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あらまし 本論文ではユーザとの対話を用いた物体認識システムに必要な機能の一部として，様々な照明条件
下で物体認識を行うための色変換の学習方法について述べる．本研究では，外部照明と内部照明の 2種類の光源
がある冷蔵庫内のシーンを対象として，シーン内での照度変化を考慮して色変換を学習する．これらの照明の影
響による色変換を，物体モデルの色と様々な照明条件下で観測したその物体の色と参照物体の色の組を用いて学
習する．外部照明の照度変化については光源との位置関係による影響が強いため，冷蔵庫内の位置との関係を学
習することで対応する．一方，内部照明の照度については，光源との位置関係に加えて，物体自身の光の透過率
や照明を遮る物体の有無による影響があるため，冷蔵庫内の位置が同じでも物体の種類や物体配置が異なる場合
にはその値が変化する．そこで，学習時には観測ごとに最も合う内部照明照度を当てはめておき，物体認識時に
は，徐々に内部照明照度を変化させながら認識を試みて，認識が成功したときの照度をその場所の物体への内部
照明照度とすることで対応する．これにより，シーン内での照度変化に対応したより正確な色変換を実現する．
最後に，様々な照明条件下での冷蔵庫内シーンにおける物体の抽出と識別の実験を行い，本手法の有効性を示す．
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1. ま えが き

近年，高齢社会の到来により人を助けるサービスロ

ボットの必要性が高まっており，画像を用いて認識し

た物体をもってくるサービスロボットの研究 [1]が数

多く行われている．一般に物体認識を行う視覚システ

ムにとって，照明条件の変化への対応は重要な問題で

ある．この問題に対しては，光の反射の物理法則に基

づく色モデルを考えて，照明条件の変化によって物体

の見えが変化しても，その表面反射率は変化しないと

いうカラーコンスタンシー [2]に関する研究がある．

カラーコンスタンシーの問題は，照明条件の変化に

対する色変換の問題とみなすこともできる．その中で

も，色モデルを線形化して色変換を扱う研究 [3]や，更
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に RGBの各成分を独立に変換する研究 [4]がよく行

