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輪郭点列の局所構造に着目した
アピアランスベース 3 次元物体認識手法
柴田 悠太郎1

橋本 学1

概要：本稿では，対象物体輪郭の局所的な接続構造を分析し，物体形状を特徴づけている独自性の高い線
素を抽出して照合に用いるアピアランスベース物体認識手法を提案する．アピアランスベースのモデル・

3

入力画像間の照合に用いるデータ要素としては，姿勢変化に伴う 次元的な見えの変化が大きいだけでな
く，照明外乱に対して抽象化され，しかもデータ量が少ないことが望ましい．そこで本研究では，物体外
輪郭の部分的なエッジ情報を効率よく抽出することによってこの問題を解決する．外輪郭エッジ点列を

10

画素程度の短い線素群に分割して照合データ要素とする．このとき，各線素の対象物体全体における発生
確率を計算し，発生確率が低い，すなわち独自性が高い線素のみを照合に用いることで誤照合の確率を低

2

減する．確率分析には，線素の始点と中間点の方向および中間点から終点の方向の つの方向を考慮した
形状共起ヒストグラムを利用する．このように線素を単位とする照合によって，学習データを 次元形状

3

モデルから自動生成できるだけでなく，例えば，次元圧縮のために入力画像の投影変換を必要とするパラ
メトリック固有空間法と比べてもさらに高速である．実験により，認識成功率
を確認した．

81.6%
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Appearance-based 3-D Object Recognition
using Distinctive Contour Pixels of Short Line-Element

Shibata Yutaro1 Hashimoto Manabu1
Keywords:

1.

object recognition, appearance-based, line-element, high distinctiveness, local structure
知の距離画像と照合することによってシーン中の物体の姿

はじめに

勢を認識する手法である．この手法の代表例として Spin

近年，工場などの生産ラインでは，熟練作業者の減少や

Image 法 [2] がある．これは 3 次元モデル内の注目点にお

高度技能の伝承の困難さから，従来人間がおこなっていた

ける法線ベクトルを基準とし，その注目点と周囲の点との

セル生産のロボット化が望まれている [1]．特に，機械部

相対的な位置関係を 2 次元画像に投影したものを照合単位

品の組み立て工程などでは，ばら積みされた対象物体を整

とし，同様の処理を施した入力距離画像と照合する手法で

列，あるいはピッキングする作業が頻繁におこなわれるこ

ある．Spin Image は対象の回転や移動に依らない局所的

とから，正確，高速，かつ柔軟な 3 次元物体認識に対する

な形状特徴であるが，注目点ごとにこれを格納する必要が

ニーズが根強い．

あるため，データ量が膨大になるという問題がある．この

3 次元物体認識の主要アプローチの一つとしてモデル

ほか，距離画像から得られる輪郭とその点からの法線方向

ベース物体認識がある．これは，あらかじめ対象物体に関

の内部データ点を特徴量とする DGI 法 [3] があるが，この

する 3 次元形状モデルを準備し，これを入力された姿勢未

手法も，学習姿勢と輪郭点の多さに起因する処理コストが
問題である．また，これらの手法に共通して，3 次元照合
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のためには距離画像取得のためのセンサが必須であるが，
現時点では工場現場での産業用途に利用可能な 3 次元セン
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サがまだ十分に普及していないことも，実用化を阻む要因

Matching に応用する手法 [11] があるが，対象物体のエッ

となっている．

ジ形状が複雑になることでデータ量の増加が懸念される．

もう一つのアプローチとして，あらかじめモデル対象物

この問題に対しては，本研究では照合に使用する線素を

体に関する多視点画像群を撮影しておき，これらを入力さ

選択することで解決する．すなわち，物体全体からみて形

れた姿勢未知の対象物体の画像と照合することによって，

状的な独自性が高い線素を優先的に用いることによって誤

対象物体の姿勢を認識するアピアランスベースの手法 [4]

