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あらまし 前景・影・背景のセグメンテーションは，多くのビジョン応用にとって重要な前処理である．本研
究では，この問題をホモグラフィー対応点のペアに対するラベリング問題として扱った新しい枠組みを提案する．
従来，ホモグラフィーの幾何制約を利用した平面上の障害物検知方法や影の検出方法が数多く提案されてきてい
るが，これらをセグメンテーション問題に適用した場合，必ずしも隠ぺい領域に対して良好な結果を得ることが
できない．本手法では，ホモグラフィー対応点ペアの各々のラベルを対称的に考え，そのペアに対して隠ぺい関
係も考慮したラベル付けを行うことにより，正確なセグメンテーションを実現する．また既存手法との比較実験
により提案手法の有効性を示す．
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1. ま え が き

近年，両眼のカメラシステムは，人物監視や交通監

視システムをはじめとして様々な分野で幅広く利用さ

れてきている．このような応用において，シーンから

の前景抽出は重要な問題であり，物体の検出，位置同

定，分類，認識，及び追跡といった後処理の性能に大き

な影響を及ぼす．この問題に対し，背景差分に基づく

前景抽出手法がこれまでに数多く提案されてきた [1]．

しかし，背景差分は前景のみならず，その影も同時に

抽出するという問題をもっている．影を前景として誤

抽出してしまうと，前景領域の併合や前景形状のひず

みなどが発生し，前景の本来の特徴量が損なわれるた

め，結果として，その後処理の性能が著しく低下する．

したがって，影の検出や除去もまた重要な問題であり，

そのための手法も数多く報告されている．その中でも，

影がもつ色の性質に基づいた手法が最も代表的 [2] で

あるが，それらは実環境下では不安定になりやすいと

いう問題をもつ．

他の手法として，多視点幾何の枠組みのもと，幾何
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制約をもとにした前景と影の分離手法も数多く提案さ

れている [3], [4]．代表的な手法として，視差情報を利

用した前景と影の分離方法が挙げられる [3]．しかし，

この方法にはステレオ間の誤対応という問題がある上，

テクスチャのないシーンに対して適用できない．

また，ホモグラフィー制約も代表的な幾何制約の一

つであり，視点の異なる二つの画像間で平面ホモグラ

フィー対応関係にあるピクセルの色の類似度に基づい

て，ある平面上に立つ物体と，その平面上の物体（影

もこれに含まれる）を分離する [4]．しかし，従来のホ

モグラフィー制約に基づく手法は，視点間の隠ぺい関

係を考慮したものにはなっておらず，隠ぺい領域に対

しては失敗する場合がある．

一方，ステレオ対応点の探索問題において，隠ぺい

領域に対しても適切に処理するため，ステレオ対応点

を左右の画像で対称的に扱って，隠ぺいの関係も考慮

に入れて対応点を決定していく手法が提案されてい

る [5]．本研究ではこれらの手法に着想を得て，隠ぺい

領域にも対応した，ホモグラフィー制約に基づく対称

的なセグメンテーションの枠組みを提案する．本研究

では前景，影，背景のセグメンテーション問題をホモ

グラフィー対応ペアに対する多値のラベリング問題と

みなし，グラフカットによるエネルギー最小化問題の

枠組み [6] でこれを解く．本手法ではホモグラフィー
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の対応ピクセルの関係を対称的に扱うことで，隠ぺい

領域を含んだシーンに対しても正確なセグメンテー

ションを実現するのみならず，隠ぺい領域に対しても，

“影”，“背景”，といったラベルを与えることで，シー

ン解析や対象物体の解析において意義のある付加情報

の抽出が可能となる．

本論文では，まず 2.で本研究の関連研究を紹介し，

3.で本研究におけるセグメンテーションの枠組みを説

明し，4.でその実装の詳細に関して述べる．更に 5.で

提案手法の有効性を実験結果によって示し，6.で提案手

法に関する考察を行い，7.で本研究についてまとめる．

2. 関 連 研 究

色に基づく手法：色に基づく手法の多くは，影の色

は背景の色に対して，明るさは低くなるが色度は変わ

らない，という性質を利用して影を識別している．こ

の性質は RGB 空間 [2], [7] や HSV 空間 [8], [9] など，

様々な色空間で扱われている．また，色の不変特徴量

を利用した影の除去手法も提案されている [10], [11]．

これらの手法の性能比較が Pratiら [12]によって報告

されている．

近年では，影の色モデルを学習によって構築する手

法が活発に研究されている [13]～[15]．これらの手法

では，まず前述した影の色の性質に基づいた弱検出器

によって影の候補ピクセルを選択し，次にそれらから

影の色の統計的なモデルを生成し，そのモデルへの当

てはまり程度によって各ピクセルが影であるかを判別

する．しかし，最先端の色モデルを利用したいかなる

手法であっても，背景の色に対して影の色とほとんど

同じ色をもつ前景（例えば黒髪の人物の頭部）に対し

ては，その領域を影と誤識別してしまう可能性が高い．

これは色に基づく手法がもつ本質的な問題である．

テクスチャに基づく手法：テクスチャに基づく手法

は，影領域のテクスチャは対応する背景領域のそれと

同じであるが，前景領域のテクスチャは対応する背景

領域のそれとは異なる，という性質を利用して影領域

を識別している．Javed ら [16] や Sanin ら [17] の手

法では，まず最初に色に基づいたセグメンテーション

や Blob（粒子）解析によって影の候補領域を選定し，

それら候補領域のこう配特徴と，その領域に対応する

背景領域のこう配特徴の類似度を算出し，それをしき

い値処理することで影領域を決定している．また，色

の情報との組合せによる手法も多く存在し，Huerta

ら [18]は色とテクスチャの特徴を活用した順次処理型

の影の検出・除去手法を提案している．Joshi ら [19]