われている．Drewら [5]は，物体のモデルと認識対象

の画像の間で特徴の対応をとり，その特徴同士の間で

の色変換を色変換空間に投票することで，全体の色変

換の候補を得る手法を提案している．

一方，統計に基づいて非線形な色変換を取り扱う研

究もある．Millerら [6]は異なる照明条件下で撮影し

た同じシーンの画像中の色の組から color flowを学習

し，色変換を行う手法を提案している．[5]や [6]の手

法では変換の推定に複数の色の組が必要となるが，ロ

ボットビジョンシステムにとって未知照明条件下で複

数の参照色を得ることは困難である．

また，シーン内での照明変動を考慮したカラーコン

スタンシーの研究もある．シーンを一様な反射率をも

つ表面に領域分割して，各領域内での色変化から照明

変動を推定する手法 [7]や，照明変動を利用して基準

照明への色変換候補範囲を限定して，可能な範囲の重

心を解とする研究 [8]がある．しかし，これらの手法

は，対象シーンがモンドリアン [9]のような面積の大

電子情報通信学会論文誌 X Vol. Jxx–X No. xx pp. 1–11 xxxx 年 xx 月 1



電子情報通信学会論文誌 xxxx/xx Vol. Jxx–X No. xx

きな同一表面で構成されている必要があり，オクルー

ジョンエッジがあるようなシーンには対応できない．

これに対して我々は，冷蔵庫内のような複雑なシー

ンに対して，参照色と色変換との関係を様々な照明条

件に対して学習しておくことで，一つの参照色のみを

用いて色変換を推定する手法 [10] を提案した．しか

し，そこではシーン内での照明条件が一様であること

を仮定していた．

本研究では，シーン中での物体への照度変化を考慮

した色変換の学習方法について述べる．ここで扱う光

源は，物体を前から照らす部屋の電灯や外からの光な

どの外部照明と，物体を後ろから照らす冷蔵庫内のラ

ンプによる内部照明の 2種類とする．これらの照度は，

図 1のように同じ光源のもとでも，シーン内の場所に

よって大きく変化する．まず，冷蔵庫内全体の平均的

な外部照明については，従来どおり参照色との関係を

学習する．冷蔵庫中での相対的な外部照明の照度変化

については，光源との位置関係による影響が強いため，

冷蔵庫内の位置との関係を学習する．一方，内部照明

については，光源がすべての観測に対して共通である

ため，その色成分はすべての観測に対して不変である．

しかし，内部照明の照度については，光源との位置関

係に加えて，物体自身の光の透過率や照明を遮る物体

の有無による影響があり，冷蔵庫内の位置・物体の種

類・物体の配置が変化するとその値が変化する．そこ

で，内部照明の色成分と照度を分けて扱い，色成分に

ついてはすべての観測データに対して最も合うものを

学習する．また，内部照明照度については，外部照明

照度のように冷蔵庫内の位置との関係だけでは学習で

きないので，学習時には観測ごとに最も合う内部照明

照度を当てはめておき，物体認識時には，徐々に照度

を変化させながら認識を試みて，認識が成功したとき

の照度をその場所の物体への内部照明照度とする．こ

れにより，シーン内での照度変化に対応した正確な色

変換を実現する．

本論文では，まず 2.で冷蔵庫から必要なものを取っ

てくるサービスロボットのための物体認識システムの

概要について述べる．次に，3.でローカルな照度変化

を考慮した色変換を定式化して，4.で色変換パラメー

タの学習方法と，そのパラメータに基づく物体認識手

順について述べる．5.で様々な照明条件下での物体の

検出と識別に関する実験を行い，6.で結論を述べる．

(a) Local illumination change of external light

(b) Local illumination change of internal light

図 1 場所による照度変化
Fig. 1 Local illumination changes.

2. 物体認識システムの概要

システムは最初に認識対象の物体モデルを作成する．

物体モデルは，どの方向からでも認識できるように図

2(a)のような投影画像を用いて登録する．モデルの特

徴としては，投影画像上で最大面積をもつ一様色領域

の平均色である代表色や，それ以外の一様色領域の色

や大きさなどの二次特徴を用いる [11]．次に，ユーザ

から音声対話によって取ってほしい物体の商品名や種

類 (お茶やコーヒー)を伝えられると，システムはそれ

に当てはまる缶やペットボトルのすべての物体モデル

を用意して，モデルごとに認識を試みる．ここで，モ

デル登録時の照明条件と物体認識時の照明条件は異な

るので，冷蔵庫領域を抽出することで得られる参照色

(ここでは図 2(b)の矢印で指し示した白枠で囲まれた

冷蔵庫の扉の色)を用いて現在の照明条件を推定して，

原画像 (図 2(b))をモデル登録時の基準照明条件に変換

した正規化画像を作成する (図 2(c))．この画像をもと

に，システムは可能な限り自動認識を試み [12]（注1），図

2(d)の黒枠のように認識した物体をユーザに提示する．

ここで，システムが認識に失敗した場合には，ユーザ

との対話を通して認識の補助となるような情報を得て，

その情報をもとに再度認識を試みて，認識を行う [13]．

また，本研究で用いるサービスロボットは，音声対話

や移動マニピュレータを用いた物体の操作も行うが，

その詳細についてはそれぞれ文献 [14]，[15]を参照さ

れたい．

（注1）：抽出された領域が缶であるかペットボトルであるかは，領域の
大きさや周囲のエッジ等によって決定する．
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(a) Object model

(c) Normalized image

(b) Original image

(d) Recognition result

図 2 物体認識の概要
Fig. 2 Overview of object recognition.

3. ローカルな照度変化を考慮した色変換

ここでは，シーン内での照度変化がある場合の色変

換について定式化する．まず，色変換の問題設定につ

いて簡単に述べた後，半透明物体の色がどのように観

測されるかをモデリングする．次に，そのような物体

を含むシーンでの外部照明と内部照明の照度変化を考

慮した色変換を定式化する．

3. 1 色変換の問題設定

最初に Lambertian 表面での光の反射をモデリング

する．有限次元線形モデル [16] を用いると，観測色

c = [c1;c2;c3;c4]
T
= [R;G;B;1]T（注2）は以下で表される．

cp =

ns

∑
k=1

ni

∑
l=1

fpklskil (1)

ここで，sk; il はそれぞれ光の波長に対する反射率と

入射光の分布を基底関数（注3）の線形和として表したと

きの各基底関数の係数であり，ns;ni はそれぞれの基

底関数の数である．ここでは，通常のシーンに対する

表面反射光が少数の基底関数でモデリングできると

見て，基底関数の数を ns = ni = 4とする．また， fpkl

はカメラレスポンスやその他の基底関数の積分項を

まとめたものである．更に，基底関数の係数ベクトル

（注2）：第 4 成分として 1 を入れたのは，色変換時の定数項に対応する
ためである．
（注3）：ここでは基底関数の具体的な形を定めないが，これは最終的に
基底関数の積分項が色変換モデル中のパラメータにまとめられ，そのパ
ラメータが学習によって決定されるためである．
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図 3 ローカルな照明変動を考慮した色モデル
Fig. 3 Color model considering local illumination changes.

s = [s1;s2;s3;s4]
T と i = [i1; i2; i3; i4]

