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1. は じ め に

Constructive Solid Geometry と
型付き遺伝的プログラミングによる
超音波劣化画像の再構成

3 次元物体の認識は，テレイグジスタンスや知能ロボットの実現の鍵となる要素技術であ
る．本論文は，煙が立ちこめた火災現場や濃霧の中での危険物探索のように人間が近づくこ
とができず，しかも光学的手段による撮像が不可能な極限環境で作業するロボットの視覚装
置を想定したものである．このような視覚装置が備えるべき機能としては，知能ロボットの
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場合には探索対象物体の自動認識が必要であり，またテレイグジスタンスの場合には遠隔地
のオペレータに対象物体の画像を送る必要がある．本論文は，超音波イメージングを用い
たテレイグジスタンスを想定している．3 次元物体形状の再構成に関する研究はこれまでに
様々な研究が行われているが，光学的手段によって得られる情報から画像の奥行きや形状な

超音波イメージングシステムは光学的性質に影響されずに撮像を行えるため，極限
環境下において有効である．しかし，空気減衰などによって得られる物体形状が非常
に劣化したものとなってしまう．そのため，物体探索の応用においては，この劣化画
像から人間が認識できる程度に修復する必要がある．過去にニューラルネットワーク
を後処理として使用し，原物体画像の再構成を試みた．しかしながら，この方式では
原物体画像の学習が必要である．本論文では，学習を必要としない新たな手法として
3 次元 CAD などで利用される Constructive Solid Geometry（CSG）と遺伝子型
の表現に木構造を用いた遺伝的プログラミングを組み合わせることを検討した．

どを推定することは容易でない場合が多く，たとえそれが可能であっても様々な条件に拘束
される．これに対し超音波映像法では，音波の伝播速度が光に比べて極端に遅いため伝播時
間差から 3 次元物体像に対する情報が直接得られるというメリットがある．しかしながら，
イメージングシステム設計の種々の制約によりきわめて劣化した画像となるため，超音波イ
メージングシステムには後処理が必要となる．
筆者の一部は過去にホップフィールドニューラルネットワークやボルツマンマシンといっ
たニューラルネットワークを後処理として使用し，超音波イメージングによる 3 次元物体の

Reconstruction of Ultrasonic Deterioration Image
Using Constructive Solid Geometry and Strongly
Typed Genetic Programming
Motoi Yamagiwa,†1 Minoru Uehara,†1
Makoto Murakami†1 and Masahide Yoneyama†1
The ultrasonic wave imaging system is eﬀective in an extreme environment
to take images without being inﬂuenced by an optical properties. It is thus
necessary to restore the image of the object from a deteriorated image so that
the object can be recognized in a search. We used a neural network in the
previous work as a postprocessor and tried to reconstruct the original object
image. However, this method needs to learn the original object image. In this
work, we propose combining Constructive Solid Geometry with Genetic Programming as a new technique that does not require learning. To conﬁrm the
eﬀectiveness of this technique, we reconstruct the image of an object from a
ultrasonic deterioration image to the original image.
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認識や物体画像の再構成を行ってきた1)–5) ．しかしながら，これらの後処理方式では原物体
画像の学習が必要であった．学習を行った物体については画像再構成が可能となるが，学習
を行っていない物体については，学習を行った物体の画像を再構成してしまう．また，数多
くの物体に対応させるためには，すべての種類の物体画像を学習する必要がある．多くの種
類の物体画像を学習した場合，学習する物体数の増加とともに再構成成功率は低下してしま
う3),5) ．よって，学習可能な物体数も限りがある．そこで，3 次元 CAD などで利用される