や Qin ら [20] は，色とこう配の特徴をそれぞれ学習

によって統計的にモデル化する手法を提案している．

しかし，テクスチャに基づく手法はテクスチャの弱い

シーンや，屋外のように強い影の存在するシーンにお

いて不安定になるという問題がある．

視差に基づく手法：視差は，影の検出を目的として

利用されるというよりも，正確な前景抽出を目的とし

て利用されることが多い．Ivanovら [3]は急速な照明

変化に対しても正確に前景を抽出するために，視差に

基づいた背景差分法を提案した．更に，視差と色の情

報を，双方の欠点を補い合うように組み合わせた手法

も提案されている [21], [22]．Ahn ら [23] は前景の抽

出問題をグラフに基づいたエネルギー最小化問題とし

て扱い，Seed の推定をより頑強に行うために視差を活

用している．視差に基づく方法の欠点は，視差計算過

程における誤対応である．特にテクスチャのないシー

ンに対しては視差の計算は非常に不安定になる．

ホモグラフィーに基づく手法：Kasuyaら [24]は，両

眼カメラによるサッカー選手の軌跡推定問題において，

選手領域と影領域を分離するためにホモグラフィー制

約を利用している．この手法では，まず各々のカメラ

において前景（選手）候補領域が背景差分によって抽

出され，各々の前景候補領域はフィールド平面上へホ

モグラフィー変換により射影される．そして，この平

面上における，各々のカメラの前景候補領域の論理積

領域が影領域として識別される．Hamidら [25]は，同

じような方法で，更に論理積領域における色の類似性

を考慮した影の抽出手法を提案している．また，移動

ロボットの障害物検出問題 [26]や影を含んだ地面上の

物体検出問題 [27]においても，ホモグラフィー制約は

同様の原理で活用されている．Jeongら [4]は，ホモグ

ラフィー制約と色の情報の双方を利用した影の検出手

法を提案した．この方法は学習過程と影検出過程から

なる．学習過程では，まず背景差分によって抽出され

た前景候補領域が，ホモグラフィー制約によって前景

と影に分類され，影に分類されたピクセルの色情報か

ら影の色モデルが混合ガウス分布 (GMM)として構築

される．そして影検出過程では，ホモグラフィー制約

と影の色モデルへの適合度の双方から影が検出される．

このように，ホモグラフィー制約は前景の過検出を

フィルタリングするために活用されることが多い．し

かし，ホモグラフィーに基づく既存手法は，両眼カメ

ラ間での隠ぺい関係を明示的に扱っていないため，隠
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ぺい関係にある領域で，前景と影の分離に失敗すると

いう問題をもつ．その詳細な原理と問題点を次章にて

述べる．

3. ホモグラフィー対応ペアに基づくセグメ
ンテーション

3. 1 問 題 設 定

本研究では下記を前提とする．
• シーンは地面を表す平面（以後，基準平面）に

関するホモグラフィー対応関係が既知の静止両眼カメ

ラで撮影されている．
• 背景シーンはピクセル単位でガウス分布として

モデル化済みである．
• 前景物体は基準平面上に立っていて，その影は

基準平面上に射影されている．

この前提のもと，本研究の目的は処理対象の領域を

前景 (“F”)，影 (“S”)，背景 (“B”)のいずれかに分割

することである．すなわち，各々の側の画像中の各ピ

クセルに対して，“F”，“S”，及び “B” のいずれかを

割り当てることである．ただし，本研究では前景の抽

出を主目的として，前景と影，背景の分離を行うため，

影が射影された前景に関しては前景として扱う．

3. 2 ホモグラフィー制約に基づく非対称なアプ

ローチ

両眼カメラにおけるホモグラフィー対応ペアを考え

る．この対応ペアを構成するそれぞれのピクセルが平

面上の物体に属する場合，ホモグラフィーの制約に従

えば，両ピクセルの色は理想的には同じになる．これ

は平面上の物体と平面上に立っている物体とを区別す

るために非常に有効な性質である．

セグメンテーションの問題においてもこの性質は有

効に働く．ホモグラフィーの対応関係の例を図 1 に示

し，この例に基づいて説明する．まず，左側画像をセ

グメンテーションの対象として考える．対応ペア v1，

v4 はそれぞれホモグラフィー対応ピクセル間で色が

図 1 ホモグラフィー対応ペア
Fig. 1 Homography-correspondence pair.

類似しているため，左側画像におけるピクセル pl
v1，

pl
v4 は “B” または “S” とラベル付けされる．一方，

対応ペア v2，v3 に関しては，ホモグラフィー対応ピ

クセル間での色が類似していないため，左側画像にお

けるピクセル pl
v2，pl

v3 はいずれも “F” とラベルづ

けられる．

次に右側の画像をセグメンテーションの対象として

考えると，左側画像のときと同様に，ピクセル pr
v1，

pr
v4 に関しては “B” または “S” とラベル付けされ，

ピクセル pr
v2，pr

v3 に関しては “F” とラベル付けさ

れることになる．ここで，ピクセル pr
v2，pr

v3 に対し

て真に割り当てられるべきラベルはそれぞれ，“B”，

“S” であり，ここで誤ラベリングが発生する．

この例で示したように，ホモグラフィー対応のいず

れかの側でのピクセルが平面上の物体（背景または影）

を表し，もう一方の画像において，それに対応する平

面上の物体が前景によって隠されている場合，このよ

うな誤ラベリングの問題が発生する．ホモグラフィー

対応関係にあるピクセルを非対称に扱う手法では，こ

のような隠ぺい領域における誤ラベリングの問題は本

質的に避けられない．

3. 3 ホモグラフィー対応ペアに基づく対称なアプ

ローチ

本研究が提案する枠組みでは，隠ぺい領域も考慮し

た正確なセグメンテーションを実現するため，ホモグ

ラフィー対応ペアを対称に扱う．

一方の画像において，“S” または “B” とラベル付

けされたピクセルに関しては，もう一方の画像におけ

る，そのホモグラフィー対応ピクセルのラベルは，同

じラベル（隠ぺい関係にない場合），若しくは “F”（隠

ぺい関係にある場合）となる．また，一方の画像にお

いて，“F” とラベル付けされたピクセルに関しては，

ホモグラフィー制約が働かないため，もう一方の画像

におけるそのホモグラフィー対応ピクセルのラベルは，

“F”，“S”，“B” のいずれかになり得る．

このようにして考えると，ホモグラフィー対応ペア

図 2 提案ラベリングの例
Fig. 2 Labeling example.
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表 1 ホモグラフィー対応ペアのラベル集合
Table 1 The pair-wise label sets for a homography-

correspondence pair.