対応の低減を図る．具体的には，外輪郭エッジ点列を 10

がある．これは，対象物を通常のカメラで撮影するだけで

画素程度の短い線素群に分割して物体全体における発生確

よく，特別な 3 次元入力装置が不要という利点があるが，

率を算出し，発生確率が小さい，すなわち独自性が高い線

多くの学習画像を準備する必要がある．そのため，これま

素を抽出する．確率分析には，線素の始点と中間点の方向，

で効率的なデータ削減手法が提案されてきた．例えば，物

中間点から終点の方向の 2 つの方向を考慮した形状共起ヒ

体の 2 次元画像を線形結合によって表現し，エッジ位置等

ストグラムを利用する．

の特徴量を使用する手法 [5] や，対象物体の 3 次元の見え

次に，二つめの課題である学習データの事前準備の効率

の変化を効果的にグループ化して認識の効率を向上させる

化に関しては，近年取り組まれている生成型学習 [12][13]

手法 [6] があり，データ群の効率的表現の観点から興味深

の考え方を適用する．一般的なアピアランスベースでは 2

い研究であるが，データ圧縮の効果は限定的である．これ

次元濃淡画像を照合単位とするため，現実環境を精密に模

らに対し，村瀬らが提案したパラメトリック固有空間法 [7]

擬したモデル生成技術を必要とするが，提案手法は外輪郭

は，ベクトル表現された学習画像群を主成分分析により次

エッジ情報を用いるため，3 次元モデルからの事前のモデ

元圧縮し，対象物体を固有空間内の点群（多様体）で表現

ル生成もきわめて容易である．

することによって，従来と比べて大幅なデータ量の削減を

以上のように，外輪郭エッジを構成する線素のうち独自

実現した．さらにこれの発展として，点群をサポートベク

性の高いもののみを利用する．本手法は，誤照合の可能性

トル回帰によって表現する改良手法も提案されている [8]．

を低減し，同時に学習画像のデータ量を大幅に削減し，さ

しかし，これらの手法も，依然として入力画像をそのつど

らに生成型学習が利用できるという利点がある．

固有空間に投影する必要があり，このための処理時間がか
かるという問題が残されている．

以下，本稿では第 2 章にて本手法の基本アプローチにつ
いて述べる．提案手法として，第 3 章は高独自性部分エッ

また，アピアランスベース手法を実システムに適用する

ジの抽出方法，エッジ占有率マップの生成とそれによって

場合には，対象物体に関する多視点学習画像の取得のため

求められるペナルティーを組み込んだ学習画像群との照合

に，例えば複数の回転ステージから構成される撮影装置が

について記述する．第 4 章では提案手法の評価実験を行

必要であり，画像取得の時間と，その煩雑さも課題となっ

い，第 5 章にて本研究の成果をまとめる．

ている．
そこで本研究では，通常のカメラによる入力画像を用い

2.

基本アプローチ

るアピアランスベース物体認識手法をベースに，照合時間

本章では，本手法の基本アプローチについて述べる．2.1

の短縮と，学習データの事前準備作業の効率化の 2 つの課

節で従来のアピアランスベースの問題点を明らかにした上

題を解決する手法の提案を目的とする．

で，2.2 節で本手法の前提となる考え方について述べ，さ

まず一つめの課題である処理時間短縮のために，本研究

らに 2.3 節で主なアプローチについて説明する．

では学習画像と入力画像のデータ照合単位として，物体の
外輪郭を構成する短いエッジ要素（線素）を使用する．外
輪郭は物体の姿勢変化に対して比較的敏感に変動するため，

