Vol.2014-CVIM-191 No.24
2014/3/4

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

適応的な特徴量選択による
画像間の高精度な対応付け法の検討
長畑 香奈栄1,a)

金澤 靖1,b)

概要：本論文では画像間の対応付けにおいて複数の特徴量を適応的に選択することで高精度な対応付けを
行う方法の検討を行う．画像間の対応付けにおいては，これまで多くの特徴検出法および特徴記述法が提
案されてきており，それぞれの手法は得意および不得意とするシーンがあるが，これまでユーザは本人あ
るいは他人の経験から選択することが多かった．本研究では，これらの選択を画像に対して適応的に行お
うと試みる．ここでは，まず予備実験により領域毎に適した特徴量を求めておき，対象となる画像は小領
域に分割して，領域毎に適した特徴量を使うことで，画像全体の対応付けの精度の向上をはかる．また，
対応付けの類似度計算に関し，複数特徴量をまとめて統一的に扱うための方法を提案する．提案法の有効
性を実画像実験により示す．

Image Mactching
using Adaptive Feature Descriptor Selection
Kanae Nagahata1,a)

Yasushi Kanazawa1,b)

Abstract: We propose a new image matching method using adaptive feature selection. In practical image
matching, we usually adopt a famous keypoint detection method and famous description or the method which
made good results in own experiments. In this paper, we propose an image matching method which automatically selects a good descriptor. For doing this, we introduce a uniﬁed distance using multiple descriptors
and a classiﬁer for region segmentation. We show the eﬀectiveness of our method by real image examples.

1. はじめに

Hessian-Laplace 検出器を近似した Box フィルタを用いて
特徴点位置を決め，64 次元の輝度勾配を特徴量ベクトル

コンピュータビジョンやパターン認識において，画像間

としている．これらは一般的なシーンではほど良い性能を

の対応する箇所を見つけることは，3 次元復元を始めとし

発揮するものの，図 1 のような強い繰り返しパターンを持

て，パノラマ画像画像生成や物体認識，画像検索など幅広

つシーンや，図 2 のようなほとんどテクスチャのないシー

い技術の重要な要素技術の一つである．そのため，これま

ンについては対応付けに失敗することが多い (図 1(b)，図

でに様々な方法が提案されている [1], [5], [6], [7], [8], [9]．

2(b))．これらに対し，丹野ら [15] は特徴点検出による対

3 次元復元だけでなく物体認識でも多く用いられてい

応付けではなく，繰り返しているパターンの要素を検出

る SIFT[6] は，特徴点の位置を複数の DoG 画像を用いて

し，その要素の特徴量空間を用いてパターン間の対応付け

検出し，128 次元の勾配ヒストグラムを特徴量ベクトル

を行う方法を提案している (図 1(c))．また，平井ら [4] は，

としている．また対応付けに良く使われる SURF[1] では，

腸管の襞に着目し，その襞の上に特徴点を取るようにした
後，襞に沿った HOG 特徴量を用いて対応付けを行ってい
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る (図 2(c))．
このように，特徴検出および記述はそれぞれ得意な画
像，不得意な画像があり，どんなシーンの画像に対しても
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図 1 繰り返しパターンを含む画像と対応付け．(a) 原画像．(b)

SIFT[6] による結果．(c) 丹野ら [15] による結果．

(c)