右側ラベル
左側ラベル F S B

F FF FS FB

S SF SS –(禁止)

B BF –(禁止) BB

のラベルの全組合せは表 1 のように定義でき，その例

を図 2 に示す．ここで，例えば，ラベル “FS” は，そ

の対応ペアの左側の画像におけるピクセルは影を隠し

ている前景であることを表し，右側の画像におけるピ

クセルは左側の画像で前景に隠されている影を表すこ

とになる（図 2 中のホモグラフィー対応ペア va）．

更に，本ラベリングは，左右の両側で起こり得るラ

ベルを単純に組み合わせたラベリングになるのではな

く，平面上の物体は他の平面上の物体に隠されること

はないという，ラベルの制約（“SB” と “BS” は禁止）

を設けることで，ホモグラフィー制約をラベルの組合

せに反映させたものになっている．

この利点を図 2 中のホモグラフィー対応ペア vb を

例にして示す．このペアを構成するピクセルに関して，

pl
vb
は影の色に似た色をもった前景領域のピクセル，

すなわち pl
vb
の色は前景の色モデルよりも影の色モデ

ルの方により合致し，pr
vb
の色はほぼ完全に背景と一

致している場合を考える．ここで，左右の各々の画像で

個別に，色に基づくラベル付けをした場合，pl
vb
のラ

ベルは “S”，pr
vb
のラベルは “B” となり，pl

vb
のラベ

ルが誤りとなる（正しいラベルは “F”）．一方，提案す

る表 1 のラベルで考えた場合，ラベル “SB” がホモグ

ラフィー制約によって禁止されているため，このペアに

対しては “FB”と正しくラベル付けされることになる．

以上をまとめると，提案するラベリングの枠組みの

利点は，ホモグラフィー制約を取り入れ，かつ隠ぺい

関係を含んだホモグラフィー対応ペアのすべての関係

を明示的に表すことにより，色に基づく手法やホモグ

ラフィー制約に基づいた従来手法では誤ったラベル付

けをしてしまうような領域に対しても，適切にラベリ

ングできる点である．

本研究におけるセグメンテーション問題は，ホモグ

ラフィー対応ペアに対する多値のラベリング問題とみ

すことができ，その定式化を次節にて示す．

3. 4 問題の定式化

本研究では，ホモグラフィー対応ペアに対する多値の

ラベリング問題をエネルギー最小化の枠組み [6]で解く．

(a) ホモグラフィー対応ペアの詳細

(b) 空間の 8 近傍

(c) 時間の 2 近傍

図 3 ホモグラフィー対応ペアの詳細と近傍定義
Fig. 3 Homography-correspondence detail and the

definition of neighborhood.

まず，ホモグラフィー対応ペアをサイト v=
(
pl

v,pr
v

)
，

ラベル集合をL={FF, FS, FB, SF, SS, BF, BB}と
して定義する．またサイト vのラベルを xv ∈ Lとす

ると，このラベリング問題は次式に示すエネルギーの

最小化問題として定式化できる．

E(x) = wg

∑
v∈V

g(xv)+wh

∑
(u,v)∈E

h(xu,xv) (1)

ここで，第 1項はデータ項，第 2項は平滑化項と呼ば

れる項であり，wg，wh はそれぞれの項の重みを表す．

また xは配置（ラベルの組合せ）であり，V は全ての

サイトの集合，E は全ての近傍サイトの集合を表す．
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このエネルギーは，α拡張や αβ 交換アルゴリズムの

ような近似解法 [6]によって最小化できる．

本研究では，図 3 (a)に示すように，あるピクセル

(pl
v)に関するホモグラフィー対応ピクセル (pr

v)の座

標はサブピクセルオーダで扱い，その値は周囲 4近傍

ピクセル (pr
u1 , pr

u2 , pr
u3 , pr

u4) の値から補間して計

算する．すなわち，左右両画像合わせた全ピクセル数

を Np 個とすると，その全てに関してホモグラフィー

対応関係にあるピクセルを仮想的に計算し，Np 個の

ホモグラフィー対応ペアを生成する．

また平滑化項の計算においては時空間の 10 近傍を

扱う（図 3 (b)，(c)）．空間の 8近傍について，図 3 (b)

