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3D edge detection from a depth image is an important technique of 3D object
recognition in preprocessing. There are three types of 3D edges in a depth image called
jump, convex roof, and concave roof edges. Conventional 3D edge detection based on ring
operators has been proposed. The conventional ring operator can detect three types of 3D
edges by classifying the response of Fourier transforms. Since the conventional method needs
to apply Fourier transforms to all pixels of a depth image, real-time processing cannot be
done due to high computational cost. Therefore, this paper presents a fast and reliable method
of detecting three types of 3D edges by using a decision tree. The decision tree is trained
under supervised learning from numerous synthesized depth images and labels by capturing
depth relations between candidate pixels and pixels on a ring operator to classify 3D edges.
The experimental results revealed that the proposed method had a 25 times faster than the
conventional method. This paper also presents some examples of 3D line and 3D convex
corner detection based on results obtained with the proposed method.
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1. 緒 言

エッジやコーナーの検出とそのローカライゼー

ションは，Simultaneous Localization and Mapping
(SLAM)(1)∼(3)や三次元物体検出(4)の前処理として重要

なタスクである．距離情報を得る新しいカメラセンサ

として Time-of-Flight(TOF) (5)などが広く使われるよ

うになり，これらのセンサはジェスチャ認識等(6)の実

用化に大きく貢献した．本研究では，このようなセン

サから得られる距離画像からの三次元エッジ検出を対

象とする．三次元エッジは，階段，廊下，扉等の検出

や抽出したエッジの追跡により作成される環境地図の

作成に有用であり，ロボットナビゲーションに用いら

れる．

距離画像におけるエッジは，ジャンプエッジ，凸ルー

フエッジ，凹ルーフエッジの三種類があり，これらを

総称して三次元エッジと呼ぶ．図 1に距離画像におけ
る立方体上に観測される 3種類の三次元エッジを示す．
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Fig. 1 3D edges in a depth image.

ジャンプエッジは，図 1 (b)のように物体と背景の境
界に観測される．凸ルーフエッジと凹ルーフエッジは

2つの面の境界に観測される．図 1 (c)は，グレース
ケール画像のエッジ検出法として利用されているラプ
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Fig. 3 Overview of proposed method.

ジ分類手法を提案した．リングオペレータは，図 2に
示すように注目画素から数ピクセル離れた円周上の

32画素の距離値を一次元の波形として表したもので
ある．エッジの種類毎に波形が異なるという傾向が

あることが読み取れる．Inokuchi等は，高速フーリエ
変換 (FFT) を適用し，これらの異なる特性を利用し
ている．フーリエスペクトルの第 1 および第 2 の成
分に対して，3つのしきい値を設定し，ジャンプエッ
ジ，凸ルーフエッジ，凹ルーフエッジおよび平面に分

類した．リングオペレータは，ラスタスキャンによ

り距離画像の全ての画素に対して FFTを適用する必
要があるため，リアルタイム処理が困難という問題

がある．VGAサイズ (640x480画素)の距離画像に対
してリングオペレータによるエッジ検出法を適用す

ると，約 0.7秒の処理時間を要する．また，FFTを適
用するためには，リングオペレータの円周上の画素

数を 2のべき乗とする必要がある．

3. 提 案 手 法

本研究では，距離画像から三次元エッジを検出する

ために機械学習を導入する．本章では，二分木と三分

木による高速かつ高精度な三次元エッジ検出法につい

て述べる．図 3に提案手法による三次元エッジ検出器
の学習と検出の流れを示す．

3·1 学習サンプル 学習用サンプルとして，複

数の異なる視点から撮影した画像を用いることで，視

点の変化に対応することができる．本研究では，1m
四方の立方体を仮想的に配置し，垂直方向と平行方向

の画角がそれぞれ 50度と 40度のカメラを用いる．オ
イラー角の回転パラメータ φ と θ を等間隔に設定する
ことで，図 4に示すような距離画像を CGにより生成
した．回転パラメータの範囲は φ ∈ [0,45]，θ ∈ [0,90]
とし，11.25◦ずつ距離画像を生成する．また，視点か
ら立方体の中心位置までの距離は 1.5mから 3.0mの範
囲とする．さらに，TOFカメラで得られた実際の距離
画像に近づけるために，生成された距離画像に対して

ガウスノイズを加える．生成した距離画像の各画素に，

ジャンプエッジ，凸ルーフエッジ，凹ルーフエッジ，

Fig. 4 Generation of training samples.

