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深層学習を用いた自己撮影画像の撮影場所検索
江川 佳輝 ,a)

小川 太士 ,b)

中澤 篤志 ,c)

概要：カメラから得られたシーン画像から場所を特定する Visual Odometory 技術は様々な研究がなされ
ているが，記念写真や自己撮影（Selfy）画像などでは背景シーンが映っていない状況も多く，背景領域か
らの位置同定は困難である．これに対し，本稿では，人物画像中の角膜反射画像からシーン認識をするこ
とを行うことを目的とする．目の画像から場所を特定することは，犯罪捜査への活用，プライバシー問題
への発展など重要である．まず撮影された画像から目領域を切り出し，角膜反射画像からシーン画像を抽
出する．目の幾何モデルを考慮することで，通常のカメラ画像と同様の透視投影によるシーン画像を得る
ことができる．この画像とシーン画像を深層学習で比較するが，角膜反射画像に特有のノイズについては，
ノイズを考慮したデータ拡張を行うことで対応する．データ拡張は少ない教師データからニューラルネッ
トワークの学習を行うのに有効であることが知られている．我々は目に映り込むものを制限した空間で角
膜反射画像を撮影し，既存のシーン画像に合成しデータ拡張をする．本手法で生成した画像を用いて学習
済みネットワークのファインチューニングを行うことで，訓練後の認識性能の向上が想定される．
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1. はじめに
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いては，ノイズを考慮したデータ拡張を行うことで対応す
る．データ拡張は少ない教師データからニューラルネット

カメラから得られたシーン画像から場所を特定する Vi-

ワークの学習を行うのに有効であることが知られている．

sual Odometry 技術は古くから研究がなされている [1]．

我々は目に映り込むものを制限した空間で角膜反射画像を

Visual Odometry では小型車やドローンを用いて複数の視

撮影し，既存のシーン画像に合成しデータ拡張をする．本

点から撮影したシーン画像を利用し，障害物などの特徴

手法で生成した角膜反射疑似画像を用いて学習済みネット

を抽出し三次元位置を復元することで撮影場所を推定す

ワークのファインチューニングを行うことで，訓練後の認

る [2][3][4]．これに対し大きなスケールでの撮影位置認識

識性能の向上を目指した．

の技術も多くの研究がなされている [5]．しかし，記念写真
や自己撮影（Selfy）画像などでは背景シーンが映っていな

2. 関連研究

い状況も多く，背景領域からの位置同定は困難である．こ

シーン画像の認識や一般物体認識に関する研究は多く

れに対し，本稿では，人物画像中の角膜反射画像からシー

なされている．これらの問題には共通して多くのカテゴ

ン認識をすることを行うことを目的とする．目の画像から

リが存在，被写体の位置，見え方の違い，照明変動，オク

場所を特定することは，犯罪捜査への活用，プライバシー

ルージョン，スケール変化などの様々な問題が存在する．

問題への発展など重要である．目画像から場所を特定する

Torii ら [5][6] は Vector of Locally Aggregated Descriptors

には，まず撮影された画像から目領域を切り出し，角膜反

（VLAD）[7] という特徴量を用いてシーンを検索する手法

射画像からシーン画像を抽出する．目の幾何モデルを考慮

を提案した．VLAD は任意の画像特徴量を新たな特徴空間

することで，通常のカメラ画像と同様の透視投影による

に射影することで次元数を大幅に圧縮することの出来る画

シーン画像を得ることができる．この画像とシーン画像を

像特徴量である．さらに主成分分析（PCA）などによる次

深層学習で比較するが，角膜反射画像に特有のノイズにつ

元圧縮も可能でデータの貯蓄ができるため，検索性能が高
いことが知られている．
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ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge
（ILSVRC）[8] では毎年 1000 クラス物体カテゴリー識別や
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高いものから順に示す．

Sq = {Ik |k = arg sort(vq · vj )}

(1)

