コンピュータビジョン特論

期間・曜日・時限・教室

Advanced Computer Vision
呉海元 教授 天野敏之 准教授
2014年度前期

授業の位置づけ
コンピュータビジョンにおける画像処理や理解
の技術について、基礎理論と最近の研究動
向を学ぶ
• コンピュータを用いて入力された画像・映像を
扱うための基礎知識
• 画像からの特徴抽出と記述
• カメラを用いた3次元計測や認識の基礎
• コンピュータビジョンの最新動向

●期間：前期
●曜日：月曜日
●時限：4時限
●教室：A204

授業計画
・ガイダンス・画像処理、認識、理解研究の歴史と現状１
・画像処理、認識、理解研究の歴史と現状２
・デジタル画像の扱い、OpenCVの使い方、画像特徴の変換
・画像特徴（点、直線、領域）の検出と識別−１
・画像特徴（点、直線、領域）の検出と識別−２
・画像特徴（点、直線、領域）の検出と識別−3
・カラー情報の表現と解析１
・カラー情報の表現と解析２
・視覚の幾何−１
・視覚の幾何−２
・視覚の幾何−3（カメラキャリブレーション）
・対象追跡－１
・対象追跡－２
・物体認識
・総合復習と試験

レポートの提出方法
成績評価、到達目標

◆出席レポート
タイトル「出席レポート」、日付、学籍番号、氏名
を用紙の一番上に書く

講義内課題10％と宿題レポート50%，試験40%
講義内容の理解度が，６割，７割，８割以上であ
れば，それぞれ可（合格），良，優とする．

◆課題レポート
・タイトル「課題レポート」、出題日、学籍番号、氏名
を用紙の一番上に書く
・2ページ以上になる場合はホッチキスで留める
・A4サイズの用紙を使用
・一度に複数の課題レポートを提出する場合は出題
日ごとに別々に綴じる
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本日の内容

教科書・参考書
教科書：特になし
参考書：

1.

画像処理・CV(認識・理解)の関係
「現実世界」と「画像」と「画像処理・CV(認識・理解)」は，各々
どんな関係にあるのか？

●松山隆司、久野義徳、井宮淳
コンピュータビジョン－技術評論と将来展望
新技術コミュニケーションズ
●八木康史、斎藤英雄など
コンピュータビジョン－最先端ガイド１～５
アドコム・メディア（株）

3.

画像処理・認識・理解研究の歴史・現状

授業HP：
http://www.wakayama-u.ac.jp/~wuhy/ACV

コンピュータビジョンとは？ （静止画）
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画像は，三次元世界を二次元に射影したもの

１）コンピュータビジョン（専門家）
２）ロボットビジョン（企業関係の人）
→関連分野：デジタル画像処理
◎3次元シーンが2次元平面に写像
→ カメラで2次元画像を撮影

Nice
sunset!

投影（Projections） or 写真を撮る

CV

◎2次元画像→3次元シーンという逆写像を行い
→ 画像から元の3次元シーンの情報を認識・理解

コンピュータビジョンとは？（多眼視）

2次元画像から元の3次元シーンを認識・理解

コンピュータビジョンとは？（動画）

・・・・・・

Output:

コンピュータビジョン（CV）は

動画より
モデリング
ナビゲーション
動作認識

Model

Real Scene

Cameras

Images

→ 画像群から元の3次元シーンの情報を復元・認識

Scene/object modeling
Navigation
Object recognition
Event/action recognition
Video Analysis
Multiple frames, temporal information
Video Understanding

…
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Computer Vision(関連のある３つの部分)
Lighting

Camera

カメラの歴史

1558

ピンホールカメラの原理
Physical Models

Computer

Scene

Scene Interpretation
We need to understand the Geometric and Radiometric relations
between the scene and its image.

カメラの歴史
レンズカメラより明るい像が得られる

1558
1568

Camera Obscura, Gemma Frisius, 1558

カメラの歴史

1558
1568

1837

Still Life, Louis Jaques Mande Daguerre, 1837

Lens Based Camera Obscura, 1568

アナログ白黒の写真

カメラの歴史

1558
1568

画像・映像を撮影する歴史
A Brief History of Images

1558
1568

Digital Cameras

1837

1837

1970

1970
1980
1995
2010

Silicon Image Detector, 1970
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顔検出・追尾機能のあるデジカメ
ＣＶの研究成果を工業製品に応用できた成功例

顔検出・追尾機能のあるデジカメ
ＣＶの研究成果を工業製品に応用できた成功例
顔認識:ON

自動追跡

自動コントラスト調整
自動ピント合わせ



顔認識:OFF

Many new digital cameras now detect faces
• Canon, Sony, Fuji, …

Smile detection?