図 2 腸管画像における対応付け．(a) 原画像．(b) SIFT[6] による
結果．(c) 平井ら [4] による結果．

なく，物体に特徴的な色や明るさが変化している箇所も利
用されることも多い．これらは特徴点やキーポイントとも

対応付け可能な特徴検出およびその記述は存在しない．し

呼ばれ，現在までに数多くの手法が提案されている．

たがって，これまでは，ユーザがこれまでの自分の経験に

Moravec オペレータ [11] は初期のコーナー検出器で，注

則って意識的にあるいは無意識に，目的とするシーンに相

目画素とその周囲 8 画素との輝度値の差を評価してコー

応しそうな特徴検出と記述を選んで用いてきている．

ナーらしさを求めている．Harris オペレータ [3] は，注目画

そこで本研究では，ユーザが意識的あるいは無意識に

素の近傍の一階微分とガウス平滑化の組合せにより，高階

行っている特徴検出および記述の選択を，画像全体だけで

微分を評価してコーナーらしさを計算する．また，SUSAN

なく，画像の部分部分に対しても適応的に行えるようにし，

(Smallest Univalue Segment Assimilating Nucleus)[14] は，

より精度の高い対応付けが行えるようになることを目指し

注目画素を中心とした円形領域内において注目画素との

ている．

差が小さい画素をカウントすることで，コーナーを検出す

2. 画像間の対応付け問題

る．この SUSAN を改良したものが FAST (Feature from

Accelerated Segment Test)[12] であり，注目画素の周囲の

画像間で対応する箇所を見つけるには，

円周上の画素列から決定木によってキーポイントかどうか

• 対応付けの「要素」をどうするか．

を判定するすることで，極めて高速な処理が可能となって

• 要素の特徴をどのように「記述」するか．

いる．これらは物体のコーナーを検出することを目的とし

• 記述間の「類似度」をどのように定義あるいは計算す

ている．

るか．

これらに対し，特徴点をコーナーに限定しない特徴点

が重要となる．この「要素」とは，画像内の主に幾何学的

検出法も提案されている．SIFT (Scale-Invariant Feature

な特徴であり，点や線，領域などが使われる．このうち点

Transform)[6] は Lowe により提案された特徴点検出および

はこれらは元の 3 次元形状に対して視点位置に依存せずに

特徴量記述法であり，現在最も良く使われる手法の一つで

正確に検出されることが望ましい．また「記述」は，その

ある．この SIFT では異なるスケールの複数の DoG (Dif-

「要素」の特徴例えば，要素内あるいは要素の近傍の色や濃

ference of Gaussian) 画像から極値を求め，その場所をキー

淡変化の情報などを用いることが多く，一般にはベクトル

ポイントの候補とし，その後，低コントラストの点やエッ

で表される．これらは，一般には視点や照明に依存しない

ジ上の点を取り除いて検出点としている．また SURF[1]

不変な量であることが望ましい．また類似度は，記述した

では，Hessian-Laplace 検出器を近似した Box フィルタを

特徴量ベクトルの空間において正確に距離を測れるもので

用いてキーポイント検出を行うことから，高速化が可能と

ある必要がある．

なっている．

2.1 キーポイントの検出

2.2 特徴量記述

現在多くの場合，対応付けの要素としては画像内の点が

検出されたキーポイントの特徴を記述するものとして，

用いられる．3 次元復元を行うには，対象物体のコーナー

最も単純なものは，そのキーポイントを含む局所領域の画

など，幾何学的に意味のある点が検出されることが望まし

像そのものを利用することである．これは短い基線長の平

いが，物体認識などでは幾何学的に意味のある点だけでは

行ステレオのような画像間では有効であるが，カメラ間の
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距離が長くなったり，その向きが変化するような一般的な

ベクトル特徴量を xi = (xi1 , ..., xiD )> ，特徴 Qj に対する D

撮影による 2 画像間では，正しい対応を取ることができな

次元特徴量を xj = (xj1 , ..., xjD )> とする．これより，画像

い．これは，用いている特徴量 (局所画像) が並進不変であ

間の特徴の対応付け問題とは，次式のように書ける．

るためである．これに対し，より高次の不変量のものが提

(Ps , Qt ) = arg min dist(Pi , Qj )

案されている．

SIFT[6] は DoG 画像からの極値検出の際，同時にその
スケールを求めることができ，そのスケールにおける着目
画素を含む領域における輝度勾配の分布を求め，最も勾配
変化の大きい方向をオリエンテーションとし，その向きを
基準とした輝度勾配分布も併せて合計 128 次元の特徴記述
となっている．このスケールおよびオリエンテーションに
よって正規化された記述を用いることで，相似不変な特徴
量となっている．SURF[1] も SIFT 同様に相似不変な 64
次元の特徴記述であり，インテグラルイメージを用いる
ことで輝度勾配も高速に処理できる．BRIEF (Binary Ro-

bust Independent Elementry Features) は Calonder ら [2]
によって提案された 32 次元のバイナリコードによる記述
であり，パッチ内においてランダムに選択された 2 点の輝
度差の符号からバイナリコードを生成している．したがっ
て高速に処理できるが，スケールや回転に不変な特徴記述
ではない．ORB (Oriented FAST and Rotated Brief) [13]
も BRIEF と同様に特徴量を 32 次元のバイナリコードとし
て記述するが，オリエンテーションを計算するため回転不
変な特徴記述となる．

2.3 類似度の計算
ベクトルで表された特徴量の類似度も多数存在するが，
今，2 つの特徴 P , Q に関する D 次元特徴量がベクトル

x=(x1 , x2 , ..., xD )> , y=(y1 , y2 , ..., yD )> で表されていると
き，次式で表される特徴空間内の 2 点間のユークリッド距
離によって，その近さを測ることができる．
v
uD
u∑
dist(P, Q) = t (xi − yi )2 ≡ kx − yk

(1)