中の pl
v に関するホモグラフィー対応ペア vを例にし

て，その近傍のとり方を示す．まず，pl
v ついての 4近

傍ピクセル pl
u1，pl

u2，pl
u3，pl

u4 に関して，それらの

ホモグラフィー対応ペア u1，u2，u3，u4 を vの近傍

ペアとする．更に，pl
v のホモグラフィー対応ピクセル

として仮想的に計算される pr
v を囲む 4ピクセル pr

u5，

pr
u6，pr

u7，pr
u8 に関して，それらのホモグラフィー対

応ペア u5，u6，u7，u8 も vの近傍ペアとし，これら

u1，u2，u3，u4，u5，u6，u7，u8 が v に関する空

間の 8 近傍となる．また，時間の 2 近傍に関しては，

図 3 (c)に示すように，あるフレームにおける，ある

ホモグラフィー対応ペア vに着目したとき，その前後

のフレームにおいて，空間的に同位置にあるホモグラ

フィー対応ペア u9，u10 を vの時間近傍とする．

4. 実 装

4. 1 Seed の生成

まず両側の画像それぞれに関して，背景差分によっ

て前景と影を含む領域を抽出する（以後，候補領域と

称する）．次に，この候補領域の中から前景 Seed と影

Seed を左右の画像それぞれで決定する．左側画像にお

ける前景 Seed は次の二つの領域に基づいて決定する．

一つは，右側画像をホモグラフィー変換により左側の

画像座標系への変換し，その座標系における左側画像

の候補領域と，右側画像の非候補領域の論理積領域，

もう一つは，色ベクトルの方向がその背景色ベクトル

の方向と大きく異なっている領域であり，それぞれに

対してノイズ除去処理を施した領域の和を前景 Seed

として抽出する．一方，影 Seed に関しては，右側画

像をホモグラフィー変換により左側の画像座標系への

変換し，その座標系における左側画像の候補領域と，

右側画像の候補領域の論理積領域を初期の影候補領域

として抽出し，更にその領域と 1フレーム前の初期の

影候補領域及び，影の色の性質 [13], [15]を満たす領域

との論理積領域に対して，ノイズ除去処理を施した領

域を影 Seed として抽出する．ただし，初期フレーム

に関しては，1フレーム前の初期の影候補領域との論

理積演算は行えないため，その演算を省く．残りの領

域に関しては未知領域となり，この領域のラベルがエ

ネルギー最小化によって決定される．

4. 2 デ ー タ 項

データ項は，各ラベルに対する確率モデルを用いた

対数ゆう度として次式で定義する．

g (xv)=−log

(
P

(
xv|c (v)

))
(2)

=−log

(
P
(
c(v)|xv

)
P
(
xv

)
∑

li∈LP
(
c(v)|xv=li

)
P
(
xv=li

)
)

(3)

ここで c (v) はサイト v における，六次元の色ベク

トルであり，サイト v に対応する左右それぞれの画

像におけるピクセルの RGB 空間の色ベクトルから

なり，c (v)=[c
(
pl

v

)T
, c (pr

v)T ]T，として表される．

c (p)はピクセル pにおける RGB空間の色ベクトル

を表す．ここで，xi
v を片側の画像におけるラベル，i

(i = l, r)を左右画像の識別子とすると，P
(
c (v) |xv

)
は

∏
i
P

(
c
(
pi

v

)
|xi

v

)
という形に分解して扱うことが

できる．以降では，前景，影，背景のそれぞれに関す

る確率モデルの定義を示す．

4. 2. 1 前景モデル

前景の確率モデルは，前景 Seed の色ベクトルを k

平均法によりクラスタリングすることで得られる混合

ガウス分布 (GMM)で近似する．結局，前景の確率モ

デルは次式となる．

P

(
c
(
pi

v

)
|xi

v = F

)
= N

(
ck∗

f , Σk∗
f

)
(4)

k∗= arg min
k

((
c(pi

v)−ck
f

)
T Σk

f

−1(
c(pi

v)−ck
f

))
(5)

ここで，ck
f と Σk

f はそれぞれ第 kクラスタの平均ベク

トルと共分散行列であり，N はガウス分布を表す．
4. 2. 2 影・背景モデル

最初に，影 Seed ピクセルの色ベクトルと，そのピ

クセルの事前学習された背景の色ベクトルを用いて，

背景の色ベクトルから影の色ベクトルへの線形な色変

換行列を計算する．このモデルは次式となる [28]．
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cs (p) = Ac̃bg (p) (6)

ここで cs は影 Seed の色ベクトル，c̃bg は背景の色ベ

クトルの拡張ベクトルで，c̃bg = [cbg
T , 1]T であり，A

は 3 行 4 列の影変換行列を表す．この影変換行列 A

は次の目的関数 J を最小化することで得られる．

e (p;A) = Ac̃bg (p) − cs (p) (7)

J(A)=
∑
p∈Ps

e (p;A)T (Σbg (p))−1 e (p;A) (8)

ここで eと Σbg はそれぞれ影変換の誤差ベクトルと背

景の色ベクトルに関する共分散行列を表す．また Ps

は影 Seed ピクセルの集合を表す．

次に，図 4 に示すように，RGB空間において背景

の色ベクトル cbg と影変換行列により推定された影の

色ベクトル ĉs = Ac̃bg とを結んだ線分を考えたとき，

この線分上の点で，入力の色ベクトル cに対して最も

距離が近くなる点の色ベクトルを参照ベクトル cr と

定義し，次式で表す．

cr(p
i
v) = t̂ĉs

(
pi

v

)
+

(
1 − t̂

)
cbg

(
pi

v

)
(9)

t=

(̂
cs(p

i
v)−cbg(pi

v)
)

T
(
c(pi

v) − cbg(pi
v)

)
‖ ĉs(pi

v) − cbg(pi
v) ‖ (10)

t̂=min{1, max{t, 0}} (11)

この参照ベクトル cr をもとにして，背景と影の確率

モデルを次式で定義する．

P

(
c
(
pi

v

)
|xi

v =S

)
= t̂N

(
cr(p

i
v), Σr

′)
(12)

P

(
c
(
pi

v

)
|xi

v =B

)
=

(
1 − t̂

)
N

(
cr(p

i
v), Σr

′)
(13)

Σ
′
r(p

i
v) = Σr(p

i
v) + Σe(p

i
v) (14)

ここで Σr は色ベクトル cr の共分散行列，Σe は影変

換誤差ベクトル eの共分散行列である．

4. 3 平 滑 化 項

平滑化項はエッジ強度に応じて次のように定義する．

図 4 影–背景モデル
Fig. 4 Shadow-background model.

(i) 左側のラベルが異なる場合，

h(xv,xu)=exp

(
−κdl

e(xv,xu)

)
(15)

(ii) 右側のラベルが異なる場合，

h(xv,xu)= exp

(
−κdr

e(xv,xu)

)
(16)

(iii) 両側のラベルが異なる場合，

h(xv,xu)=exp

(
−κ

√
dl

e(xv,xu)dr
e(xv,xu)

)
(17)

(iv) それ以外の場合，

h(xv,xu)=0 (18)

ここで di
e はエッジ強度の指標であり，

di
e (xv,xu)=

1

Dpi
up

i
v

(
‖c(pi

v) − c(pi
u)‖2

‖c(pi
v) + c(pi

u)‖2 +ε

)
(19)