Constructive Solid Geometry（CSG）と遺伝子型の表現に木構造を用いた遺伝的プログラ
ミングを組み合わせることで 3 次元物体の推定を行う．本手法によって学習が不要となるた
め，再構成する物体の種類数に制限がなくなる．具体的には，物体を構成する CSG の集合
演算を遺伝的プログラミングに組み込み，遺伝的操作によって 3 次元物体画像を作成する．
作成した画像と超音波イメージングシステムのシステム特性をコンボリュージョン演算する
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ことにより，疑似劣化画像が生成される．生成された画像と超音波イメージングシステムで
撮影された画像と比較し，2 つの画像の誤差を減少させるよう遺伝的操作を行い，物体を構
成させる．従来の研究6),7) においては，配置するプリミティブが同じ形状であっても配置角
度が異なる場合，異なるプリミティブとして扱っていた．本提案では，遺伝的プログラミン
グに導入する CSG において，使用されるプリミティブの配置回転角を表現可能にし，物体
の再構成能力の向上を図る．CSG と遺伝的プログラミングによる処理の有効性は人工劣化
画像を用いた再構成12),13) によって確認された．本論文では，高さを統一した物体を対象物
体として超音波イメージングシステムによる画像について再構成を行った．

2. 超音波を用いた映像法
2.1 超音波イメージングの原理
3 次元物体形状の再構成に関する研究はこれまでに様々な研究が行われているが，光学的
図 1 超音波イメージングの概念
Fig. 1 The concept diﬁnition of ultrasonic imaging.

手段によって得られる情報から画像の奥行きや形状などを推定することは容易でない場合
が多く，たとえそれが可能であっても様々な条件に拘束される．これに対し超音波映像法で
は，音波の伝播速度が光に比べて極端に遅いため伝播時間差から 3 次元物体像に対する情

波アレイにより計測された逆散乱波を空間的に逆フーリエ変換することによって近似的に求

報が直接得られるというメリットがある．
超音波を用いた映像法として有名なものに医療分野への応用（エコー）がある14) ．探触
子を走査させることで体内の視覚化が行われるが，肺の描出が不得手なように空気中でのイ
メージングには適用できない．また，探触子を随時動かしながら映像化するため瞬時に探
索範囲全体の映像を得ることが難しい

15)

めることができ，物体の表面凹凸関数と物体の反射率分布を用いて式 (2) のとおり表すこと
ができる．

．映像の再構成においては，空気中と体内（水中）

では超音波の減衰が大きく異なる．空気中の方が減衰が大きいため，物体画像の再構成が難
しくなる．

3 次元物体に超音波平面波を照射し，物体からの逆散乱波を受波アレイで計測する系の概
念図を図 1 に示す．図 1 において，t = 0 のとき式 (1) に示すような角周波数の超音波の平
面波を物体に照射する．







Pin (r, t) = Θ ct − |r − r0 | · exp jkin · (r − r0 ) − jωt



(1)

ただし，

kin = (k sin θ0 , 0, −k cos θ0 )
ここで，θ0 は照射角度，r0 は送波器の位置，r (x , y  , z  ) は物体表面上の点の座標，c は音
速，k は波数，Θ はユニットステップ関数をそれぞれ表す．このとき，物体の 3 次元像は受
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(kz  )2 
k

=
Q(r, z  ) · exp j (xx + yy  ) dxdy 

π 
r


f (x , y  , z  ) = ξ(x , y  )Q ζ(x , y  ) − z 

(2)

ただし，

⎧
⎪
物体面と受波面の距離：Z
⎪
⎪
⎪
⎪
受波点の座標：r(x, y, Z)
⎪
⎪
⎪
⎨ 物体の表面凹凸関数：ζ(x , y  )
⎪
物体の反射率分布：ξ(x , y  )
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
受波位置での逆散乱波音圧：P (r, t)
⎪
⎪
⎩



3 次元物体像：f (x , y , z )

ここで，
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Q(r, z  ) =

P {r, (r + r0 − 2z  cos θ0 /c)} × (Z + z  cos θ0 )





(x − r sin θ0 )2 + y 2 + (Z + r cos θ0 )2 ·r3

×

1
exp(jkr)

(3)