T を定義すると，s

は物体の反射率特性を表すことになり，iは入射光の

スペクトル特性と照度を表すことになる．これらを用

いると，式 (1)を以下のように行列 A ; B で表現する

ことができる．

c = As = B i (2)

where A pk =

4

∑
l=1

fpkl il，B pl =

4

∑
k=1

fpkl sk

次に，色変換の問題設定について述べる．認識対象

の物体モデルは図 3(a)のように，基準照明 (canonical

light)条件下で作成される．これに対して，物体認識

時には図 3(b)のように部屋の照明の点灯・消灯や時刻

によってシーンごとにグローバルに変化する外部照明

(external light)が物体を前方から照らし，冷蔵庫内のラ

ンプによる内部照明 (internal light)が物体を後方から

照らす．グローバルな外部照明の変化については，参

照物体 (reference)の色を観測することによって推定す

る．物体を後方から照らす内部照明については，ペッ

トボトルのような半透明物体に対してのみ影響を与え

るものと考える．

ここで，入射光 iを照度 mo = kikと色度 e = i=kik

の積 i = moeに分解して考える．

外部照明の入射光 mext
o eext は，部屋の照明や窓の外

からの光が光源として考えられるため，その照度 mext
o

と色度 eext は時間によって変化する．また，これらの

光源は冷蔵庫から比較的遠いので，冷蔵庫内の位置に

よる色度 eext の変化はないとみなすが，照度 mext
o につ

いては冷蔵庫の扉の影などの影響を受けて変化する．

一方，内部照明の入射光 mint
o eint は，時間変化しな

い冷蔵庫内のランプが光源なので，色度 eint は時間に

よって変化しない．しかし，照度 mint
o は内部照明を遮

る物体の有無によって影響を受けるので，物体配置の

3
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表 1 入射光の照度と色度の性質 (○依存，×非依存)
Table 1 Properties of intensity and chromaticity of incident

lights. (○ dependence,× independence)

入射光の要素の依存要因
入射光の要素 冷蔵庫内の位置 時間 (状況変化)
外部照明の照度 mext

o ○ ○
外部照明の色度 eext × ○
内部照明の照度 mint

o ○ ○
内部照明の色度 eint × ×

時間 (状況変化): 部屋の照明の点灯・消灯，時刻による外からの
照明の変化や物体の配置の変化などの状況変化を含む

変化を含む時間 (状況)の変化によって変化する．これ

らの入射光の照度と色度の性質を表 1にまとめる．

結局問題は，認識時の照明条件下での外部照明と内

部照明の照度と色度を推定して，認識時に撮影された

画像をモデル登録時の基準照明条件下で得られるはず

の画像に変換することとなる．

3. 2 半透明物体の色のモデリング

ペットボトルのラベルのように半透明な物体表面に

入射した光は図 4のように (a)鏡面反射光，(b)拡散反

射光，(c)鏡面透過光，(d)拡散透過光に分かれる．(a)

と (c)は，ある特定の方向に対して進み，表面の色の

影響は受けずに光源色そのものを反映する．(b)と (d)

は入射光が物体内部で散乱されて，あらゆる方向に拡

散した光であり，光源の色に物体固有の色の影響を加

えた光となる．そのうち，前方に散乱したものが (b)

となり，後方に散乱したものが (d)となる．また，(b)

と (d)については，前方・後方のそれぞれで，いずれ

の方向に対しても均等な拡散 (図 4の左右の半円)が生

じるものとする．

このように物理光学現象に基づいて半透明物体の色

を推定する研究としては [17]があるが，透過光として，

ガラス等の吸収性フィルタに対する鏡面透過光のみを

考慮しており，拡散透過光については考慮していない．

本研究では，図 3(b) のように物体を後ろから照ら

すような内部照明による透過光を考える．本システム

では，冷蔵庫内を少し上から見下ろすような位置にあ

るカメラによってシーンを撮影するため，鏡面透過光

に寄与する光はカメラと物体を結ぶ光軸上の冷蔵庫の

壁や他の物体での反射光のみで，冷蔵庫のランプから

物体に直接入射する光と光軸上以外の壁や物体での反

射光は拡散透過光として寄与するため，カメラで観測

される透過光としては拡散透過光が支配的になる．こ

のことを確認するために，予備実験により冷蔵庫の壁

に黒画用紙を貼って鏡面透過光をカットした場合にも

incident light

surface
(a) specular reflection

(b) diffuse reflection (d) diffuse transmission

(c) specular transmission

camera

図 4 半透明物体の色のモデリング
Fig. 4 Color model of semitransprent objects.

ペットボトルのラベルの色があまり変化しないことを

確認した．

また，拡散透過光と拡散反射光は同じ散乱現象に

よって同じ物体固有の色の影響を受けるため，波長に

対する拡散透過率分布が拡散反射率分布の定数倍で表

現できると仮定する．よって，拡散透過率分布を有限

次元線形モデルで表現したときの基底関数の係数ベク

トル strans を，拡散反射率の係数ベクトル sと定数倍

の係数 tを用いて，strans
= tsとして表す．結局，拡散

透過光の色 ct は式 (1)と同様にして以下で表される．

ct
p =

4

∑
k=1

4

∑
l=1

fpkltskil (3)