0≤j<n

ただし argsort は降順に引数の列の値から添え字を返す関
数であり，· はベクトルの内積を表すものとする．また，

Sq (k), (0 < k ≤ n) は Sq の先頭から k 番目までの画像を返
すものとする．

3.1.2 VGG19 を利用したシーン認識
図 1

VGG19 のネットワーク

我々は学習済みネットワークである VGG19 の全結合層
を PCA に置換し，100352 次元の出力を 50 次元のベクト

200 クラス物体検出タスクのコンペティションが開かれて

ルに圧縮して出力するネットワークに改良した．クエリ画

いる．中でも Simonyan ら [9] の開発した VGG19 は一般物

像に対する類似画像の提示は 3.1.1 節と同様に式 1 に従う．

体認識のニューラルネットワークの中でも極めて優秀な成
績を残した．VGG19 のネットワーク構造は次の図 1 に示

3.2 角膜反射画像からのシーン認識

す．ILSVRC で優秀な成績を残したネットワークは学習済

3.2.1 VGG19 のファインチューニングを利用したシー

みネットワークとしてオープンソース上で共有される．近

ン認識

年これらの学習済みネットワークを利用した転移学習 [10]

VGG19 は一般的な画像を入力に学習を行っている．そ

が画像認識における定石の一つとして確立している．転移

れに対し本稿では角膜反射画像を入力とするため，通常の

学習とは 1 つのタスクを学習したニューラルネットの重み

シーン画像を入力とした場合より困難な問題であると推測

を別タスクに転用することであり，莫大なデータで学習し

される．そのため，VGG19 を角膜反射画像に頑健にする

た重みを初期値として所望の学習データで再学習すること

ためファインチューニングを行う．

により小規模なデータセットでも十分な学習効果が得られ

ファインチューニングの際は VGG19 の全結合層の出

ることが知られている． これはネットワークの下位層では

力をデータセットのシーン数と同じ次元にし，出力には

基礎的な特徴抽出するような学習が進んでいるために可能

softmax 関数を用いる．また，識別には 3.1.2 節と同様に全

な技術であり，ファインチューニングと呼ばれる．

結合層を PCA に置換し 100352 次元の出力を 50 次元のベ

3. 提案手法・アルゴリズム
角膜反射画像は虹彩パターンの映り込みや，まつ毛やま
ぶたの影の影響，さらには眼球の形状による映像の歪みな
ど様々なノイズが含まれている．そこで我々はまず，角膜

クトルに圧縮して出力するネットワークに改良しクエリ画
像に対する類似画像の提示は 3.1.1 節と同様に式 1 に従う．

4. データセット
4.1 Cornea Reflection データ A

反射画像からシーン認識を行うという問題を単純化した

京都大学周辺の 37 シーンにおいてシーン画像および角

シーン画像からシーンを認識するための手法を比較・検討

膜反射画像の撮影を行い，184 枚のシーン画像と，94 枚

する．その次に角膜反射画像特有のノイズに強い識別手法

の角膜反射画像を得た．同一のシーンで複数の画像が存在

の検討を行う．

するのは角度を変えて同じシーンを撮影したためである．
シーンの一例を図 2 に，撮影の様子を図 3 に示す．

3.1 シーン画像からのシーン認識
本節では既存手法の VLAD を用いたシーン検索手法と
提案手法の VGG19 を用いたシーン検索手法の比較を行う．

3.1.1 VLAD を利用したシーン認識
VLAD 特徴量の計算には任意の特徴量を利用できるの

4.2 Cornea Reflection データ B
シーン画像が 104 枚と，角膜反射画像が 220 枚の既存の
データセットも用いた．画角はそれぞれ 45 度である．そ
の一例を次の図 4 に示す．

だが，本項では拡大縮小・回転・照明変化に強い Dense

SIFT 特徴量を利用し VLAD 特徴量に変換を行う．さら

4.3 データ拡張

に計算された VLAD 特徴量を主成分分析（PCA）によ

データ拡張の重要性は古くから研究されており [11]，少

り 50 次元に次元圧縮をし，正規化する．すなわちデー

ないデータセットからより頑健な識別器を作成するために

タセットの画像 Ik (0 ≤ k < n) から 50 次元ベクトル

有用であることが知られている．本節では，角膜反射画像

vk (0 ≤ k < n, ||vk ||2 = 1) の特徴ベクトルに変換する．

をデータ拡張する手法を提案する．

（ただし n はデータセットの画像数）ここで，クエリ画像 q
の特徴ベクトル vq に対し式 1 で類似シーン画像を尤度の
ⓒ 2018 Information Processing Society of Japan