平面の 4つのクラスラベルを付与する．これらの 4ク
ラスは，リングオペレータ(7)を適用して自動的に付与

した．さらに，リングオペレータで正しいラベルを付

与できない画素においては，目視により手動で正しい

ラベルに修正した．以上の手法により生成した 180枚
の距離画像を決定木の学習に用いる．

3·2 二分木の学習 図 5(a)にジャンプエッジ，凸
ルーフエッジ，凹ルーフエッジ，平面の４クラスに分

類する二分木の構造を示す．

3·2·1 二分木の学習 二分木の学習には ID3ア
ルゴリズム(14)を用いる．まず，エッジ検出器を学習す

るために，生成した学習用距離画像から各画素におい

て周囲 32画素を抽出し，学習用サンプルとする．リ
ング上の各画素 x ∈ {1, ...,32}において，注目画素 p
との関係 p → xは，式 (1)により Farもしくは Nearの
どちらかに属するとする．

Sp→x =

{
F Dp→x −Dp > t (Far)
N Dp→x −Dp ≤ t (Near)

(1)

ここで，Dp→x リング上の画素 x の距離値，Dp は

エッジ候補画素 pの距離値，t はしきい値である．F
は画素 x が画素 p よりも奥であることを表し，N は
画素 xが画素 pよりも手前であることを表す．式 (1)
から得られるこれら 2つの関係を用いて，学習中に決
定木の各ノードにおいて最適な分岐関数の決定に使用

される．親ノードにおける学習サンプル集合を Pとす
る．次式で計算される情報利得 Gが最大となる画素 x
を図 6に示すように探索する．

G = H(P)−H(PF)−H(PN) (2)

ここで，Pは親ノードに辿り着いたサンプル集合，PF

は Farと判定され左の子ノードに分岐したサンプル集
合，PN は Nearと判定され右の子ノードに分岐したサ
ンプル集合を表す．情報エントロピーは H は次式に
より計算される．

ラシアンフィルタを距離画像に適用した結果である．

図 1 (c)から，距離画像では近傍画素との距離の差が
小さくなるため，凸ルーフエッジや凹ルーフエッジの

検出が困難であることがわかる．

この問題を解決するために，Inokuchiらは距離画像
から 3種類の三次元エッジを検出するリングオペレー
タ(7)を提案した．リングオペレータでは，まずエッジ

候補画素を中心とした円状の周囲 32画素に対してスペ
クトル解析を適用する．そして，スペクトル解析の結

果から三次元エッジの種類と平面に分類する．距離画

像の全画素に対してリングオペレータを適用し，スペ

クトル解析するため，リアルタイム処理が難しい．三

次元物体認識等の前処理として利用するためには，距

離画像からの三次元エッジ検出はリアルタイム処理が

必須である．一方，グレースケール画像からの高速な

コーナー検出法として，Features from the Accelerated
Segment Test (FAST)(8)(9)が提案された．FASTは機械
学習のアプローチを導入することにより，高速にコー

ナーと非コーナーを分類している．

そこで，我々は高速なコーナー検出が可能な FAST
と同様に三次元エッジ検出器に機械学習のアプローチ

を適用する．本稿では，決定木に基づき高速かつ高精

度に三次元エッジを検出する手法を提案する．まず，

教師あり学習により決定木を構築するために，モデル

から生成された大量の距離画像に対して，エッジ候補

点とリング上の周囲の画素の距離関係から三次元エッ

ジのラベルを付与する．そして，候補点と周囲の画素，

及び付与したラベルを用いて教師あり学習により決定

木を学習する．

本稿では，次章以降を次のように構成する．2章で
は関連研究について議論し，3章では提案手法につい
て述べる．4章では提案手法の有効性を示すために評
価実験について述べ，5章にて提案手法の結果を用い
た応用例を紹介する．最後に 6章にてまとめる．

2. 関 連 研 究

本章では，距離画像における 3種類のエッジの定義
と関連研究について述べる．

2·1 距離画像におけるエッジ 距離画像は，カ

メラのある視点から撮影されたシーン内の物体表面ま

での距離に関する情報を含んでいる．距離画像の画素

はグレースケール画像の画素値の代わりに距離値を保

持しているため，従来の二次元画像処理技術を容易に

適用できる．グレースケール画像におけるエッジは，

注目画素と隣接する画素との勾配が高い場合にエッジ

として検出される．距離画像にはシーンの三次元構造

に関する特性を持ち，距離画像におけるエッジは以下

Fig. 2 Ring operator and properties of 3D edges.