2.1

従来のアピアランスベースの問題点

アピアランスベースの手法は，あらかじめモデル対象物

アピアランスベース認識においては姿勢推定の高精度化が

体に関する多視点画像群を撮影しておき，これらを入力さ

期待でき，またエッジは照明変動に対して抽象化された情

れた姿勢未知の対象物体の画像と照合することによって，

報であるため，外乱にも安定していると考えられる．対象

対象物体の姿勢を認識する．これは対象物体を通常のカメ

物体の輪郭エッジ情報を用いる物体認識手法としては，従

ラで撮影するだけでよく，特別な 3 次元入力装置が不要と

来より，距離情報を付加したエッジを用いるモデルベース

いう利点がある．しかし，アピアランスベース手法を実シ

手法 [9] や，対象物体の 3 次元の見えの階層化とピラミッ

ステムに適用する場合には，対象物体に関する多視点画像

ド探索を組み合わせて勾配方向ベクトルをもつエッジで照

群の撮影のために図 1 のような複数の回転ステージから構

合するアピアランスベース手法 [10] がある．これらは画像

成される撮影装置が必要であり，画像取得の時間と，その

内のすべてのエッジ点を用いるため，外乱による誤対応が

煩雑さが問題となっている．

増加する可能性がある．さらに，学習画像からエッジを抽
出し，離散的な方向属性を持つ直線で表現して Chamfer
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2.3

本研究における独自性の考え方

対象物体に関する外輪郭エッジを用いることで，学習画
像のデータ量を大幅に減らすことが可能である．しかしア
ピアランスベースの手法は，事前に多量の学習画像を準備
する必要があるため，学習画像から得られるすべてのエッ
ジ点を用いることはデータ量や速度を考慮すると実用的で
はない．したがって，誤照合を起こしにくく，独自性の高
図

2.2

1

従来のアピアランスベースの撮影装置の例

い線素のみを使用することを考える．本稿における線素と
は，外輪郭エッジの局所的な要素のことである．ここで本

生成型学習に基づくエッジを用いたアピアランスベー
ス物体認識

本研究の前提となる考え方は，対象物体に関する多視点
画像群を容易に取得することおよび物体の姿勢変化に対し
て比較的敏感に変動する情報を用いることの 2 つである．

研究における独自性とは，外輪郭エッジの局所的な形状の
ユニークな度合いを表す指標である．
図 4 に独自性の高い線素と考えられるところを太線で示
す．図 4 の太線部分はエッジの交わる角であり，他の線素
に比べてユニーク形状といえる．

まず対象物体に関する多視点画像群の取得には，画像取
得の時間と場所の準備などの観点から撮影装置を必要とし
ない，自動的かつ高速な方法を用いることが望ましい．そ
の 1 つの方法である生成型学習の考え方を適用する．生成
型学習は，図 2 のように 3 次元形状モデルから多視点距離
画像群を生成する手法である．
次に物体の姿勢変化に対して比較的敏感に変動する情報
として外輪郭エッジが適切であると考える．アピアランス
ベース認識においては姿勢推定の高精度化が期待でき，さ

図

らにエッジは照明変動に対して抽象化された情報であるた

4

高独自性線素の例

め，外乱にも安定していると考えられる．図 3(a)，(c) の
ように距離画像と 2 次元濃淡画像は全く異なる情報を持っ
ている．しかし，図 3(b)，(d) の外輪郭エッジを比べると

3.

同じような形状がでており，アピアランスベースの手法に
適用可能であると考える．
3.1

高独自性線素によるアピアランスベース物
体認識
提案手法の概要

本研究では照合に使用する線素を選択的に抽出する．す
なわち，物体全体からみて形状的な独自性が高い線素を優
先的に用いることによって誤った姿勢との誤照合の低減
を図る．図 5 に提案手法のブロック図を示す．まず学習モ
ジュールは，多視点画像群からエッジ画像群を生成し，それ
ぞれのエッジ画像から高独自性部分エッジを抽出してデー
図

2

タベースを作成する．またすべての多視点画像群から 1 枚
生成型学習による学習画像生成

のマスクを生成し，同時にエッジ画像群からプレエッジ占
有率マップを生成する．プレエッジ占有率マップは，任意
の画素が多量の学習画像においてエッジとして占有され
た度合いを持つマップである．マスクとプレエッジ占有率
マップを重畳してマスクの外側の領域を非考慮領域とする
エッジ占有率マップを得る．認識フェーズでは，入力画像
からエッジを抽出し，エッジからの距離に応じた重みを付
けて膨張させ，学習データベースと照合する．さらにエッ