3. 3 照度変化を含む未知照明下での物体の色推定

冷蔵庫内に置かれた物体は，図 3(b)のように，前方

からの外部照明 mext
o eext と後方からの内部照明 mint

o eint

に照らされる．拡散反射率が sで拡散透過率が tsの物

体がこのような照明に照らされたときにカメラで観測

される物体の色 coは，外部照明による色 cext;oと内部

照明による色 cint;o の和として以下のように表される．

co
p = cext;o

p + cint;o
p

=

4

∑
k=1

4

∑
l=1

fpkl(skmext
o eext

l + tskmint
o eint

l ) (4)

一方，その物体のモデル登録は，図 3(a)のように基準

照明 mc
oec の下で行うので，モデルの色 cm は，式 (2)

より，以下のようになる．

cm
= mc

o A cs; where (Ac
)pk =

4

∑
l=1

fpkle
c
l (5)

また，認識時において，表面反射率 sr をもつ参照物体

は図 3(b)のように外部照明 mext;r
o eext のみを受けるの

で，観測される参照色 cr は，式 (2)より，

cr
= mext;r

o B reext
; where (Br

)pl =

4

∑
k=1

fpkl s
r
k: (6)

式 (5), (6)より，物体の拡散反射率 sと外部照明の入

4



論文／対話を用いた物体認識のためのローカルな照度変化を考慮した色変換の学習

射光の色度 eext は以下のようになる．

s = (Ac
)
�1cm

=mc
o (7)

eext
= (B r

)
�1cr

=mext;r
o (8)

式 (4)に式 (7), (8)を代入すると，

co
= T cm (9)

T = mext T ext
+mint T int

+ T h (10)

(T ext
)pu = (1�δp4)

4

∑
v=1

αpuvcr
v (11)

(T int
)pu =(1�δp4)

4

∑
k=1

4

∑
l=1

fpkl((A c
)
�1

)kueint
l )(12)

T h
= diag[0;0;0;1] (13)

αpuv=

4

∑
k=1

4

∑
l=1

fpkl((A c
)
�1

)ku((B r
)
�1

)lv=mc
o (14)

mext
= mext

o =mext;r
o (15)

mint
= tmint

o =mc
o: (16)

ここで，T はモデルの色 cmを認識時の物体の色 coに

変換するための色変換行列であり，外部照明と内部照

明に関する色変換行列 T ext
; T int の重み付き和と T h

の和で表される．δi j はクロネッカーのデルタであり，

T ext
;T int の第 4 行成分はいずれも 0になる．色変換

行列の第 4行成分をこのように表現したのは，モデル

の色 cm
= [cm

1 ;c
m
2 ;cm

3 ;1]
T を変換した co の第 4行目の

成分が常に 1になるようにするためである．また，α
は外部照明による色変換行列 T ext を認識時の参照色

cr から推定するためのパラメータである．mext は参

照物体に対して認識対象物体がどの程度の外部照明を

受けるかを相対的に表したものであり，mint はモデル

登録時の物体への入射光に比べて，どの程度の内部照

明の影響を受けるかを相対的に表したものである．た

だし，缶のように光が透過しない物体については，そ

の内部照明重みを mint
= 0としておく．これらの重み

mext
;mint によって，冷蔵庫内の場所による照度変化の

影響を表すことができる．

ただし，外部照明重み mext の変化については，冷蔵

庫内の場所による影響が最も大きいと考えられるので，

冷蔵庫の棚ごとに左端を 0，右端を 1とする横方向の

相対位置 hへの依存性を学習することができる．ここ

では，外部照明重み mext を実験的に以下のような hの

二次式で近似する．

mc

rc

oc

sa

intTintm

h

extT

T

extm

: Learning

parameters

: 

: 

: s α

Intermediate

parameters

Observation

Model

図 5 色変換要素の関係
Fig. 5 Relation among color transformation components.

表 2 色変換要素の依存性 (○依存，×非依存)
Table 2 Dependency of color transformation components. (○

dependence,× independence)

要素 位置 物体 時間
as × × ×
cm × ○ ×
co ○ ○ ○
cr × × ○
h ○ × ×
mext ○ × ×

要素 位置 物体 時間
mint ○ ○ ○
s ○ × ×
T ○ ○ ○
T ext × × ○
T int × × ×
α × × ×

位置: 冷蔵庫内の位置，物体: 物体の種類，時間: 状況変化

mext
=

2

∑
j=0

as; jh
j (17)

