象とした
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時間を除いた検出速度は 1200ms 程の速さであった．
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