で表される．ここで，Dpi
upi

v
は pi

u と pi
v の間のピク

セル距離である（ただし，時間方向の近傍に関しては

距離を全て 1 として計算する）．また，κ と ε は平滑

化項を制御する係数である．

5. 実 験

5. 1 データセットとパラメータ

提案手法の性能を評価するため，屋外環境下におけ

る人間の歩行映像に対してセグメンテーションの実

験を行った．データセットの詳細を表 2 に示す．こ

れらのうち，SeqA（図 5 (a)，(b)）は大学において

撮影したテストデータ，SeqB（図 6 (a)，(b)），SeqC

（図 7 (a)，(b)）は小学校に設置されている防犯カメ

ラで撮影された登校シーンのデータである．なお，こ

れらとは別時刻に撮影されたデータを，それぞれに対

する背景として使用した．これらのデータに対して 3

枚を 1ブロック（グラフを同時に生成する単位）とし

て，セグメンテーションを行った．セグメンテーショ

ンは 2回の反復処理で行い，エネルギー関数（式 (1)）

の最小化には α-β 交換アルゴリズム [6]を用いた．

提案手法のパラメータは実験的に，複数のテスト

データに対して総合的に最も性能が良くなるよう

に決定した．結果として，wg = 3.0，wh = 0.2，

κ = 4.0，ε = 10−7 と設定し，また各ラベルに関

する事前確率は，全てのホモグラフィー対応ペアで
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表 2 実験データセット
Table 2 Data set for experiments.

データセット 画像サイズ 画像枚数 フレームレート
SeqA 640×480 30 30 fps

SeqB 620×280 12 9 fps

SeqC 620×280 24 9 fps

(a) 左側入力 (b) 右側入力

(c) 左側結果 (d) 右側結果

図 5 SeqA の入力とそのセグメンテーション結果
Fig. 5 Input and segmentation results of SeqA.

(a) 左側入力 (b) 右側入力

(c) 左側結果 (d) 右側結果

図 6 SeqB の入力とそのセグメンテーション結果
Fig. 6 Input and segmentation results of SeqB.

(a) 左側入力 (b) 右側入力

(c) 左側結果 (d) 右側結果

図 7 SeqC の入力とそのセグメンテーション結果
Fig. 7 Input and segmentation results of SeqC.

(a) 入力

(b) 左側画像基準のホモグラフィー合成画像

(c) 左側画像のラベリング結果

(d) 左側画像の “FF” データ項のエネルギー

(e) 左側画像の “SF” データ項のエネルギー

図 8 ラベルの曖昧性
Fig. 8 Ambiguity of labeling.

(a) 左側結果

(b) 右側結果

図 9 前景領域と隠ぺい部を含む影領域の全体 (SeqA)

Fig. 9 Extracted foreground and a whole shadow

including occluded shadow for SeqA.

等しいとみなし，P (FB)=P (BF )=P (SS)=0.16，

P (FS) = P (SF ) = P (FF ) = 0.14，P (BB) = 0.1 と

して設定した．前景 GMMの分布数は SeqAに対して

は 6，SeqB，SeqC に対しては 10と個別に設定した．

5. 2 性 能 比 較

本実験では比較実験として，Horprasertらの手法 [2]
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（色に基づいた手法），Sunらの手法 [9]（色に基づいた

手法），及び Jeongらの手法 [4]（ホモグラフィーに基

づく手法）の三つの従来手法と，更にエネルギー最小

化に基づいた五つの手法（後述）と提案手法の合計九

つの手法間で性能比較を行った．ここで，提案手法は

ホモグラフィー対応ペアに対するラベリング問題であ

るのに対し，他の手法は左右画像の各々のピクセルに

対するラベリング問題であるため，それらは左右の画

像でそれぞれ独立にセグメンテーションを行った．ま

た，比較手法の中には，前景，影，背景の三つのラベ

ルを扱う手法と，前景と影の二つのラベルのみを扱う

手法がそれぞれ存在する．前者に関しては，背景差分

で抽出された領域を膨張処理した領域を処理対象領域

（候補領域）とし，その領域を前景，影，背景のいずれ

かにラベリングする問題として扱い，後者に関しては，

背景差分で抽出された領域を，前景と影にラベリング

する問題として扱った．また，公正な評価を実施するた

め，各比較手法のパラメータは，提案手法のパラメー

タ調整と同様にして，各手法ごとに，総合的に最も良

い性能となるものを最適なパラメータセットとした．

以下に示す五つの比較手法は，データ項と隣接画素

間のエッジ強度（式 (19)）に応じた平滑化項からなる

エネルギー関数をグラフカットによって最小化するこ

とで，2値ないし多値のラベリングを行う手法である．

Color：色に基づく手法であり，前景と影の Seed を

影の色の性質 [13], [15]に基づいて生成し，各 Seed か

ら前景の色モデル (4. 2. 1)，及び背景–影の色モデル

(4. 2. 2) を構築し，それらをデータ項として，“F”，

“S”，“B” のいずれかのラベルを付ける．

Disparity：視差に基づく手法であり，前景と影 Seed

の生成，及びデータ項を視差に基づいて構築して，“F”，

“S” のラベルを付ける．視差の計算には Kolmogorov

らの手法 [29]を使用．

Color + Disparity：上記 Color と Disparity を組

み合わせた手法で，データ項は Color と Disparity の

データ項の重み付き和として，“F”，“S”，“B” のい

ずれかのラベルを付ける．

Homography(asymmetric)：3. 2にて示した，非対

称にホモグラフィー制約を扱った方法であり，前景と

影 Seed はホモグラフィー制約に基づいて生成し，デー

タ項をホモグラフィー対応ピクセル間での色の類似性

に基づいて構築して，“F”，“S” のラベルを付ける．

Color + Homography(asymmetric)：上記Color と

Homography(asymmetric) を組み合わせた手法で，

Seed は提案手法と同じとし，データ項は Color と

Homography(asymmetric) のデータ項の重み付き和

として，“F”，“S”，“B”のいずれかのラベルを付ける．

5. 3 実 験 結 果

各データセットに対する提案手法のセグメンテーショ

ン結果を図 5 (c)，(d)，図 6 (c)，(d)，及び図 7 (c)，

(d)に示す．結果として，隠ぺい領域に対しても “FS”