ここで，as; j は冷蔵庫の s番目の棚の横方向の相対位

置 h の j 次の係数である．また，冷蔵内での奥行に

よっても外部照明重み mext は変化するが，学習時には

奥行一定を仮定した本手法のモデルを用いてパラメー

タを求め，その仮定によって生じた色変換誤差の分散

をもとにして，認識時の奥行変化による誤差を許容で

きるようにする (詳細は次章以降を参照)．

これにより，パラメータ as;α;mint
; T int が求まって

いれば，式 (10), (11), (17)より認識時に観測される参

照色 cr と冷蔵庫内の棚 sと位置 hから色変換行列 T

を定めて，式 (9)より物体モデルの色 cm を認識時の

物体の色 co に変換することができる．これらの色変

換要素の関係を図 5にまとめる．また，これらの色変

換要素の，冷蔵庫内の位置，物体の種類，時間に対す

る依存性を表 2にまとめる．

ここで，色変換行列 T には，パラメータの積の項

asα と mintT int が存在して，しかも各パラメータに制

約がないために，パラメータが一意に決まらない．そ

こで，α; T int に制約 kαk= 1; kT intk= 1を加えるこ

とで，パラメータの組を一意に決定する．

4. 色変換パラメータの学習と物体認識

ここでは，3.で述べた色変換モデルのパラメータを

どのように学習するかについて述べ，その学習結果を

5
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示す．まず，学習のための観測が十分にある場合の学

習方法について述べ，次に観測がない新しい環境への

適応方法について述べる．また，そのパラメータを用

いてどのように物体認識を行うかについて述べる．

4. 1 色変換パラメータの学習

まず求めるべき色変換パラメータ as;α;mint
; T int の

個数について考える．α は従来法で扱ったグローバル
な外部照明を推定するパラメータであり，表 2にある

ように位置・物体・時間の異なる観測に対して共通で

ある．よって，その個数は 48である [10]（注4）．asは冷

蔵庫内の位置と外部照明重み mext の関係を表すパラ

メータであり，表 2より位置・物体・時間の異なる観

測に対して共通である．ただし，式 (17)より冷蔵庫の

棚ごとにパラメータが異なるので，冷蔵庫の棚の数を

nsとすると，パラメータ asの個数は 3nsとなる．T int

は内部照明による色変換を表すパラメータであり，表

2より位置・物体・時間の異なる観測に対して共通で

ある．よって，その個数は 12である（注5）．mint は内部

照明重みを表すパラメータであり，表 2に示すように

位置・物体・時間の異なる観測に対して変化するため，

その個数は観測回数 nと等しくなる．結局，n回の観

測が得られたときに求めるべきすべてのパラメータ数

は，60+3ns +nである．

次に，n回の観測を行ったときに得られる方程式の

数について考える．物体認識が 1 回成功するごとに，

物体モデルと認識した物体の領域との正しい対応関係

が得られる．ここで，認識時の対象物体と参照物体の

観測色 co
;cr として，抽出された領域の平均色を用い

るので，1 回の観測で 1 組の cm
;co

;cr
;s;hが得られ，

式 (9)から 3本の方程式が求まる（注6）．よって，n回の

観測で得られる方程式の数は 3nである．

これらより，パラメータを算出するためには，観測

数が nc = 30+(3=2)ns だけ必要である．

しかし，実際には線形化の仮定などにより，この色

変換には誤差が含まれているので，nc 以上の観測値を

用いて色変換誤差が最小になるようなパラメータを算

出する．ここで，色変換誤差の評価には，物体ごとに

色変換誤差の大きさが異なること（注7）を考慮して，物

（注4）：T ext は 4�4 であるが，第 4 行目の成分については 0 で固定な
ので，実質 3�4= 12 である．よって，その T ext を推定する α の個数
は 12�4= 48 である．
（注5）：T int は T ext と同様に，第 4 行目の成分については 0 で固定な
ので，実質 3�4= 12 である．
（注6）：色変換式 (9) の 4 行目は両辺とも常に 1 となるので，観測ごと
に実質 3 本の方程式が得られることになる．
（注7）：照明の誤差が同じでも，反射率の大きい物体ほどその誤差を大

体ごとの色変換誤差の共分散行列で正規化したマハラ

ノビス距離を用いる．また，様々な照明条件における

色変換誤差を均等に扱うため，観測色 co を認識を行

う際に用いる基準照明に変換した T �1co とモデル cm

との誤差を用いる．結局，最小化すべき評価式 Sは以

下のようになる．

S =

n

∑
j=1

∆T
j Σ�1

O( j)∆ j ! min (18)

under kαk = 1; kTintk= 1; mext
j >

= 0; mint
j >

= 0

where ∆ j = cm
j � T �1

j co
j

ΣO( j) =
1

nO( j)
∑

k2IO( j)

∆k∆T
k (19)

ここで，O( j)は j番目の観測の対象物体であり，ΣO( j)

は，物体 O( j)の色変換誤差の共分散行列である．式

(19)の nO( j)は物体O( j)の観測数で，IO( j)は物体O( j)