Computer Vision：CV
Lighting
Camera

Physical Models
Computer
Scene

Scene Interpretation
Sony Cyber-shot® T70 Digital Still Camera

◎3次元シーンが2次元平面に写像されたものとして画像

ＣＶ： データを捉える

◎2次元画像→3次元シーンという逆写像を行い
◎画像から元の3次元シーンの情報を復元・認識

We need to understand the Geometric and Radiometric relations
between the scene and its image.

Computer Vision
Make computers understand images and video.
What kind of scene?
Where are the cars?
How far is the
building?
…
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CVの基本問題：分類（Object categorization）

CVの基本問題：分類（Scene and context categorization）
• outdoor
• city
• traffic
•…

sky
building
flag
face

banner

street lamp

bus

cars

wall
bus

slide credit: Fei-Fei, Fergus

CVの基本問題：空間情報（Qualitative spatial information）

slide credit: Fei-Fei, Fergus

コンピュータビジョンの難しさ（１）


画像は，3次元世界を2次元に射影したもの

slanted

non-rigid moving
object

二次元画像

三次元世界

3次元から2次元への射影で一部の情報が落ちる（奥行き、遮蔽など）

vertical
rigid moving
object

horizontal

CVはこの逆写像を求める問題

rigid moving
object

2次元画像は3次元世界の情報をすべて表していない
そもそもill-posed(非適切、不定)な問題設定

slide credit: Fei-Fei, Fergus

人が見てわかること

コンピュータビジョンの難しさ（２）

Illuminated from above
Almost certain to be Bill Clinton

この画像を見て何がわかりますか？

Clinton greeting Lewinsky

Gray hair

Pony tail
Dark brown hair
Right eye (open)
Left eye (open)
Nose

Dark circular overlay
Right ear
Neck
White shirt

Cheek
Monica’s mouth
(smiling)

Armani suit

Lapel

Person contour
CNN caption
(Washington 1995?)
From Kentaro Toyama

Person with glasses
in crowd

Necklace
Clinton occluding
Monica

Monica Lewinsky

Woman’s dress suit
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CVの出力例

コンピュータビジョンの難しさ
Computer vision vs human vision

Input image

depth
or
segmentation

object pose
(facing away,
facing forward)

What we see
object
recognition

action
understanding

コンピュータビジョンの難しさ

What a computer sees
From Kentaro Toyama

難しい理由：Challenges: viewpoint variation

コンピュータには2次元配列を用いて表現(2次元空間に
連続的に分布している明るさや色等の情報を保存

各元素（画素）に数値（0~255）を格納

From Kentaro Toyama

難しい理由： Challenges: illumination

image credit: J. Koenderink

Michelangelo 1475-1564

slide credit: Fei-Fei, Fergus & Torralba

難しい理由： Challenges: scale

slide credit: Fei-Fei, Fergus & Torralba
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難しい理由： Challenges: deformation

難しい理由： Challenges: occlusion

Xu, Beihong 1943
slide credit: Fei-Fei, Fergus & Torralba

難しい理由：

Challenges: object intra-class variation

Magritte, 1957

slide credit: Fei-Fei, Fergus & Torralba

コピュータビジョンの難しさ
顔画像を例とすると

様々な変化がある：見え方、遮蔽、照明変化等
slide credit: Fei-Fei, Fergus & Torralba

CVの関連分野


関連領域（応用の分野）
•
•
•
•
•

ロボッテックスRobotics
生物視覚Biological vision
医学画像Medical imaging
コンピュータグラフィックスComputer graphics
人・コンピュータ相互作用Human-computer interaction

Light source

Light source

World
model

Computer
graphics

World
model

基礎部分（認識・理解の道具）
• 画像処理Image Processing
• 統計的パターン認識Statistical Pattern Recognition
• 人工知能Artificial Intelligence



Computer
vision

ＣＧとＣＶの関係

3D Scene

P

Computer
Vision
Image Plane
Camera
Image Plane

CG

P’

Image Processing
Computer Graphics
３Ｄシーンのモデリング→2D画像のレンダリング

Camera

Computer Vision

2D画像 → ３Ｄシーン情報の獲得
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ディジタル画像処理の歴史・応用１
コンピュータを用いたディジタル画像処理は、

ディジタル画像処理の歴史・応用２
1970年代（発展期）～1980年代（普及，多様化）

1950年代の終わりごろから、既に研究論文が発表された

コンピュータが大学や企業の研究室までに普及し、

本格的な研究開始は1960年代から（幕開け）

画像処理は急発展した：対象は 地球観測衛星・医療用画像、産

対象は 宇宙開発、核物理学、医学などの先端分野限り
当初は人工衛星画像の画質改善・補正や、
印刷物の文字を表す2値画像の認識などが試みわれた

業・オフィス（ロボットビジョン）用途
様々な画像処理アルゴリズムや画像処理装置を開発
それらを用いた各種の応用システムの研究・開発が活発に行
われ、ディジタル画像処理が研究分野として確立されるとともに、そ