物体の高さ方向の情報を計測する手段として，物体からの逆散乱波を 1 サイクルずつ区

3. Constructive Solid Geometry
Constructive Solid Geometry（CSG）はソリッドモデルにおいて用いられる 3 次元物体

切って式 (2) の計算を行うことにより，各高さにおける 2 次元像を求めることができる．こ

の表現方法である8),9) ．3 次元物体の表現にはワイヤフレームモデルとサーフェイスモデル，

れらの各高さにおける複数の 2 次元像を統合することにより 3 次元像を再構成することが

そしてソリッドモデルの 3 つのモデリング手法が存在するが，ワイヤフレームモデルは頂

できる．

点と稜線のみで 3 次元物体を表現するモデリングである．サーフェイスモデルはワイヤフ

2.2 超音波イメージングシステム

レームモデルに面を追加したモデリングである．これら 2 つのモデリングは頂点や稜線，面

超音波イメージングシステムは，用いる超音波の周波数を 40 kHz とし，X-Y 方向に 16×16

といった物体表面の情報しか持たない．それに対してソリッドモデルは中身のつまったモ

個，合計 256 個の受波器でアレイを構成する．なおかつ受波器の設置間隔を 25 mm とし，

デリング手法である．CSG はプリミティブと呼ばれる基本立体を用いて複数の基本立体の

受波アレイのサイズは 375 × 375 mm とする．16 × 16 個の音圧計測点の外側に 8 層の音圧

論理演算（論理和，論理積，否定）を行うことにより，3 次元物体を構成する．CSG では

0 の点を外挿し，逆フーリエ変換を行うことによって，32 × 32 個の音圧計測点を得る．な

図 3 に示すとおり，物体像の合成（集合演算）を木構造によって表すことができる．CSG

お，送波器はアレイの中心に配置される．このイメージングシステムの各パラメータを表 1

の表現のメリットとして，1 度設計した形状を容易に変更できるという点がある．ここで，

に示す．また，システムの概観およびアンテナ部の拡大写真と受波器，送波器の配置図を

ソリッドモデルの表現方法として最も一般的な CSG と境界表現の優劣を比較する．データ

図 2 に示す．

構造やデータ量においては CSG の方が少ない．また，形状の正当性については CSG では
正当な形状のみの表現に対し，境界表現では正当でない形状も表現できてしまう．データの
表 1 超音波イメージングシステムの諸パラメータ
Table 1 The parameters of ultrasonic imaging system.

Frequency of ultrasonic wave
Number of receiver
Size of receiver array
Distance between the receiver array and ﬂoor
Position interval of receiver
Measurement number of wavelength in scattered wave

図 2 超音波イメージングシステム
Fig. 2 The ultrasonic imaging system.
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40 kHz
16 × 16
375 × 375 mm
400 mm
25 mm
12

変換に関しては CSG から境界表現への変換は可能であるが，境界表現から CSG への変換
は困難である．変形のやり直しについては CSG は単純であるが境界表現ではデータの保持
方法に左右されてしまう．しかし，局所的な変形では CSG が困難であるのに対して，境界
表現では容易となる．本論文で使用したプリミティブは図 4 に示す 3 種類である．

図 3 論理演算による木構造表現
Fig. 3 The expression of the Boolean operation in the tree structure.
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表 2 非終端ノードの定義
Table 2 The type of non-termination node.

Name of
data type
Union

Square

Argument of
the node
Operation
Operation
Operation
Operation
Operation
Operation
Rotate

4. 型付き遺伝的プログラミング

Circle

Rotate

P-name

4.1 遺伝的プログラミングの基本的特長

Triangle

Rotate

P-name

P-temp

P-name
Coordinate-temp
Coordinate
Coordinate

Operation

Boolean operation
(Union)
Boolean operation
(Diﬀerence)
Boolean operation
(Intersection)
Primitive name
(Square)
Primitive name
(Circle)
Primitive name
(Triangle)
Temporary primitive node

Coordinate-temp

Temporary coordinate node

Diﬀerence
図 4 プリミティブの画像
Fig. 4 The images of primitives.