の観測番号の集合 fkjO(k) = O( j)gである．

ここで，式 (18)の最小化問題について注目すると，

式 (19)の共分散行列 Σ O( j) を計算するためには Sの

最小化により色変換パラメータが求まっている必要が

ある．一方，その最小化を行うためには共分散行列

Σ O( j)が必要となる．そこで，以下の手順で Sの最小

化を解く．

（ 1） 共分散行列 ΣO( j) を単位行列 I 4 に初期化

（ 2） as;mint
j ; T int を固定値に拘束して，α を Sの

最小化により算出

（ 3） すべての色変換パラメータ as;α;mint
j ; T int を

Sの最小化 (共役こう配法)により算出

（ 4） 共分散行列 ΣO( j) を算出

（ 5） 色変換パラメータと共分散行列の値が収束す

るまで，手順 ( 3 )，( 4 )を反復

手順 ( 2 )は，冷蔵庫内の位置で変化しない外部照明

のみを考慮した色変換パラメータを算出したことに相

当し，手順 ( 3 )の共役勾配法による最小化の初期値を

与えるためのものである．

4. 2 新しい環境への適応

本システムを新しい環境 (冷蔵庫)に適応させる場合

は，その環境での観測値がないため，色変換パラメー

タを算出できない．従来は，冷蔵庫内の位置で変化し

ないグローバルな外部照明のみを考慮して，ユーザと

の対話を通して物体モデルと観測した物体との正しい

対応の観測値が得られるごとに，随時パラメータを更

きく反映するので，明るい物体ほど誤差が大きくなる．

6
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(a) (b) (c)

図 6 学習サンプル画像
Fig. 6 Sample images for learning.

新することで新しい環境への適応を実現した [10]．

これに加えて，外部照明重みの推定パラメータ asや

内部照明のパラメータ T int
;mint

j についても考慮する

必要がある．そこで，最初は冷蔵庫内の位置で変化し

ない外部照明のみを考慮して，as; T int
;mint

j を固定値

に拘束した上で，α のみを更新する．この適応過程で，
(A) 外部照明照度のローカルな変化の影響を受けた観

測や (B) 内部照明の影響を受けた観測が得られると，

α のみでは色変換誤差が大きくなる．そこで，誤差が
大きくなったときには，その誤差の主な要因が (A)，

(B)のいずれによるものかを調べて，より大きな影響

を与える要因に対応するパラメータ ((A)に対しては

as，(B)に対しては mint
j ; T int )の拘束を解いて，その

パラメータについても学習する．具体的には，as の拘

束を解いた場合と，mint
j ; T int の拘束を解いた場合で，

誤差がより小さくなる方の拘束を解くものとする．ま

た，それ以降で色変換誤差が大きくなることがあれば，

残りのパラメータの拘束を解いて，そのパラメータに

ついても学習する．

4. 3 色変換パラメータの学習結果

学習には図 6のように，様々な照明条件で撮影され

たサンプル画像を用いた．また，物体としては缶・ペッ

トボトルごとに様々な色のものを 8種類ずつを用いた．

ここでは，160 枚サンプル画像より学習用に各々640

の観測値を取得して，学習を行った．

まず，外部・内部照明重みの変化を考慮することに

よる色推定への影響例を図 7に示す．ここで，cmは物

体モデルの色，ĉmg は冷蔵庫内の位置によって変化し

ない外部照明のみを考慮した場合 (以下，Globalと表

記)に観測色を基準照明へ変換した色，ĉmgl は冷蔵庫

内の位置による外部照明重み変化を考慮した場合 (以

下，Global + Localと表記)の色，ĉmgli はペットボト

ルに対して観測ごとに最も良い内部照明重みを与えた

場合 (以下，Global + Local + Int. lightと表記)の色を

表す．図 7(a)は缶が扉の影で暗くなる位置に置かれて

いたために，ĉmgがモデル cmよりも暗くなってしまう

(a) Can (b) PET bottle

図 7 外部・内部照明重み変化を考慮するによる色推定へ
の影響

Fig. 7 Effect on color estimation considering weights for external
and internal light.

のに対して，場所による外部照明重みを学習した ĉmgl

は，モデルの色 cmに近くなっていることが分かる．ま

た，図 7(b)は比較的外部照明のよく当たる場所にある

ペットボトルが，後ろから内部照明によって照らされ

ているため，従来法で推定した ĉmg はモデル cm に比

べてかなり明るくなっている．それに対して，場所に

よる外部照明重みを学習した ĉmgl は多少モデル cmに

近づき，更に内部照明の適応を行った ĉmgli はモデル

の色 cmに非常に近い値になっていることが分かる．

また，学習データ全体の色変換誤差の比較を図 8に

示す．この図は，学習に用いた冷蔵庫内の物体の観測

色を基準照明条件下での色に変換して示し，物体ごと

の色変換誤差の共分散行列を楕円で表示したものであ

る．色変換誤差がなければすべての点はモデルの色を

表す楕円の中心点に集まり，色変換誤差が小さいほど

この楕円も小さくなる．同図より，従来法に比べて提

案手法の方が色変換の推定精度が良くなっていること

が分かる．また，定量的評価として，図 9に色変換誤

差の共分散行列のトレースを示す．これより，定量的

にも本手法によって色変換誤差が小さくなっているこ

とが分かる．

4. 4 物 体 認 識

色変換パラメータのうち，内部照明重み mint は観測

ごとに求める必要があるために，物体認識時に様々な

値を与えてみて，対象物体をうまく認識できたときの

値を採用する．結局，認識手順は以下のようになる．

（ 1） 式 (17) より，外部照明重み mext を冷蔵庫内

領域の各点で算出

（ 2） 内部照明重み mint を 0に初期化

（ 3） 式 (10), (11) より，冷蔵庫内領域の各点で色

変換行列 T を算出

7
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(a) Global (b) Global + Local (c) Global + Local +
Int. light

