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もともと人が得意とする認識機能は、コン

ピュータにとっては苦手な分野です。そのよう

な認識機能をコンピュータで実現しようとする

際には、 しばしば人のように3次元情報を得る

ことも重要です。 3次元情報を復元するための

代表的な手法は、人間の目に模倣する形で研究

されてきたステレオビジヨンですが、ステレオ

ビジョンは古くから存在する方法で、視差を利

用しての3次元情報抽出を目的とするものです。

現在では、偏光メガネを利用して3次元テレビ

がお茶の間で楽しめるような時代になり、さら

には偏光メガネを不要にするための方法も開発

され、アトラクシヨンやエンタテイメントを中

心に普及しています。

私もこれまで高度な視覚・認識の機能を実現

することを目的として、コンピュータビジョン

ないし画像認識という分野の研究をしてきてい

ます。上ではステレオビジョンを一例として紹

介しましたが、方法論としては、必ずしも人間

の目を模倣する形のみならず、 3次元情報を如

何にして復元するかという原理的な理論を中

心に、コンピュータビジョンの研究はMIT AI

Labに始まり、およそ30年 近 く研究の歴史をた

どってきています。今日においては、顔画像の

認識や運動物体追跡技術など、コンピュータビ

ジョン技術としても、実用的な応用に向けてい

ろいろ可能性が広がってきましたが、これまで

の課題の解決とともに、今後も実際の応用に向

けた課題が残されています。

ちなみに、私のこれまでの研究の基盤になっ

た方法はShape from Shading(形の陰影解析 )

やPhotometric Stereo(照 度差ステレオ)と 呼ば

れる方法です。照度差ステレオとは、カメラを

固定して異なる照明条件のもとで撮影した 3枚

以上の画像を用いて、対象物の 3次元情報とし

て画素ごとに対応する面素の傾 き分布 (法線

ベク トルマ ップ)を 復元する方法です。照度

差ステレオは1980年 にMITの AI Labで Robert
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3次元情報復元・医療画像診断支援のための

コンピユータビジョン
中部大学 工学部 情報工学科 教授 岩堀祐之 (」 58)

J W00dhamが 提案 した方法で、その後、一

般的な反射特性の問題や未知の光源方向の問

題に対 して拡張理論がいろいろ提案されてき

ています。私は1988年 か ら2004年 まで名工大

に勤務、1991年以後UBC Computer Scienceの

Woodham教 授 と同分野において共同研究をす

るようになり、NN(ニ ユーラルネット)ベー

ス照度差ステレオやNN(ニ ューラルネット)

ベースレングリングなど形状既知物体で学習、

形状未知物体に般化する経験的な方法を中心に

研究してきました。これまで通算してUBCでか

れこれ 1年半近 く滞在 したことになりますが、

この間、研究室としても、名工大との共同研究

のほか、最近ではIIT(イ ンドエ科大)と も交流

を始めたところです。

照度差ステレオをはじめとした面の明るさ解

析は、一般に凹凸曲面を対象とした形状解析と

して利用できるのはもちろんですが、いろいろ

な応用を考えると画像 1枚、 2枚でどこまで曲

面解析が可能かという問題もあり、上の研究課

題を含めて興味深い課題があります。対象とす

る物体は鏡面反射をする面の材質の問題やカ

ラーテクスチャ (反射率)の問題もありますこ

拡散反射という材質だけではなく、実際には反

射特性はさまざまです。照度差ステレオは複数

枚の画像を用いることで画素ごとに対応する面

素の傾きを復元することが可能ですが、 1枚で

3次元形状を復元するという問題は当初は不可

能かと思いました。最近では偏微分方程式を解

くことで初期点から次々に密な解 (面の傾きと

カメラからの奥行き)を求める方法が凸に閉じ

た曲面物体では利用可能です。そのような方法

を用いて物体自身から形状を復元した例を図 1

に示しておきます。

また、走査型電子顕微鏡では、反射特性が異

なりますが、異なる反射特性のまま偏微分方程

式を解 く方法で復元も可能です。電子顕微鏡に

おいても球のような形状既知物体を撮影して、
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反射特性を学習しておくと実際の反射特性に近

い条件で学習、般化が可能となり、 1枚でもそ

れなりに形状復元が可能になります。内視鏡画

像については、点光源照明と透視投影という仮

定で 3次元解析を行うためのアルゴリズムを研

究しています、色 (反射率)も 点によってさま

ざまですし、鏡面反射も鋭く写ります。このよ

うな条件のもとでは、まず鏡面反射候補領域を

取 り除き、拡散反射画像に変換、さらには、領

域分割に基づいて反射率の相違を吸収するため

の処理を工夫することで、 1枚の内視鏡画像か

ら反射率がほぼ一様な拡散反射相当画像に変

換、それをもとに透視投影という条件で形状復

元するための方法を研究していますが、こちら

も図 2に例を紹介しておきます。

画像認識の研究においては_Lに紹介 しました

3次元解析のみならず、検出、分類 という課題

が重要です。最近の多 くの画像認識に関連する

研究では、パターン認識・人工知能の要素技術

として研究されている機械学習の理論を用いる

研究が非常に多い傾向にあります。また、この

研究に限らず、新たな応用研究を開拓するため

には、既存の理論がそのまま使えないため、日

標設定をしなが らなんらかの研究のステップ

。二 “ (c)形状復元結果例

図 1.物体自身の回転による3次元復元

アップが重要と思います。ステップアップにも

それまでの蓄積技術がないといきなりは難しい

などあると思いますし、情報系の要素技術は「ア

イデアとひらめき」に依存する部分が大きいの

で、どんなことがどんな応用に使えるか、そう

いったことを日頃から考えていることが大事か

もしれません。もちろん、アイデアのみならず

現場の専門家の意見を聞いてはそれを参考にし

て研究を進めることも重要で、現場で役立つコ

ンピュータビジョン技術 として、社会に寄与で

きる研究が一層期待されています。
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図2.1枚の内視鏡画像からの3次元復元

(b)カ ラー反射率(a)入力画像 (a)内視鏡画像 (b)反射率一様化画像

-11-