や “SF” といったラベリングがなされており，良好な

ラベリング結果が得られていることが確認できる．

続いて，各手法の定量的な比較評価結果を表 3 に示

す．評価指標には下記で定義される F値を用い，手動

により作成した真値と実験結果を比較して求めた．

F =
2PR

P + R
(20)

P =
Ntp

Ntp + Nfp
(21)

R =
Ntp

Nt
(22)

ここで，F は F値，P は精度，Rは再現率，Ntp は真

値に対して正しくラベル付けされたピクセルの総数，

Nt は真値のピクセルの総数，Nfp は真値以外のピク

セルに対して誤ってラベル付けがなされたピクセルの

総数をそれぞれ表す．

この結果から，Color + Disparity，Color + Ho-

mography(asymmetric)，提案手法の三つが総じて優

れた結果となっており，中でも提案手法が全体として

最も良好な結果となっていることが確認できる．

この三つの手法の結果を図 10 に示す．これらはそ

れぞれ，図 6，図 7 に示した入力に対しての左側画像

に関する結果である．

まず SeqB の結果に着目すると，Color + Disparity

の結果において，シーン中の右側の人物の頭部領域付

近で，他の二つと比較して比較的大きな前景領域の欠

け（影として誤ラベリングされている領域）があるこ

とが確認できる．これはこの領域において視差が正し

く求まっておらず（視差の値が小さくなっている），か

つ該当領域の色が影に類似した色になっているため，

影としてラベル付けされたものと考えられる．

続いて，SeqC の結果に着目すると，Color + Ho-

mography(asymmetric)の結果において，3. 2に示し

たような，他方（この場合右側）の画像において隠ぺ

いされている影領域が前景として誤ってラベリングさ

れることが確認できる．もっとも，この手法はホモグ

ラフィー制約と色の情報を重みを付けて組み合わせた
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表 3 各手法の定量的評価結果
Table 3 Quantitative evaluation results.

SeqA SeqB SeqC

手法 前景 影 前景 影 前景 影
Horprasert ら [2] 0.870 0.837 0.816 0.516 0.627 0.653

Sun ら [9] 0.927 0.851 0.817 0.696 0.659 0.523

Jeong ら [4] 0.897 0.897 0.878 0.791 0.868 0.764

Color 0.890 0.863 0.896 0.833 0.817 0.776

Disparity 0.889 0.856 0.758 0.643 0.822 0.708

Color + Disparity 0.932 0.923 0.906 0.843 0.897 0.857

Homography(asymmetric) 0.893 0.872 0.872 0.779 0.877 0.770

Color + Homography(asymmetric) 0.938 0.923 0.921 0.854 0.874 0.824

Proposed method 0.940 0.902 0.920 0.874 0.900 0.865

図 10 SeqB と SeqC に対する各手法の結果比較
Fig. 10 Comparison results for SeqB and SeqC.

手法であるため，ホモグラフィー制約の重みを相対的

に非常に小さくすれば，この隠ぺい領域に関しては結

果が改善される見込みはあるが，その場合は逆に，色

に基づく手法のもつ問題を無視できなくなり，全体の

結果がより悪化する可能性がある．このトレードオフ

の問題は，色の情報とホモグラフィー制約を単純に組

み合わせて用いる手法においては本質的に避けられ

ない．なお，前述のとおり，本実験においてはそのト

レードオフを考慮し，重みの比率を様々に変えて予備

実験をした上で最適な重みを決定している．

一方，提案手法に関しては，いずれの結果において

も良好な結果を得られていることが確認できる．更に，

提案手法と他の 2 手法の結果の相違点として，提案

手法以外の結果では前景と背景の輪郭領域が影として

誤ってラベリングされる傾向があり，これは特に SeqC

の結果に顕著に現れている．これは，輪郭領域におい

ては前景の色と背景の色の中間的な色になるため，例

えば，SeqC のシーンのように，黒い前景と明るめの

背景の輪郭付近では，その中間的な色，すなわち影の

色に極めて近い色になっているためだと考えられる．

これはこの 2手法が色の情報を組み合わせて使用して

いるために生じる問題である．一方，提案手法では，

この輪郭領域のホモグラフィー対応先の領域は背景で

あるため，たとえ影の色に類似した色をもった領域で

あっても，ラベルの制約（ラベル “SB” が禁止）が働

いて，ラベル “FB” または “BB” のいずれかにラベ

リングされる．これは該当領域が輪郭領域であること

を考えれば，適切なラベリングであるといえる．

6. 考 察

6. 1 ラベルに関する事前確率の設定方針

6. 1. 1 事前確率の設定方針

本項では，提案手法における，各ラベルに関する事

前確率の実用上の設定方針を示す．5. 1で示したよう

に，本論文における実験値としては，各ラベルに関す

る事前確率は全てのホモグラフィー対応ペアで等しい

とみなして与えたが，実用上もそのように設定するの

が現実的である．また，事前にパラメータ調整用の学

習サンプルが与えられている場合，事前確率の設定方

法として，以下が現実的な方法として考えられる．

(A) 学習サンプルに対して様々な値で実験を行い，

最も性能が良くなる値を設定する方法

(B) 空間的なラベルの面積比をもとに設定する方法

更に，前記学習サンプルが与えられない場合におい

ては，以下の方法が考えられる．

(C) 事前確率は未知（全ラベルの事前確率は等し

い）として設定する方法

なお，(A)は本実験で行った方法である．したがっ
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て，ここでは上記 (B)，(C)の方法の有効性を確認す