このとき，距離が小さいほど特徴が似ていることを表す．
ベクトル間の角度を類似度として使う場合には次式と
なる．

(2)

ここで，(a, b) はベクトル a, b の内積を表す．このとき，
値が 1 に近いほど (角度が小さいほど) 特徴が似ていること
を表す．

2.4 画像間の対応付け問題の定式化
2 枚の画像 IP , IQ があり，それぞれの画像の特徴を Pi ,
i = 1, ..., N , Qj , j = 1, ..., M とする．今，画像全体に対
して単独の D 次元特徴量を用いたとし，特徴 Pi に対する
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3. 適応的な特徴量選択
本研究では，これまで提案されてきた特徴記述に関し，

“適した” 特徴記述を適応的に選択することで，画像間の対
応付けの精度を向上させることを試みる．

3.1 複数特徴量を用いた対応付け
ここでは特徴としてキーポイントを用い，各キーポイン
トに対して複数の特徴記述を行い，それを利用して対応付
けを行うことを考える．
今，それぞれの画像の特徴点 Pi , Qj から，それぞれ K
(k)

(k)

種の特徴ベクトル xi , k = 1, ..., K, xj , j = 1, ..., K が
得られたとする．このとき，これら全てのベクトルを重ね
た次のベクトル ξ i , ξ j を定義する．
 (1)
 (1) 
x
xi
 j(2)
 (2) 
 xj
 xi 



ξj =  .
ξi =  .  ,
 ..
 .. 



(K)
(K)
xj
xi









(4)

このベクトル ξ i , ξ j は，異なる種類の特徴量ベクトルをそ
位を持つことから，各特徴量に対する重み w(k) (> 0) を考
え，次式のような重み付き距離を定義する．
v
uK
u∑
(k)
(k)
w
dist (Pi , Qj ) = t
w(k) kxi − xj k2

(5)

k=1

i=1

(x, y)
kxkkyk

この得られた特徴対 (Ps , Qt ) が対応となる．

のまま並べただけであり，一般にそれぞれ異なる次元と単

代表的なものは距離と角度である．

cos(θ(P, Q)) =

(3)

Pi ,Qj

これをベクトル ξ i , ξ j を使って書き直すと，
v
uK
u∑
(k)
(k)
w
w(k) kxi − xj k2
dist (Pi , Qj ) = t
k=1

v
u k (
)
u∑ (k)
(k)
(k)
(k)
= t
xi − xj , w(k) I (k) (xi − xj )
k=1

=

√(

)
ξ i − ξj , M (ξ i − ξj ) = kξ i − ξj kM

(6)

となる．ただし，k · kA は行列 A を計量とする距離を表
す．ここで計量行列 M は


w(1) I (1)
0




w(2) I (2)


M =
 (7)
..


.


(K)
0
w(K) I
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で示されるブロック対角行列とする．この式 (6) により，
複数特徴量を用い，その違いを考慮した距離を計算するこ
とができる．

3.2 各特徴量に対する重み
式 (7) における，特徴量 k に対する重み w(k) をどのよう

(a)

に決めるかが問題となる．本研究では，現在用いられてい
る特徴量のほとんど全てが画像内の局所的な濃淡情報から
求められていることから，その局所的な濃淡情報を元に，
重みを変えることを考える．
一般の屋外のシーンにおける画像においては，大別す
ると

(b)

• 空などのように色変化やテクスチャの少ない領域．
• 建物の外観などのように直線上のエッジが多い領域．
• 木や森，植物などのようにエッジ方向がいろいろな方
向に存在する領域．

• テクスチャがほぼ一様であるが，特徴的なペイントな
どがある道路などの領域．

(c)

に分けられると考えられる．したがって，それぞれの領域
に特徴的な特徴量が検出されると予想でき，特徴量の優劣

図 3 重み決定のための実験に使用した画像組の例．(a) ほぼ自然物
の画像．(b) ほぼ建物の画像．(c) ほぼ道路の画像．

に差があると考えられる．そこで本研究では，これらの領
域毎に重みを変えることを考える．つまり，式 (7) の計量
行列の重み w(1) , ..., w(K) は固定ではなく，それが属する
領域によって変える必要がある．
今，画像を S 個の領域 R1 , ..., RS に分けたとする．こ
のとき，領域 Rs に対する計量行列 M (s) は次式となる．
 (1) (1)

w(s) I
0


(2)


w(s) I (2)


M (s) = 
(8)
.


..