郵便番号読み取りなどの文字認識

の実用的有効性が示された

例えば
 J548043
Guzman `68

医療用画像応用例

Ohta Kanade ‘78

An Industrial Computer Vision System

コンピュータ断層撮影法（CT）の登場→画像再構成

画像処理標準テキストブック，
画像情報教育振興協会

産業用：生産ラインで品質検査…

ディジタル画像処理の歴史・応用３

1980年代になると、
David Marrが提案した視

1990年代から、
パソコンが一般家庭までに普及
マルチメディアブームが巻き起こった
その理由は：

コンピュータビジョン（CV）

Turk and Pentland ‘91

覚の計算理論(Computation
Vision, 1982)に基づく見え方
の科学[shape-from-X]に関す
る計算アルゴリズムが活発に研
究される

3次元物体表現

各種3次元表現

2-1/2次元表現

一般のパソコンがようやくテレビ品質の画像・映像を処理で
きるレベルに達したからである

1990年代の新展開
– 画像の制作・編集・加工：レタッチソフト，ペイントソフト
– VR・MR（仮想・複合現実感）

明るさ

テクスチャ

統合処理

線画

両眼立体視

動き

３Ｄ特徴抽出(shape-from-X)
X: Shading, Texture,
Contour, Stereo, Motion

2次元画像
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Shape from Shading

The role x of color
What is this object?
Does color play a role in recognition?
Might this be easier to recognize from a different view?

明るさ→色

Three-dimensional shape from a single image.
Ioannis Stamos – CSc 83020
Spring 2007

The role x of texture


Characteristic image texture can help us readily
recognize objects.

The role x of shape
形状・輪郭

テクスチャ

The role x of Stereo

The role x of Motion
(optical flow)

depth map

Determining the movement of scene objects
Ioannis Stamos – CSc 83020
Spring 2007
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ＣＶのアルゴリズム
光学モデルや解析幾何学の知識を利用
処理・計算には多様な数理的最適化手
法や統計的推定法を駆使

伝統的なＣＶの研究テーマ
・ステレオ視による奥行きの計測
・マルチビュー形状復元
・３Ｄ物体の形状モデルを利用し
た物体認識
・画像の領域分割

ＣＶによってはじめて視覚認識
研究が学問として確立された

・工業アプリケーションへ

光のモデル基礎と応用

アクティブビジョン、
イメージメディアへの展開
1990年代になると、
２Ｄ画像データから３Ｄシーンへの情報変換ア
ルゴリズムの研究という“狭い”研究領域から抜
け出し、より広い視点から視覚情報処理研究を
行おうとする試みが進められるようになった
・知能システムの構成
・イメージメディアの世界

アクティブビジョン１
・「知能システムの構成」という観点から視覚認識の問題を考える
代表例：｢知覚と行動の統合｣を目指すアクティブビジョン

・アクティブビジョンでは：
◎撮像装置や照明の位置、方向、
配置を能動的に制御
◎撮像→認識・理解→シーン記
述→撮像装置の制御→撮像とい
う処理ループを繰り返す
◎多視点からの能動的観測や注
視制御に基づいて複雑なシーン
の3次元構造の理解を目指す

アクティブビジョンの例

アクティブビジョン２

撮像→追跡→運動分析→撮像装置の制御→撮像

実世界で有効に機能する知能システムの実現を目指した
研究としては、
・多種多様なセンサからの情報を統合することによって、
システムの信頼性の向上を目指すセンサフュージョン
例：デジカメラ＋距離センサ＋赤外線カメラ＋…
→人物・車の検出と追跡

kinect

・複数の処理モジュールが並列に入力データを解析し、得
られた出力（行動制御命令）を統合、調整することにより、
動的環境に対する適応能力の向上を図ろうとする包摂
アーキテクチャ
最近の追跡研究例：MCMC+AdaBoost、
Meanshift+AdaBoost

といった考え方も提案されている
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イメージメディアの世界
もう一つ別の方向への研究分野・対象領域の拡張：
「イメージメディアの世界」における視覚情報処理

・イメージメディアでは、
◎画像・映像を介した、
人間同士、人間←→機械の間の
正確な情報伝達・豊かなコミュニケーション
の実現するために：
◎2D画像→3Dシーンの写像を行うＣＶ
◎3Dシーン→2D画像の写像を行うＣＧ
という相補的な情報変換プロセスを統合化
した視覚情報処理が行われる

ＣＶとＣＧの統合化
の基本方式
・３Ｄシーンをカメラで
撮った画像をＣＶアルゴ
リズムによって解析し、
シーン記述を求める
・得られたシーン記述を
編集・加工し、仮想的な
シーン記述を作成
・仮想的シーン記述から
ＣＧアルゴリズムによって
新たな画像を生成