図

3

距離画像・2 次元濃淡画像からのエッジ抽出

ジ占有率マップから得られるペナルティーを類似度に加え
る．これによりテクスチャにより過剰に検出されたエッジ
への誤対応を軽減する．
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る離散的な方向ベクトルの数であり，2 次元形状共起ヒス
トグラムの縦と横のセル数となる．

Ph (p, q) =

h(p, q)
K−1
∑ K−1
∑

(3)

h(p, q)

q=0 p=0

発生確率 Ph の低い線素は，形状的な独自性が高く照合
に有効であるといえる．
3.3

エッジ占有率マップの生成

対象物体に関する外輪郭エッジから高独自性の線素を選
図
3.2

5

択しても，入力画像に発生するテクスチャにより過剰に検
提案手法の概念図

出されたエッジへの誤照合が起きる．このようなエッジは
学習画像を入力画像で走査したときに，学習画像のエッジ

高独自性線素の抽出

本節では，高独自性線素の抽出のための形状共起ヒスト

でない画素に多く発生する．したがって，そのような場所

グラム作成から線素の発生確率の算出について説明する．

で照合したときに類似度を下げるような指標が必要であ

形状共起ヒストグラムは，図 6 ように外輪郭エッジ点列

り，そのためには学習画像のエッジを分析しなければなら

を始点から終点までの 10 画素程度の短い線素群に分割し，

ないと考えられる．

線素の始点と中間点の方向ベクトル vP ，中間点から終点

分析には任意の画素がエッジとして使用されている度

の方向ベクトル vQ の 2 つの方向ペアの発生頻度を，すべ

合いを示すエッジ占有率マップ Eg を算出する．まず，各

てのエッジ点で求め，図 6 ような離散的方向の番号 p，q を

学習画像 In (n = 1, . . . , N ) の学習エッジ画像 Cn を生成す

縦横それぞれのインデクスとする 2 次元マトリクス上に並

る．学習エッジ画像の画素値は，エッジなら 1，それ以外

べたものである．

なら 0 の 2 値で表現されている．N は学習エッジ画像の枚
数である．
次に学習エッジ画像群のグルーピングを行い，式 (4) よ
り，グループごとにプレエッジ占有率マップ Og を計算す
る．図 7 にその計算の模式図を示す．Ng はグループに含
まれる学習エッジ画像の枚数である．
式 (5) により各学習画像 In (n = 1, . . . , N ) のマスク画像

図

6

Mn を生成する．マスク画像 Mn は学習画像 In の画素が

形状共起ヒストグラムの生成の模式図

前景ならば 1，背景ならば 0 与えることによって生成され

線素の始点と中間点の方向ベクトル vP ，中間点から終

る．式 (6) により，すべての学習画像により生成されるマ

点の方向ベクトル vQ とし，この 2 つの方向ベクトルのペ

スク画像 Mall を生成する．任意の画素が少なくとも 1 枚

アの形状共起ヒストグラム h(p, q) は，式 (1)(2) で定義さ

の学習画像で前景ならば 1，それ以外は 0 にする．
式 (7) にエッジ占有率マップ Eg の算出方法を示す．エッ

れる．

h(p, q) =

∑∑

ジ占有率マップは得られたプレエッジ占有率マップ Og と

δ(vP , vQ , p, q)

(1)

畳して，そのマスク画像の値が 0 のところの値を-1 にする

vP ,vQ ∈R




δ = 1 when









{
}
argmax(vP , vk ) = p
k∈K
{
}
∩
argmax(vQ , vk ) = q

すべての学習画像により生成されるマスク画像 Mall を重
ことで得られる．エッジ占有率マップの値が-1 となる領域
は，入力画像にエッジ占有率マップを当てはめたとき確実

(2)

k∈K

δ = 0 otherwise

に背景領域であるため，3.4 節で述べるペナルティーの計
算において考慮すべきでない領域であることを意味してい
る．図 8 に実際に得られた前景確率マップを示す．