遺伝的プログラミング（Genetic Programming: GP）は諸説はあるが 1990 年に J. Koza

Intersection

によって，遺伝的アルゴリズム（Genetic Algorithm: GA）の拡張として考案されたとす
る説が一般的である10) ．GP は GA の遺伝子型を配列から「木」と呼ばれる構造表現を扱

C-temp

Type of
returning node
Operation
Operation
Operation
P-name

Meaning of node

うことを可能にしたものである．木構造は，構文解析の導出や複雑な数式を表現すること
が可能である．また，GA には不可能な問題の表現形式に基づいた探索の実現や部分構造の
表 3 終端ノードの定義
Table 3 The type of termination node.

把握といったことも可能である．GA での次世代への子孫を作り出す過程である突然変異，
交叉，淘汰（選択）といった遺伝的操作は当然 GP にも存在する．

4.2 型付き遺伝的プログラミング

Name of type
C-info

Type of returning node
Coordinate

R-info

Rotate

型付き遺伝的プログラミング（Strongly Typed GP: STGP）は Montana によって提案
され，木を構成する各ノードにデータ型を導入したものである11) ．データ型を導入し，生

Meaning of node
Coordinate information
(x, y: random integer (1〜32))
Degree of rotation
(random integer (1〜8))

成される木に制約を設けることで GP の探索効率が向上させることができる．制約にそぐ
わない木を生成しないよう初期の木生成や遺伝的操作の適用を制限することから木構造の
構造保存が可能となる．STGP で生成される木は次の 2 点の制限を満たす．

要素（論理演算子，プリミティブ，プリミティブの位置）を STGP の終端ノード，非終端

• 木の根にあたるノードが返すデータ型は指定されたデータ型である．

ノードに組み込むことで物体を自在に構成させる12),13) ．CSG の物体表現が STGP 実行

• 根以外のノードのデータ型はその親が引数として要求するデータ型である．

時の初期の木生成や遺伝的操作によって破壊されることのないよう表 2 に示すとおり非

ノードのデータ型定義によって，意味破壊を起こす演算は行わない．ノードのデータ型を

終端ノードの定義し，表 3 に示すとおり終端ノードの定義した．表 2 において “Union”，

より多く定義することを必要とする複雑な演算である場合，GP の探索効率はより向上する．

“Diﬀerence”，“Intersection” は CSG において使用されるプリミティブの論理演算を表す．
また，“Square”，“Circle”，“Triangle” は CSG において使用されるプリミティブの種類を

5. CSG と STGP の組合せ

表す．このほかに，プリミティブテンポラリノード（“P-temp”）と座標テンポラリノード

CSG による物体の表現が木構造によって表すことができることから，CSG の表現の各
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（“C-temp”）を定義した．プリミティブテンポラリノードは CSG 表現に直接的な影響はな
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いが，プリミティブの種類を変化させずに座標情報のみ遺伝的操作させることと，その逆の

生成可能となる．“C-info” はプリミティブの座標情報である．1 から 32 の整数値があては

座標情報を変化させずにプリミティブの種類のみを遺伝的操作させることを可能にする．座

められ，初期の木生成時には 1 から 32 のランダムの整数が入る．これらの定義をもとに生

標テンポラリノードはプリミティブの x 座標および y 座標を同時に遺伝的操作させること

成される木構造の例を図 6 に示す．

を可能にする．表 3 において，“R-info” はプリミティブの回転度情報である．回転度は時
計回りに 8 段階（0 度，45 度，90 度，135 度，180 度，225 度，270 度，315 度）で表され

6. 再構成実験

る．よって，1 から 8 の整数値があてはめられ，初期の木生成時には 1 から 8 のランダム

6.1 物体像再構成の流れ

の整数が入る．これにより図 5 に示すとおり，1 種類のプリミティブで 8 種の物体画像が

CSG による物体の形状表現が木構造によって表すことができることから，CSG の表現
の各要素（論理演算子，プリミティブ，プリミティブの位置，プリミティブの回転度）を