Plot: object’s color transformed into the canonical illumination, Ellipse:
covariance of color transformation errors for each object

図 8 基準照明下でのペットボトルの色変換誤差 (R–G空間)

Fig. 8 Color transformation errors of PET bottles in the canoni-
cal illumination condition. (R–G space)

(a) Can (b) PET bottle

図 9 色変換誤差の共分散行列のトレース
Fig. 9 Trace of covariance matrix of color transformation errors.

（ 4） 原画像を色変換行列の逆行列 T �1 でモデル

登録時の基準照明条件へ逆変換して，正規化画像を

作成

（ 5） 正規化画像で物体認識を行い，成功したら

終了

（ 6） 失敗時は，缶であれば認識失敗として終了し

て（注8），ペットボトルであれば mint を 1.0になるまで

0.1だけ増加させながら手順 ( 3 )～( 5 )を繰り返し，

それでも成功しなければ認識失敗として終了

手順 ( 5 )の物体認識は，大きく分けると物体の検

出と識別からなる．物体の検出時には，正規化画像上

での各画素値 cに対して，物体 O の代表色 cm
O に該

当するかどうかを判定して，該当する画素の集合とし

て候補領域を抽出する．そのため，色変換の学習時に

考慮した領域の平均色の色変換誤差に加えて，領域内

での色のばらつきについても考える必要がある．この

色のばらつきは，代表色 cm
O を求める際に用いた投影

画像上の一様色領域内での色の共分散行列 Σ̃O で表現

する．結局，この二つのばらつきを併せた共分散行列

ΣO + Σ̃Oを用いて，正規化画像の画素値 cとモデル cm
O

の誤差を正規化した以下のマハラノビス距離を評価に

（注8）：缶は内部照明の影響がないため．

(a) Original
image

(b) Candidate
region

(mint = 0.0)

(c) Candidate
region

(mint = 0.7)

(d) Recognition
result

図 10 物体認識例 (拡大図)
Fig. 10 Example of object recognition. (magnified image)

用いる．

dd =

q
(c� cm

O)
T (ΣO + Σ̃O)

�1(c� cm
O) (20)

最終的には，このマハラノビス距離が，三次元正規分

布の 90%信頼区間に対応するしきい値 dt 以下であれ

ば，代表色 cm
Oに該当すると判定する．

一方，検出した物体領域の識別を行うときには，色

変換の学習時と同様に，画素値 cの代わりに領域内の

画素値の平均値 c̄を用いて，以下のマハラノビス距離

dr を評価に用いる．

dr =

q
(c̄� cm

O)
T ΣO

�1
(c̄� cm

O) (21)

各領域をこのマハラノビス距離が最も小さい物体とし

て識別し，2位以降の物体を代替候補としておく．

実際の認識例を図 10に示す．この例は，ユーザが

左のペットボトルを取ってほしいと依頼した場合であ

る．システムはまず内部照明の影響がないものと見て

認識を試みるが，実際には物体が冷蔵庫の光源の直前

に存在して，内部照明の影響を大きく受けるため，認

識に失敗している (図 10(b))．そこで，システムは徐々

に内部照明重み mint を増加させていき，mint
= 0:7と

なったところで候補領域の抽出に成功し (図 10(c))，最

終的に認識に成功する (図 10(d))．

5. 実 験

ここでは，学習した色変換パラメータを用いた物体

の抽出実験と識別実験について述べる

5. 1 物体の検出実験

物体の検出時には色変換誤差を考慮して候補領域を

抽出する．その際，色変換誤差が大きいと，対象物体

の領域と背景や他の物体の領域が結合して抽出 (以下

オーバラップと呼ぶ)されてしまい，物体の検出に失

敗することがある．このような場合には，ユーザとの

対話によって認識を補助してもらうが，可能な限りこ

のような手間は省くことが望ましい．そこで，検出対

象の物体の隣接領域が背景の場合と他の物体の場合と

8
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(a) Original image (b) Global (c) Global + Local +
Int. light

図 11 物体と背景のオーバラップ例
Fig. 11 Example of overlap of object and background.