(K) (K)
0
w(s) I

• FAST + SURF
• ORB
• SURF + BRIEF
• SURF
• SIFT
これらの組み合わせに対し，ほぼ自然物だけの画像，ほぼ
建物だけの画像，ほぼ道路だけの画像を用意し，各特徴量
での対応付けの精度を比較した．精度比較のために，厳密
に手動で対応付けを行って得られた対応から基礎行列を計
算し，エピ極線拘束条件に関する残差がしきい値以内のも

そして，特徴点 Pi と Qj が同じ領域 Rs に含まれるときに

のを正しい対応とした．画像内には他の領域のものも含ま

計量 M(s) を用いて距離を計算することで，より正確な対

れるが，これは手動で領域分割して，対象領域以外のキー

応付けが行えるようになると考えられる．このとき，各領

ポイントは使用しないこととした．また，各検出器のパラ

域 Rs に対する重みは

メータはデフォルトのものを用いた．

K
∑

(k)

w(s) = 1

実験に用いた画像例と結果結果を図 3 および表 1 に示

(9)

す．表 1 は

k=1

と正規化しておくものとする．

3.3 重みの決定のための予備実験

適合率 =

正しい対応数
全対応数

(10)

を表しており，それぞれ 5 組の画像の平均を示す．この結

今回は，各領域 Rs に対する適切な重みを決定するため

果より，自然物に対しては SURF+BRIEF，建物について

に，どの領域にどの特徴が有効なのかを，複数の画像を用

は SIFT，道路については FAST+BRIEF が適しているこ

いた実際の対応付け実験により予め求めておくこととし

とがわかる．これは，建物などエッジのはっきりしている

た．ここでは，次の特徴点検出及び記述の 7 つの組合せを

場合，その勾配は特徴的なものとなることから記述として

用いた．

は SIFT が適していて，自然物や道路のテクスチャなど細

• FAST + BRIEF

かくかつランダムなテクスチャに対しては BRIEF の記述

• FAST + ORB

が適していいたのではないかと考える．
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表 1 対応付けの精度の比較

画像の種類

FAST+BRIEF

FAST+ORB

FAST+SURF

ORB

SURF+BRIEF

SURF

SIFT

自然

0.525

0.431

0.142

0.401

0.539

0.471

0.519

建物

0.517

0.452

0.209

0.448

0.515

0.479

0.538

道路

0.693

0.685

0.290

0.450

0.689

0.632

0.625

3.4 識別器による重みの適応的選択

ŵ =

一般の屋外の画像においては，自然物，建物，道路はそ
れぞれ含まれていることから，本研究では，画像を小領域
に分割して各小領域毎にどの領域か判定し，各小領域に対
して前節で得られた知見から適した特徴量を選択して対応
付けを行うことを考える．小領域の判別手法としては，サ
ポートベクターマシン (SVM) を用いる方法 [10] なども提

wi + wj
2

とし，計量行列 M を

ŵ(1) I (1)


ŵ(2) I (2)

M =



0

案されているが，ここでは Deep Belief Network (DBN) を

(13)

..








.
ŵ(K) I (K)

(14)

用いて行う．ここで判別する領域は，自然/建物/道路/空
の 4 つであり，このうち空の部分は 3 次元復元には適さな



0

として，特徴点 Pi と Qj の距離を次式で計算する．

いため，対応付けの対象から排除するために用いる．入力

dist(Pi , Qj ) = kξ i − ξj kM

はそのまま小領域の画像をそのまま入力とし，教師データ

(15)

は前節の最も適していると判定された領域のみを正解，そ

ただし，ŵ(i) は重みベクトル ŵ の i 番目の要素と

うでない領域を不正解として学習させる．

する．

( 5 ) 全ての組合せから，

4. 対応付けの手順
提案法における対応付けの手順をまとめると次のように
なる．

(Ps , Qt ) = arg min dist(Pi , Qj )

(16)

Pi ,Qj

となるペア (Ps , Qt ) を求め，対応とする．

( 1 ) 画像 IP , IQ からそれぞれ特徴点 Pi , i = 1, ..., N , Qj ,
j = 1, ..., M を検出する．
( 2 ) 各特徴点 Pi , Qj に対し，K 種の特徴量
(k)

..., K ，xj

(k)
xi ,

k = 1,

を求め，これらをまとめたベクトル ξ i , ξ j

を求める．

5. 実験
提案法の有効性を確認するために，実画像による実験を
行った．
まず，領域識別に用いた DBN の構成を表 2 に示す．学

( 3 ) 画像 IP を矩形のブロックに分割し，各ブロック Rα の

習回数の異なる 2 つの DBN を用いて実験を行った．また

領域判別を行い，特徴点 Pi に対する重みパターンベク

今回の実験では，重みについては簡単化のために，最も適

(1)