STGP の終端ノード，非終端ノードに組み込むことで物体を自在に構成させる．本論文に
おける超音波画像再構成の流れを図 7 に示す．STGP によって生成された画像 o(m, n) は，
超音波イメージングシステムの劣化過程を経て，疑似劣化画像を生成する．超音波イメージ
ングシステムの劣化過程 h(m, n) は Point Spead Function（PSF）で表され，式 (4) に示
すとおり定義される．

h(m, n) = a ·

sin πbm sin πbn
·
πbm
πbn

(4)

ここで a は振幅，b は周期の各パラメータであり，過去の研究6),7) より a = 0.819363，

b = 0.068262 とした．STGP によって生成された画像と PSF とを 2 次元コンボリュージョ
ンすることによって疑似劣化画像が得られる．この疑似劣化画像と超音波画像を比較し，誤
差がなくなるよう遺伝的操作が行われる．よって，STGP における適応度 F は式 (5) に示
図 5 8 段階の角度で生成されるプリミティブ画像
Fig. 5 The primitives generated by 8 steps degree of rotation.

図 6 生成される木構造の例
Fig. 6 The sample of the tree growth.
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すとおり定義される．

図 7 超音波画像再構成の流れ
Fig. 7 The ﬂow of the reconstruction of ultrasonic image.
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表 4 STGP の各パラメータ
Table 4 The parameters of STGP.

The name of parameter
Population size
Probability of the crossover
Probability of mutation
Maximum number of generation
Maximum depth of trees
(The available primitive number)

F =1−

Value
5,120
90%
10%
3,000
14
(1,024)

N
M 

|u(m, n) − o(m, n) ∗ h(m, n)|

MN

m=1 n=1

図 8 撮影被験物体
Fig. 8 The objects of target.

(5)
6.3 再構成結果

ここで，

⎧
M ：最大画素数（x 座標）
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
N ：最大画素数（y 座標）
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎨ m：x 座標

図 8 に示すとおり 2 種類の金属物体を対象物体として使用した．実験においては物体を
超音波イメージングシステム撮影可能範囲内において任意の位置および回転度で配置し撮
影した．図 9 において左から順に，物体の配置状況，超音波イメージングシステムによっ
て得られた画像および STGP による再構成画像を示す．さらに，図 9 中の 1 つの楕円形に

n：y 座標

⎪
⎪
⎪
u(m, n)：超音波画像
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
o(m, n)：ST GP によって生成された画像
⎪
⎪
⎩

h(m, n)：超音波イメージングシステムの劣化過程（P SF ）

ついての世代ごとの適応度遷移を図 10 に示す．そして，最終的に生成された木構造表現を
図 11 に示す．図 9 において，物体の回転度を問わず正しい形状に再構成されている．しか
しながら，再構成された画像は物体の再構成位置に若干ずれが存在する．この原因は超音波
イメージングの劣化過程の再現性能が不十分であることおよび適応度の計算法が単純であ