で，領域のオーバラップ率 roverlap = noverlap=nについ

て検討する．ここで，nは候補領域抽出の実験回数，

noverlap はその中で候補領域がオーバラップした回数

である．以下では，このオーバラップ率 roverlap が低

いほど，物体の検出性能が高いものと判断する．

a ) 物体と背景がオーバラップする場合

物体の色が橙や黄のように冷蔵庫内の光源の色に近

いと，図 11(b)のように，物体と背景色の領域がオー

バラップすることがある．しかし，本手法の色変換を

用いると色変換誤差が小さくなるので，抽出すべき色

の範囲をより小さく見積もることができ，図 11(c)の

ように，背景から分離してうまく抽出することがで

きる．

実験では，缶・ペットボトルについて各々30種類の

物体について，物体と背景のオーバラップ率について

調べ，その結果を図 12に示す．缶については，内部

照明の影響がほとんどないため，一様な外部照明を仮

定していた従来法でも，それ程オーバラップ率は高く

ないが，外部照明照度の場所による変化を考慮した提

案手法によって若干オーバラップ率が下がっている．

これに対して，ペットボトルについては，内部照明の

影響を大きく受けるため，従来法では色変換誤差が

非常に大きくなり，オーバラップ率が非常に高くなる

が，提案手法では内部照明の影響も考慮しているため，

オーバラップ率が低く抑えられている．

b ) 物体同士がオーバラップする場合

背景とのオーバラップの場合と同様，比較的色の似

た物体が隣接すると，従来手法では図 13(b)のように，

物体の領域がオーバラップすることが多い．しかし，

提案手法では図 13(c)のように，物体同士を分離して

抽出する可能性が高くなる．実験では先と同様に，缶・

ペットボトルについて各々30種類の物体について，物

体同士のオーバラップ率について調べ，ペットボトル

についての結果を図 14に示す．同図では結果の対称

性から左上半分の表示を省略してある．ここでもやは

(a) Can

(b) PET bottle

図 12 物体と背景のオーバラップ率
Fig. 12 Overlap ratio of object and background.

(a) Original image (b) Global (c) Global + Local +
Int. light

図 13 物体同士のオーバラップ例
Fig. 13 Example of overlap of adjacent objects.

(a) Global
(av. 9.9%)

(b) Global + Local + Int. light
(av. 5.2%)

図 14 物体同士のオーバラップ率 (ペットボトル)
Fig. 14 Overlap ratio of adjacent objects. (PET bottle)

り内部照明の影響を考慮した提案手法においてオーバ

ラップ率が低くなっていることが分かる．

5. 2 物体の識別実験

ここでは，物体の領域が検出できたとして，その領

域がどの物体であるかを識別する実験を行う．実験に

用いる観測値として，160枚サンプル画像から缶・ペッ

トボトルのそれぞれ 640組抽出しておき，それを学習

9
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(a) Learning set (b) Test set

図 15 物体の識別率
Fig. 15 Object recognition ratio.

セットとテストセットに分けて，学習セットによって

色変換パラメータを学習しておく．そして，学習した

色変換パラメータを用いて，学習セットとテストセッ

トの各々に対して行った識別実験の結果を図 15に示

す．図 15の横軸は，正しい物体がその順位までに入っ

ているかどうかを示している．この結果より，識別率

に関しては，従来法・提案手法による差があまりない

ことが分かる．これは，学習セットの中に内部照明の

影響を受けた観測値が存在し，従来手法でもそれを学

習するため，内部照明方向への変化に鈍感になるため

に，内部照明の影響を受けた物体と受けていない物体

ともに同じ物体としてみなすことができたためと考え

られる．

5. 3 総 合 評 価

結局，物体の識別率については従来手法・提案手法

ともにあまり変わらないものの，物体の検出率につい

ては提案手法が従来手法よりも上回るため，物体の検

出・識別を含めた全体の認識率については，提案手法

の方が優れていることが分かる．特に，内部照明の影

響を受けるペットボトルについては，この傾向が顕著

になっている．

6. む す び

本論文では，様々な照明条件下で物体認識を行うた

めの色変換の学習方法について述べた．外部照明と内

部照明の 2種類の光源がある冷蔵庫内のシーンを対象

として，シーン内での照度変化を考慮した色変換の学

習方法について提案した．外部照明照度の変化につい

ては，主に光源と物体との位置関係の影響が強いため，

冷蔵庫の場所との依存関係を学習する．内部照明照度

については，物体自身の光の透過率や内部照明を遮る

物体の有無によって変化するため，観測データごとに

適切な値を算出して，物体認識時には，徐々に内部照

明重みを変化させることで認識を試みる．これにより，

従来のシーン内で一様な照度を仮定していたときと比

較して，より精度の高い色変換が推定できたことを実

験により示した．また，実験により，従来法と比較し

て色変換誤差が小さくなり，物体検出時に背景や他の

物体とのオーバラップが抑制され，物体認識全体とし

ての性能が上がることを確認した．

今後の課題には，半透明物体の色のモデリングを拡

張して，液体の入ったペットボトルのモデリングを行

い，空のペットボトルとの識別を行うことが考えられ

る．また，本システムをサービスロボットに実装して，

ユーザに指定された物体をもってくる作業を実現する

ことも課題である．
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