(2)

(K) >

トル wi = (wi , wi , ..., wi

) を決定する．同様に

画像 IQ も矩形のブロックに分割し，領域判別した後，
(1)

(2)

(K) >

重みパターンベクトル wj = (wj , wj , ..., wj

) を

決定する．

いた．原画像のサイズはいずれも 2688×1792 で，別途手
動で見つけた対応点から計算した基礎行列を元にエピ極線
拘束条件からの差がしきい値以内にあるものを正しい対応

( 4 ) それぞれの画像から得られた各特徴点集合 Pi , i = 1,
..., N , Qj , j = 1, ..., M に対し，特徴点対 {Pi , Qj } と
取り出し，次の処理を行なう．

とし，検出された全キーポイント数と対応の取れたキーポ
イント数から適合率を求めた．
比較のために，SIFT および SURF を単独で使用した場

( a ) Pi , Qj に対する重みベクトル wi , wj が，あるし
きい値 tw に対して

kwi − wj k2 > tw

したものを 1，そうでないものを 0 とした 2 値の重みを用

合の実験だけでなく，今回学習後の DBN の識別率が 80%前
後とあまり高くなかったため，手動で領域判別を行った結

(11)

果も同時に示す．対応付けの例を図 4〜7 に示す．また適
合率を比較した結果を表 3 に示す．表を見ると，自動判別

を満足する場合，「異なる領域から得られた特徴

による提案法の結果は SIFT のみ，SURF のみと比べて精

点である」と判断し，

度が劣るが，手動判別による提案法の結果は SIFT のみ，

dist(Pi , Qj ) = ∞

(12)

とする．

( b ) そうでなければ，改めて重みベクトル wij を
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SURF のみと比べて，精度はほぼ同じか，高くなるという
ことがわかる．このことより，正しい領域判別を行うこと
ができれば，単独の特徴量を使うより，対応付けの精度を
向上させることができる可能性があると考えられる．

5

Vol.2014-CVIM-191 No.24
2014/3/4

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report
表 2 DBN の構成
値

項目
画像サイズ

手法

101 × 101

学習回数

1500 回

学習枚数

各領域（空，自然，建物，道路）1000 枚の合計 4000 枚

テスト画像枚数

各領域（空，自然，建物，道路）200 枚の合計 800 枚

層数とユニット数

3 層（中間層），各 1000 ユニット

表 3 対応付けの精度の比較
自然物
建物
道路

一般

平均

SIFT

0.629

0.653

0.682

0.666

0.658

SURF

0.637

0.569

0.305

0.673

0.546

提案法 (自動判別)

0.384

0.495

0.535

0.535

0.487

提案法 (手動判別)

0.743

0.652

0.674

0.726

0.699

6. まとめ
本論文では，画像間の対応付けにおいて複数の特徴量を

[6]

[7]

[8]

[9]

適応的に選択することで高精度な対応付けを行う方法につ
いて提案した．画像間の対応付けに用いる特徴量について
は，これまでユーザ本人あるいは他人の経験から選択する

[10]

ことが多かったが，本研究では，これらの選択を画像に対
して適応的に行おうと試みた．まず予備実験により領域毎
に適した特徴量を求め，それを用いて画像の各小領域を判

[11]

別し，領域毎に適した特徴量を使うことで，画像全体の対
応付けの精度の向上をはかった．充分な数の実験ではない

[12]

が，実画像実験により，その有効性を示した．
今後は，領域の自動判別の精度を向上させ，充分な数の
画像から実験を行うだけでなく，今回の実験では各特徴量

[13]

に対する重みとして 1, 0 の 2 値を用いたが，これを連続値
として用いた場合にどうなるか，また屋内などのシーンに

[14]

対しても適用可能なのか等についても検討を行う．
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(a)

(b)

(c)

(d)

図 4 自然物画像の例．(a) SIFT による結果．(b) SURF による結果．(c) 提案法 (自動判別)
による結果．(d) 提案法 (手動判別) による結果．

(a)

(b)

(c)

(d)

図 5 建物画像の例．(a) SIFT による結果．(b) SURF による結果．(c) 提案法 (自動判別)
による結果．(d) 提案法 (手動判別) による結果．
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(a)

(b)

(c)

(d)

図 6 道路画像の例．(a) SIFT による結果．(b) SURF による結果．(c) 提案法 (自動判別)
による結果．(d) 提案法 (手動判別) による結果．

(a)

(b)

(c)

(d)

図 7 一般画像の例．(a) SIFT による結果．(b) SURF による結果．(c) 提案法 (自動判別)
による結果．(d) 提案法 (手動判別) による結果．
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