領域 R は取り得る線素の範囲である．vk は，方向座標
における離散的な方向ベクトルである．ここで，h の値の
総和が 1 になるように式 (3) で正規化して方向コードが p，

Og (i, j) =

Ng
1 ∑
Cn (i, j)
Ng n =1 g

(4)

g

q である線素の発生確率 Ph とする．K は方向座標におけ
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図

9

重み付エッジ膨張

ジなら 1，それ以外なら 0 の 2 値で表現されている．類似
度 Sθn ϕm は，エッジの一致度合い Tθn ϕm とテクスチャに
図

より過剰に検出されたエッジの影響を軽減するためのペナ

7

プレエッジ占有率マップの計算

ルティー Dθn ϕm で構成される．


1 when In (i, j) is an object pixel
Mn (i, j) =
0 otherwise

エッジの一致度合い Tθn ϕm は，学習データのエッジと同
一の位置で重み付エッジ画像が 0 でなければその重みを加
算することで計算される．Ne は，学習データのエッジ点

(5)



1
Mall (i, j)

Eg (i, j)

=

=


0

when

N
∑

の数である．Nx ，Ny は学習画像のサイズである．
ペナルティー Dθn ϕm は，エッジ占有率マップの値が 0

Mn (i, j) > 0

n=1

かつ重み付エッジ画像の値が 0 でなければ，その重みを加
(6)

算することで計算される．エッジ占有率マップの値 0 は，

otherwise

学習エッジ画像群においてその画素が一度もエッジとして
使用されなかったことを示している．また，入力画像のそ


−1

when Mall (i, j) ̸= 1

O (i, j)
g

otherwise

の位置にエッジがあればエッジの一致度合いがよくても誤
(7)

りである可能性がある．よって，ペナルティーを照合に加
えることで，入力画像の背景物体のテクスチャによる過剰
に抽出されたエッジへの誤照合を軽減する．Npenalty は，
エッジ占有率マップの値 0 の面積である．g は，θn ，ϕm に
対応したグループ番号である．

Θ = argmax Sθn ϕm (dx, dy)

(8)

θn ,ϕm ,dx,dy

図

3.4

8

Sθn ϕm (dx, dy) = Tθn ϕm (dx, dy) − Dθn ϕm (dx, dy) (9)

学習画像により生成したエッジ占有率マップの例

照合方法

Tθn ϕm (dx, dy)
Ny −1 Nx −1
1 ∑ ∑
=
W (i + dx, j + dy)Lθn ϕm (i, j)
Ne j=0 i=0

ここでは，提案手法による学習データおよびエッジ占有
率マップと入力画像との照合の原理について述べる．

(10)

まず，取得した入力画像からエッジを検出する．得られ
たエッジを膨張させ，元のエッジからの距離に応じて重み
をつけて重み付エッジ画像 W を算出する．つまり，W の

Dθn ϕm (dx, dy) =

値は 0，1 の 2 値ではなく，0 5 W 5 1 の範囲の連続値で
表現される．図 9 に重み付エッジ画像を示す．
次に，重み付エッジ画像 W とエッジ占有率マップ Eg を
用いて，学習データ Lθn ϕm と照合し，対象物体の姿勢 Θ
を認識結果とする．姿勢 Θ は，θn ，ϕm ，dx，dy の要素で
構成され，θn ，ϕm は視点角度，dx，dy は位置ずれを表す．
照合の評価として類似度 Sθn ϕm は，式 (9)(10)(11)(12) で
定義される．学習データ Lθn ϕm はエッジ画像であり，エッ
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Ny −1 Nx −1

∑ ∑

1
Npenalty

j=0

λ(i, j)

λ(i, j) = W (i + dx, j + dy) when Eg (i, j) = 0
λ(i, j) = 0
4.
4.1

(11)

i=0

otherwise

(12)

実験と考察
姿勢推定

テスト画像 180 枚を用いて，それぞれに対して適切
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な姿勢の推定精度を実験し，認識成功率を調べた．図