4.3.1 眼のノイズを考慮したデータ拡張手法
シーンの写り込んでいない角膜反射画像 Ieye から，まぶ
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⾓膜反射画像

マスク画像
𝛼 = 0.3

式(4)を適⽤
𝛼 = 0.6

𝛼 = 0.9
式(3)を適⽤

シーン画像

図 5 角膜反射画像の撮影場所
図 2 シーン画像の例

⾓膜反射画像

マスク画像

シーン画像

図 3 撮影の様子
⾓膜反射
疑似画像

図 6 角膜反射疑似画像の一例

また，マスク画像は角膜反射画像 Ieye をグレイスケール化
した Geye を用いて式 3 により作成した．

{

M (i, j) =

1

(Geye (i, j) > threshold)

0

(otherwise)

(3)

なお，本稿では threshold = 60 とした．本工程の様子を図

図 4 Cornea Reflection データ B の一例

5 に示す．

（上段は角膜反射画像，下段はシーン画像）

4.3.3 生成された画像
たやまつ毛の影などシーンが反射し得ない部分を取り除い

我々は Cornea Reflection データ A セットを用い各シー

たマスク画像 M を作成する．任意のシーン画像 Iscene に

ン画像をデータ拡張し，シーン画像数を 10 倍にした．こ

対し，生成された画像 Iaug は式 2 で表される．

の際，最大 10% のランダム水平シフト・垂直シフトおよび

Iaug (i, j) =αM (i, j)Iscene (i, j)
+ (1 − αM (i, j))Ieye (i, j)

[0.5, 1.5] の範囲でのランダムズームを施す．このシーン画
(2)

像に対し，40 枚の角膜反射画像を用いて 4.3.1 項に示す手
法でデータ拡張を行った．以上の手順で７万枚を超える角

ただし 0 < α < 1 とし，I(i, j) は画像 I の任意の座標 (i, j)

膜反射疑似画像が得られた．データ拡張された画像の一例

の 3 次元画素値，M (i, j) はマスク画像 M の座標 (i, j) の

を図 6 に示す．

値を示す．また，画像 Ieye , Iscene 中の画素値は RGB チャ
ンネルすべてについて 0 ≤ r, g, b ≤ 255 であり，マスク画
像 M 中の値は 0 または 1 の 2 値である．

4.3.2 角膜反射画像の撮影・マスク画像の作成

5. 実験
我々はまず，シーン画像の検索について VGG19 の有効
性を検証するため，VLAD を用いた手法との比較検証を行

シーンが写り込まない角膜反射画像を用意するため，我々

うシーン画像を用いた位置同定タスクを行った．次に，角

は一面が白色の空間の中で角膜反射画像の撮影を行った．

膜反射画像をクエリとした場合のシーン画像検索について

ⓒ 2018 Information Processing Society of Japan
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図 7

実験１の結果

VGG19 の有効性を検証するため角膜反射画像を用いた位
置同定タスクを行った．

5.1 シーン画像を用いた位置同定タスク（実験１）

図 8

実験２の結果

• シーン画像
• 5枚

• ⾓膜反射画像
• 7枚

これらのシーン画像をクエリとし，予め各シーンから代
表の画像を１枚ずつ選出した画像群 C の中から同じシーン
と推測される画像を提示するタスクを行う．この時，精度
評価は式 4 に示すクエリ画像群 Q と画像提示数 s の関数

• 位置合わせした
⾓膜反射画像
• 7枚

図 9

位置合わせした角膜反射画像とシーン画像

で表す．

Acc(Q, s) =

|{q; q ∈ Q, ∃I ∈ Sq (s), class(I) = class(q)}|
|Q|
(4)