るため，5. 1で示した三つのデータセットを用いて比

較実験を行った．ここで，(B)に関しては，この基準

で設定するときの最大性能を検証するべく，各データ

セットに対し，各ラベルの面積比の真値をそれぞれ事

前確率として与えて実験を行った．これらの事前確率

と，本論文の実験値との比較を図 11 に示す．また，

(B)，(C)それぞれの方法に関する F値による評価結

果を，実験値による結果と併せて表 4 に示す．

この結果より，いずれのデータセットに対しても，

(B) よりも実験値及び (C) の方が良好な結果であり，

(C)の結果は実験値による結果とほぼ同程度であるこ

とが確認できる．(B)の方法を，式 (3)をもとにして定

性的に考えると，この方法ではデータ項の計算におい

て，各ホモグラフィー対応ペアの色の，観測モデルに

対する合致度 (P
(
c(v)|xv

)
) を，ラベルの面積比で重み

付けしていることに相当する．結果として，面積比が

非常に少ないラベルに関するデータ項は，観測モデル

に対する合致度にかかわらず，値が非常に小さくなる．

したがって，提案手法では，面積比で事前確率を定め

る方法は必ずしも有効ではないと考えることができる．

これらの結果より，事前確率の設定方法として，事

前に学習サンプルが与えられる場合には (A)の方法が

望ましく，また学習サンプルが与えられない場合には，

(C)の方法でも実用上は十分であると考えられる．

6. 1. 2 事前確率の変動に対する手法のロバスト性

本項では，事前確率の変動が提案手法に与える影響

を検証する．この検証のため，具体的には以下の手順

で実験を行った．まず，前景，影，背景に関する個別

(a) 実験値 (b) SeqA (c) SeqB (d) SeqC

図 11 ラベルの事前確率の実験値と各データに関してラ
ベルの面積比で近似した真値の比較

Fig. 11 Comparison of experimental prior with

actual area ratio of each label.

表 4 異なる事前確率を与えたときの提案手法の結果
Table 4 Comparison of different prior sets.

事前確率の SeqA SeqB SeqC

与え方 前景 影 前景 影 前景 影
実験値　　 0.940 0.902 0.920 0.874 0.900 0.865

(B) の方法 0.927 0.865 0.912 0.836 0.880 0.835

(C) の方法 0.939 0.915 0.917 0.870 0.898 0.868

のラベルの比率を P (F)，P (S)，P (B)とし，それらを

合計が 1 となるように定め，P (F)，P (S)をそれぞれ

独立に変動させ，それをもとにした事前確率を与えて

実験を行った．例えば，P (F)を増減させるときには

P (F)のみを変化させ，残りのラベルは P (S)=P (B)と

した．また個別ラベルから各ラベルの事前確率を計

算する際には，個別のラベルに関する比率を掛け合

わせ，合計が 1 になるように正規化することで求め

た．例えば P (FF)に関しては，Z を正規化定数とし

て，P (FF)= P (F)×P (F)
Z

として求めた．

実験は SeqA，SeqB，SeqC に対して行い，P (F)，

P (S)を変動させたときの F値の変動を確認した．いず

れのデータセットもほぼ同様の結果を示したが，最も

変動の大きかった SeqC の結果を図 12 に示す．この

結果より，特定の個別ラベルの比率が他のラベルに対

して約 10%大きい，または小さい程度においては，提

案手法の性能は大幅に低下しないことが確認できる．

また，この結果を事前確率の調整という観点から考

えると，例えば前節で示した (A)の方法で決定する場

合，まず全ラベルの事前確率を等しくして与え，そこ

から ±10%の範囲で個別ラベルの比率を変化させて事

前確率を与える中で，最も性能の良くなる値を設定値

とすることが望ましいといえる．

6. 2 提案手法の制限

6. 2. 1 ラベルの曖昧性の問題

3. 3に示したとおり，提案手法の利点の一つとして，

前景に属するピクセルの色が影に類似した色をもって

いる場合でも，そのホモグラフィー対応ピクセルが背

景に属していれば，ラベルの制約（“SB”，“BS” の禁

止）によって，その前景ピクセルが影と誤ってラベリ

ングされることがない点が挙げられる．しかし，その

ホモグラフィー対応ピクセルが前景，または影に属し

ている場合，ラベルの制約は働かないため，ラベルの

曖昧性が残る．この例を図 8 に示す．このシーンに

おける手前側の人物の黒いランドセル領域に着目する

と，該当領域の色は影の色に類似しているため，前景

の色モデルへの合致度と影の色モデルへの合致度が

拮抗した状態にある．この領域の真のラベルは “FF”

（図 8 (b)）であるが，その “FF” データ項のエネル

ギー（図 8 (d)）と，誤ったラベルである “SF” デー

タ項のエネルギー（図 8 (e)）もまた拮抗した状態にあ

り，結果として該当領域は，“FF”，“SF” が混在した

ラベリング結果になっている（図 8 (c)）．この曖昧性

の問題は，色の情報とホモグラフィーの制約だけをも
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(a) SeqC に対し P (F) を変化させた結果

(b) SeqC に対し P (S) を変化させた結果

図 12 ラベルの事前確率を変化させたときの結果
Fig. 12 Robustness for prior changes.