顔特徴点の追跡・頭部姿勢の推定・CGで表示

編集・加工の具体例

ＣＶアルゴリズムによって解析し、シーン記述

・画像から得られた３Ｄシーン記述を基に、撮影時
とは別の視点からシーンを見たときの画像を生成
・画像から得られた３Ｄシーン記述と人工的に生
成したシーン記述を組み合わせ、実写画像とＣＧ
画像を合成した画像を生成
・画像に記録された色情報を、ＣＶアルゴリズムに
よって物体色成分と光源色成分に分離し、物体色
のみを変化させた画像を生成

撮影時とは別の視点から
シーンを見た時の画像を生成
カメラのパラメータが分かれば
そのカメラから取った画像から
任意方向から見た画像を合成

Wakayama University

マルチカメラで撮影された映像を用
いて、人物の３Dモデルを生成する

66
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人物の3Dモデルを用いて、
自由視点の映像を生成する

編集・加工の具体例
・画像から得られた３Ｄシーン記述を基に、撮影時
とは別の視点からシーンを見たときの画像を生成
・画像から得られた３Ｄシーン記述と人工的に生
成したシーン記述を組み合わせ、実写画像とＣＧ
画像を合成した画像を生成
・画像に記録された色情報を、ＣＶアルゴリズムに
よって物体色成分と光源色成分に分離し、物体色
のみを変化させた画像を生成
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Applications: 3D
Reconstruction

Panoramic Mosaics

+

複数枚の画像より広視野の画像を合成

+…+

=

複数枚の画像より広視野の画像を合成

パノラマ画像の統合が可能になる

[Brown & Lowe 2003]
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実写とCGの融合

◎ＣＶ（＋画像処理）
→編集（Edit）
→ＣＧ（＋画像処理）
という一連の処理プロセスは、送
り手（撮影者）から受け手（観賞
者）に至る通信路と見なすことが
できる

CGによるリアルな人物の表現（2000年代～）
 イメージベースド・レンダリング（モデリング）


• 実際の人間のデータを計測し、
CGに利用→アバター
• 実写とCGの融合
Matrix
Warner Bros.

◎ＣＶとＣＧの統合により
画像
ビデオ映像
３D物体イメージ
を情報伝達メディアとした豊かな
コミュニケーションが実現できる

送り手
撮影者
受け手
観賞者

Spider-Mann 2
Sony Pictures

マルチメディア情報処理の基本技術

超臨場感のあるスポーツ中継

Augmented Reality

CGの拡張としての仮想現実感(Virtual Reality)に対して
生の画像・映像を基に仮想化された画像・映像を生成す
る技術(Image-Base Rendering)は、

・仮想化現実感(Virtualized Reality)→VR
・拡張現実感(Augmented Reality)→AR
・複合現実感(Mixed Reality)→MR
などと呼ばれ、現在活発な研究開発が行われている

最近のComputer Vision

Applications: Special Effects

Surveillance and security
 Face recognition
 Gesture recognition
 Space applications
 Medical image analysis
 Autonomous vehicles
 Virtual reality and much more …...


Andy Serkis, Gollum, Lord of the Rings

13

Biometrics

Traffic Monitoring

Human Activity Recognition

Action recognition in videos

Motion history image
[Bobick & Davis, 2001]

Learning dynamic prior
[Blake et al. 1998]

Medical Applications


skin cancer

Spatial motion descriptor
[Efros et al. ICCV 2003]

Sign language recognition
[Zisserman et al. 2009]

夜間歩行者検出

breast cancer
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Computer Vision: Vision and Modeling

Computer Vision: Vision and Modeling

Autonomous Vehicle

21世紀の研究課題
一般物体認識


制約のない実世界シーンの画像に対して計算機がそ
の中に含まれる物体を一般的な名称で認識する

Flakey, SRI

光のモデルの概念

球面のReflectance Map
z

R
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x y
2

2



x
z

z
x
y
z
q

z
y
p
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光のモデル
• 物体に光が当たることによっ
て物体の色（輝度）が決まる



光を種類に分けて考える
• 環境光(直射光)
• 反射光

1
( x, y , z )
R

• 拡散反射光
• 鏡面反射光

• 透過光（屈折光）
光のモデル基礎と応用
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デジタルカメラでの撮影過程とモデル

光のモデルの計算式


輝度の計算式
• 全ての光による影響を足し合わせることで、
物体上の点の輝度が求まる
nL





I  Ia ka   Ii k d N  L  ks R  V   k r Ir  k t It
環境光

i1

n

拡散反射光

鏡面反射光
（局所照明）

それぞれの光源からの光（局所照明）

k a  n L k d  k s   k r  k t  1

鏡面反射光 透過光
（大域照明）
大域照明

各係数の和は１
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