表

10 に ，実 験 に 用 い た 学 習 画 像 と テ ス ト 画 像 を 示 す ．

1

全エッジ点法

0 5 θ < 360, 0 5 ϕ < 90 の範囲を 2 度ピッチで生成し
た 8100 枚の学習画像を用いた．図 11 に提案手法により選

提案手法

ばれたエッジ点を示す．エッジの交わるところなどの形状

認識成功率の比較結果
点数 [pixel]

認識成功率 [%]

約 400

82.8

250

81.6

200

75.0

150

52.8

的な独自性の高い線素が選ばれていることが確認できた．
表 1 は認識成功率の評価結果である．図 12(a) のように，
対象物体の外形を確実に囲えたものを認識成功とした．提
案手法の認識成功率は，全エッジ点法に比べてやや低い結
果となった．また，提案手法は，エッジの点数を少なくす
ることで徐々に認識成功率が減少することが分かった．し
かし，提案手法の 250 点では，全エッジ点法と同程度の認
識成功率を得ており，学習画像のデータ量を削減できたと

図

いえる．
図 12 は，提案手法の認識成功例と認識例である．認識

4.2

12

提案手法の認識成功と認識失敗例

従来手法との信頼性の比較実験

失敗例（(b)）は，対象物体に関するエッジの一部が，正解

従来手法としてパラメトリック固有空間法（PES 法）と

の学習画像以外の誤った学習画像のエッジと似ているため

の認識成功率を比較した．テスト画像は 4.1 節で示した図

発生した．これには，エッジの余剰度合いなどを照合に加

10(b) と同じ画像を用いた．学習画像は，0

えることで対応できると考えている．

囲を 2 度ピッチ，ϕ = 38 で生成した 180 枚を用いた．た

5 θ < 360 の範

だし，パラメトリック固有空間法（PES 法）は，学習画像
として 180 枚の 2 次元濃淡画像を用いた．表 2 は，認識成
功率の比較結果である．4.1 節と同様に，対象物体の外形
を確実に囲えたものを認識成功とした．表より提案手法の
認識成功率は，PES 法の認識成功率を上回っていることが
確認できた．
表

2

従来手法との認識成功率の比較結果
点数 [pixel]

28 次元

6.7

全エッジ点法

約 400

83.8

250

81.6

200

78.3

150

73.9

提案手法

図

10

認識成功率 [%]

PES 法

学習画像とテスト画像の例

図

4.3

13

従来手法と提案手法の認識結果の例

処理速度

処理時間としては，学習データ（学習画像 180 枚分）
とテスト画像 1 枚が与えられてから認識結果を出力する
図

11

提案手法により選択された線素

までの時間を計測した結果を表 3 に示す．実験には Intel

®CORE i7（システムメモリ：8GB）を搭載した PC を
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用いた．提案手法は，パラメトリック固有空間法（PES 法）
より処理時間が短いことが確認できた．また，提案手法の

5.

おわりに

250 点では，全エッジ点法とほぼ同等の認識成功率を保ち

アピアランスベース物体認識において，対象物体に関す

ながら，処理時間が短いという結果が得られた．この結果

る外輪郭エッジを構成する線素のうち独自性の高いものの

から提案手法の独自性の高い線素選択の効果があったとい

みを抽出し，学習画像の線素と入力画像のエッジと照合す

える．しかし，処理時間の観点からは本手法をそのままオ

る手法を提案した．高独自性の線素を用いることで誤照合

ンラインのロボットビジョンシステムとして適用するのは

率を低減し，同時に学習画像のデータ量の削減を実現した．

困難な場合があると考えられる．今後，Coarse-to-Fine 戦

さらに，エッジ占有率マップから得られるペナルティーを

略などにより，さらに高効率の探索法を検討していく予定

照合に加えることで入力画像に発生するテクスチャにより

である．

過剰に検出されたエッジへの誤照合も抑制できた．
今後は，さまざまな 3 次元物体や環境変化に対する性能

3

表

点数 [pixel]

処理時間 [s]

PES 法

28 次元

132.7
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