Torii ら [12] による約 2500 万の Dense SIFT 特徴量
から学習済みの VLAD 特徴空間を用い，4096 次元の

VLAD 特徴量を識別に用いる．

ただし，class(Ik ), 0 ≤ k < n は画像 Ik に写るシーンのク

この時，精度評価は 5.2 節と同様に式 4 に従う．ただし，

ラスを返す関数である．本タスクでは Dataset, Q はともに

ファインチューニングには Cornea Reflection データ A

Cornea Reflection データ A のシーン画像のみを用いた．

から作成した角膜反射疑似画像を用い，クエリ画像には

実験結果（実験１）

Cornea Reflection データ B の角膜反射画像，検索対象に

結果を次の図 7 に示す．図 7 より VGG19 を用いた手法
は VLAD を用いた手法より優れていることが分かる．

は Cornea Reflection データ B のシーン画像を用いた．
実験結果（実験２）
結果を次の図 8 に示す．図 8 の通り，角膜表面反射画像

5.2 角膜反射画像を用いた位置同定タスク（実験２）
次に，角膜表面反射画像から復元されたシーン画像に対

をクエリとした場合 VLAD を用いた手法に比べていずれ
の手法も良い結果が得られなかった．

して，以下の４手法によるシーン認識を行い比較する．

• 学習済みの VGG19 を用いる手法
識別には，全結合層を PCA に置換し 50 次元に圧縮し
た特徴量を用いる．

5.3 考察
シーン画像をクエリとする場合と比較して角膜反射画像
をクエリとした場合にシーン画像の検索が難関になる要因

• ファインチューニングを行った VGG19 を用いる手法

は大きく２つ挙げられる．第一に，角膜に映し出された影

4.3 節に示す手法でデータ拡張した角膜反射疑似画像

響による色彩の違いである．角膜反射画像はシーンの映像

を用いて 3.2.1 節に示す手法でファインチューニング

に虹彩の色と虹彩パターンが重なり合って構成されている

を行う．識別には，全結合層を PCA に置換し 50 次元

のでこのような問題が起こる．第二に，角度や位置，オク

に圧縮した特徴量を用いる．

ルージョンなどの見え方の違いである．第二の問題はシー

• VGG19 の出力から遮蔽物の領域を除去した特徴量を

ン画像を用いた位置同定タスクそのものである．本節では

用いる手法

第二の問題に着目すべく，図 9 に示す新たなシーン画像と

VGG19 の 12 層目の出力（28 × 28 × 512 次元）の遮蔽

該当シーン画像と位置合わせをした角膜反射画像をデータ

物の領域に対し PCA の平均値を代入したものを PCA

セットに追加した．

で 50 次元に圧縮した特徴量を識別に用いる．

• VLAD 特徴量を用いる手法
ⓒ 2018 Information Processing Society of Japan

これらの位置合わせした角膜反射画像をクエリとした場
合，VGG19 を用いた手法でも 6 種のクエリで上位 4 番以
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内に正解画像が得られた．また，CNN feature のうちカメ
ラやまぶたの領域に対応する部分に PCA の平均値を代入
したクエリを用いた場合は 7 種中 6 種のクエリで最上位に

[5]

正解画像が得られた．このことから VGG19 を利用した手
法では，クエリ画像およびシーン画像中の座標，すなわち
位置のズレが検索結果に大きく影響すると推測される．

[6]

6. 結論および今後の予定
[7]

本研究では，人物画像中の角膜反射画像からシーン認識
をすることを行うことを目的とした．シーン画像から位置
同定を行うため，VGG19 の出力を PCA によって次元圧縮

[8]

した手法を提案し VLAD を用いた既存手法より良い結果
が得られた．また角膜反射疑似画像を生成するためのデー
タ拡張手法を提案し，学習済みネットワークの VGG19 を

[9]

ファインチューニングを行った．このネットワークを用い
て角膜反射画像をクエリとしてシーン画像を検索したと

[10]

ころ VGG19 よりも VLAD のほうが良い結果が得られた．
その理由としては，クエリをシーン画像とした場合にくら
べて正解画像の被写体の位置が大きくズレていることが挙

[11]

げられ，画像中の位置変動に強い VLAD が得意とする範
疇であったためである．そのため今後の予定としては以下
の内容が挙げられる．

• サジェスト上位の画像がどのように類似しているかを
観察する

[12]
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