6.2 STGP の各パラメータ

ることが考えられる．また，プリミティブよりも大きさが小さい物体や，線状の物体を再構

超音波画像の再構成を行うにあたって採用した GP オペレータは交叉と突然変異である．

成させた場合，超音波イメージングシステムの解像度の低さが原因となり，再構成に失敗す

交叉率は 90%，突然変異率は 10% とした．交叉や突然変異を行うための個体の選択法は

ることが確認された．また，図 11 より，単純な物体画像であっても複雑な論理演算を経て

トーナメント方式とし，トーナメントサイズは 4 とした．最大世代数を 3,000 とし，たとえ

再構成が行われたことが確認された．これらの原因は超音波イメージングの劣化過程の再現

適応度が 1 とならなくても 3,000 世代で遺伝子操作を打ち切る．初期集団の個体数は 5,120

性能が不十分であることが考えられる．さらに同位置に複数のプリミティブが配置された

とし，1 世代における個体数も同じく 5,120 とした．これらのパラメータの値は実験により

り，同じ演算を繰り返したりするような結果も見られた．遺伝的プログラミングの各種パラ

試行錯誤的に決定した．生成可能な木の深さを決定することによって，使用するプリミティ

メータや適応度計算について，検討する必要があると考えられる．過去の研究12),13) では，

ブの最大数を制限することが可能である．生成可能な木の深さの最大値を 14 とし，使用可

再構成の対象は人工劣化画像であったが，本論文よりも複雑な組合せの物体画像においても

能なプリミティブの最大数は 1,024 となった．これは今後の画像再構成を考慮し，より複雑

再構成が成功したからである．

な物体にも対応するために設定した．以上の STGP の各パラメータを表 4 に示す．

図 9 において 6 種類中 5 つについて正しく再構成できたことから，再構成成功率は 83.3%で
あったが，物体の配置位置，回転度が異なっても同一物体であれば再構成が可能となること
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図 10 世代ごとの適応度遷移
Fig. 10 The transition of ﬁtness by generations.

図 11 最終的に生成された木構造表現
Fig. 11 The tree structure expression generated ﬁnally.

図 9 物体の配置と超音波画像および再構成画像
Fig. 9 The positions of objects and ultrasonic images and reconstruted images.

ての物体画像を学習しなければならないからである．しかし本手法では物体の配置する位置
や回転を考慮する必要がない．また学習を行う必要がないため，元の物体に似せて学習画像
を作成する必要もなくなり，再構成可能な物体の制限が大きく解放された．

が想定できる．これは，物体の配置位置や角度に違いがあると別の物体として学習しなけれ
ばならないニューラルネットワーク

1)–5)

と比較して，大きな利点であるといえる．

315 度）の回転度を導入したことにより，プリミティブの種類を削減しても物体の再構成は

では，再構成可能な物体数に限りがあ

問題なく行われた．過去の研究6),7),12),13) では “Triangle”（三角形）は頂点の向きによって

り，なおかつ物体の配置する位置や回転度を考慮する必要があった．これは再構成するすべ

4 種類のプリミティブを用意していたが，本提案では，1 種類のプリミティブ “Triangle” を

従来のニューラルネットワークによる再構成

情報処理学会論文誌

Vol. 51

No. 2

1)–5)

STGP のオペレータに 8 段階（0 度，45 度，90 度，135 度，180 度，225 度，270 度，
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参

図 12 過去の研究6),7) における画像再構成
Fig. 12 The reconstruction in previous work 6),7) .

用意するだけでよい．
過去の研究6),7) では，図 12 に示すとおりプリミティブがある位置に単独で存在する場合
にのみ再構成が可能となっていたが，本提案によってプリミティブが結合して存在する場合
やプリミティブとして存在しない二等辺三角形の物においても正しく再構成が行われた．

7. ま と め
本論文では，極限環境下におけるテレイグジスタンスおよび知能ロボットの視覚系を実現
することを想定し，光学的手法ではない撮影手法を利用して物体の計測を行い，人間の目
で物体の認識を可能にすることを目的として，超音波イメージングを用いて物体の計測を
行い，後処理方法として STGP と CSG を組み合わせた手法を用い，物体像の再構成を試
みた．
従来の STGP と CSG を組み合わせた手法では同じ物体でも異なる角度ごとに 1 つのプ
リミティブを用意したため，再構成可能な物体に制約があったが，STGP のオペレータに

8 段階の回転度を導入したことで，プリミティブの種類数の削減および配置位置に角度のあ
る物体，またそれらが複数存在する場合についても再構成が可能となった．
現状では高さが一定でプリミティブの拡大（縮小）倍率おいても一意の場合でしか再構成
できないため，複雑な物体の表現には高さ方向，大きさの表現を GP オペレータに組み込
んで，CSG 表現ができるよう改良する必要がある．また再構成される物体の位置に若干ず
れが存在するため解決が必要である．これには超音波イメージングシステムの劣化過程を正
確に再現することや STGP の適応度計算法の改良が必要であると考えられる．以上の点に
ついては今後の課題としたい．
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