とにする限りは解決することは難しいと考えられる．

したがって，これを解決するためには，シーンに関

する緩やかな幾何制約，例えば，光源と前景，及びそ

の影の位置の大まかな関係を制約として取り入れ，ラ

ベリング結果に対して前景と影の空間的な位置関係を

検証するなどをしていくことが必要となる．これは精

度向上のための一つの課題である．

6. 2. 2 影が基準平面上以外に射影される場合の

問題

本研究における前提条件 (3. 1)のうち，“影は基準

平面上に射影されている”という前提に関しては，幅

広い応用を考えた場合に比較的厳しい条件となる．し

かし，現実には，前景の影が基準平面以外に射影され

ることは頻繁に発生し，具体的には次の二つの場合に

分けて考えることができる．

(i) 影が前景に射影されている場合

(ii) 影が基準平面以外の背景に射影されている場合

ここで，セグメンテーションの観点から考えると，そ

れぞれの場合で影の意味は異なる．3. 1で示したとお

り，本研究で対象とする影とは，背景に射影されてい

る影であるため，(i) の影は，前景に射影されている

影ではなく，影に覆われた前景とみなす．したがって，

本研究の問題設定においては，(i) の影は前景として

ラベル付けされるのが適切であり，一方で (ii)の影は

影としてラベル付けされるのが適切であるといえる．

これら (i)，(ii)を含む入力シーンと提案手法の適用

結果を図 13，図 14 にそれぞれ示す．(i) の結果にお

いては，影に覆われた前景（図 13 (a)中の左側人物）

が，前景として正しくラベル付けされていることが

図 13 (c)から確認できる．

一方，(ii)の結果においては，図 14 (a)において影

が柱に射影されている領域でセグメンテーションに失

敗していることが確認できる．これは，影が基準平面

以外に射影されることで，該当影に属するピクセルの

ホモグラフィー対応ピクセルは背景に属することとな

り，この場合の正しいラベル “SB” ないしは “BS” を

提案手法では付与できなかったためである．

以上より，提案手法は (ii)を含むシーンに対しては

適用が困難である．しかし，例えば建物や道路といっ

た人工物を主としたシーン，すなわち，比較的少数の

平面近似可能な背景物体で構成されるシーンに対して

は，シーンを区分的な平面に分割して扱い，それぞれ

の平面ごとにホモグラフィーの対応付けを事前に行っ

ておくことで，提案手法を拡張することが可能となる．

6. 2. 3 基準平面上にない背景物体が存在する場合

の問題

本手法では背景物体に関する制約を特に設けていな

いが，基準平面上にない背景物体（例えば柱のように

高さをもった背景）が候補領域に含まれる場合，セグ

メンテーションに失敗する場合がある．基準平面上に

ない背景物体が候補領域に含まれる場合，該当背景物

体に属するピクセルのホモグラフィー対応ピクセルは，

次のいずれかとなる．

(i) 前景または背景

(ii) 影

上記 (i) の場合，ホモグラフィー対応ペアを構成する

それぞれのピクセルが，それぞれ適切な色モデル（前

景若しくは背景の色モデル）に合致している限りにお

いては，正しくラベル付けがなされる（この場合，考

えられるラベルは “FB”，“BF”，“BB” となる）．

一方，上記 (ii)の場合，たとえホモグラフィー対応

ペアを構成するそれぞれのピクセルがそれぞれ適切な

色モデル（影若しくは背景の色モデル）に合致してい

たとしても，ここで与えられるべき正解のラベルであ

る “SB” ないしは “BS” を本手法では禁止ラベルとし
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(a) 入力 (b) ホモグラフィー合成画像 (c) ラベリング結果

図 13 前景に影が射影されている例
Fig. 13 Example of shadowed foreground.

(a) 入力 (b) ホモグラフィー合成画像 (c) ラベリング結果

図 14 基準平面以外に影が射影されている例
Fig. 14 Example of shadow which is not projected onto the basis plane.

(a) 入力 (b) (a) の破線領域の拡大画像 (c) (a) の破線領域のラベリング結果

図 15 高さをもった背景に前景の影が隠ぺいされている例
Fig. 15 Example of shadow which is occluded by background with height.

ているため，それ以外のラベルが誤って付与されるこ

とになり，セグメンテーションに失敗する．前景の影

が基準平面上に射影されているという前提のもとでは，

このような関係になるのは，例えば図 15 (b) 中の黄

色破線で示す領域のように，基準平面にない背景物体

（この例では鉄柵）が前景の影を隠ぺいしている場合で

ある（右側画像中で鉄柵が影を一部隠ぺいしている）．

この例に対するラベリング結果（図 15 (c)）において，

該当領域が左側画像では “SF”，右側画像では “FS”

と誤ってラベル付けられていることが確認できる．

6. 2. 4 前景の運動速度が速い場合の問題

本論文においては，前景は時空間で滑らかな運動を

する，という仮定に基づいた実装になっている．具体

的にはその仮定が，影 Seed の生成時に行うフレーム

間での論理積演算 (4. 1)，という形で使われており，

前景が撮像フレームレートに対して速い運動をする場

合には，その論理積領域がなくなり，影 Seed が生成

されないという問題が発生する．この問題に対しては，

フレーム間の論理積計算は省略して，影 Seed を求め

るといった対策が考えられる．

ただし，その場合には別の問題が発生する．フレー

ム間での論理積演算の目的は，空間的なノイズ（誤っ

て影 Seed 候補領域として抽出された前景，背景領域）

を削減することにあるため，この演算を行わない場合，

影 Seed の誤抽出が増加する可能性は高くなる．した

がって，この問題は影 Seed 抽出の信頼性に関するト

レードオフの問題となる．

6. 3 影の有効な活用

本手法は，隠ぺいされている領域に対して，その領

域が他方の側の画像で影に属するか，背景に属するか

という情報も正確に抽出することができる．すなわち，

隠ぺいされている影領域を含んだ，前景に関する影領

域全体を正確に抽出できる（図 9）．これは多くのビ

ジョン応用にとって有効な情報となり得る．例えば，

影の全体像は，光源を視点として考えたときの前景の

もう一つの射影像とみなすことができ，これはすなわ

ち，前景に関する異なる方向からのシルエット全体像

が抽出されているのと同義である．したがって，歩容

認証やジェスチャ認証，視体積交差法による三次元復

元といった，シルエットに基づく応用にとって有効で

ある．歩容認証に関しては，異なる向きのシルエット

によって認証性能が向上するという報告がなされてお
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り [30]，また，影を直接利用した歩容認証手法も提案

されている [31]．

また他の応用として，例えばホモグラフィー制約を

利用した物体の位置同定手法 [24]がある．この手法で

は前景物体の位置を，前景物体領域と影領域の交点と

して推定している．よって，提案手法によって影の全

体像が正確に抽出された場合，位置同定精度がより向

上するものと考えられる．

6. 4 動的両眼システムへの拡張

提案手法は，静的な両眼カメラを前提としているが，

動的な背景モデリングや自己運動推定，画像の揺れ

補正といった技術と組み合わせることで，ロボットビ

ジョンや車載カメラなどの動的な両眼カメラシステム

においても適用できるものと考えられる．

7. む す び

本論文では，ホモグラフィー対応ペアに基づくセグ

メンテーションの枠組みを提案した．本研究では，セグ

メンテーションの問題をホモグラフィー対応ペアに対

する多値のラベリング問題とみなし，ホモグラフィー

対応ペアを対称に扱うことで，隠ぺい領域も考慮した

問題の定式化を行い，この問題をエネルギー最小化の

枠組みで解いた．また，提案手法の有効性を既存手法

との比較実験を通して確認した．
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