に示す三種類が存在する．

• ジャンプエッジジャンプエッジは物体 (平面)と背
景 (平面)の境界線上で観測される．図 2(a)からわ
かるようにジャンプエッジ上の勾配の値は高く，距

離値の変化は不連続である．

• 凸ルーフエッジルーフエッジは 2つの平面の境界
線上に観測される．凸ルーフエッジは，図 2 (b)で
示されるように凸形状を持っている．

• 凹ルーフエッジ 凹ルーフエッジは，床面の平面等
と物体の境界線上に観測され，図 2 (c)のように凹
形状を持つ．

シーンの三次元構造を理解するためには，これら三種

類のエッジを検出することが重要である．

二次元画像処理で用いられる二階微分を用いたエッ

ジ検出法では，距離画像における 3種類のエッジを分
類して検出することができない．特に，ルーフエッジ

は距離値の変化が緩やかであるため，差分値が小さく

なりエッジの検出が困難となる．

2·2 法線ベクトルに基づくエッジ検出 従来，距

離画像からのエッジ検出では，法線ベクトルに基づく

手法(10)∼(13)が提案されている．Kariらは，距離画像か
ら法線ベクトルに基づくエッジ検出法(10)を提案した．

Krishnapuramらは，2値画像に対して定義されるモル
フォルジー演算を用いて，距離画像からエッジを検出

する手法を提案した(12)．Ye等は，物体表面を平滑化
する特異値分解フィルタを用いた頑健なエッジ検出器
(13)を提案した．これら従来の距離画像を対象とした

エッジ検出法は，三次元エッジの三種類を分類するこ

となく 1つのエッジとして検出する．
2·3 リングオペレータを用いたエッジ検出

Inokuchi等は，リングオペレータを用いた三次元エッ
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Fig. 3 Overview of proposed method.
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はグレースケール画像の画素値の代わりに距離値を保

持しているため，従来の二次元画像処理技術を容易に

適用できる．グレースケール画像におけるエッジは，

注目画素と隣接する画素との勾配が高い場合にエッジ

として検出される．距離画像にはシーンの三次元構造

に関する特性を持ち，距離画像におけるエッジは以下

Fig. 2 Ring operator and properties of 3D edges.

に示す三種類が存在する．

• ジャンプエッジジャンプエッジは物体 (平面)と背
景 (平面)の境界線上で観測される．図 2(a)からわ
かるようにジャンプエッジ上の勾配の値は高く，距

離値の変化は不連続である．

• 凸ルーフエッジルーフエッジは 2つの平面の境界
線上に観測される．凸ルーフエッジは，図 2 (b)で
示されるように凸形状を持っている．

• 凹ルーフエッジ 凹ルーフエッジは，床面の平面等
と物体の境界線上に観測され，図 2 (c)のように凹
形状を持つ．

シーンの三次元構造を理解するためには，これら三種

類のエッジを検出することが重要である．

二次元画像処理で用いられる二階微分を用いたエッ

ジ検出法では，距離画像における 3種類のエッジを分
類して検出することができない．特に，ルーフエッジ

は距離値の変化が緩やかであるため，差分値が小さく

なりエッジの検出が困難となる．

2·2 法線ベクトルに基づくエッジ検出 従来，距

離画像からのエッジ検出では，法線ベクトルに基づく

手法(10)∼(13)が提案されている．Kariらは，距離画像か
ら法線ベクトルに基づくエッジ検出法(10)を提案した．

Krishnapuramらは，2値画像に対して定義されるモル
フォルジー演算を用いて，距離画像からエッジを検出

する手法を提案した(12)．Ye等は，物体表面を平滑化
する特異値分解フィルタを用いた頑健なエッジ検出器
(13)を提案した．これら従来の距離画像を対象とした

エッジ検出法は，三次元エッジの三種類を分類するこ

となく 1つのエッジとして検出する．
2·3 リングオペレータを用いたエッジ検出

Inokuchi等は，リングオペレータを用いた三次元エッ
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はノードにおいて Equalと判定されたサンプル集合を
表す．情報エントロピーは H は式 (3)により計算され
る．そして，末端ノードでは，最も多く到達したサン

プルのエッジラベルを記録する．

3·4 決定木によるエッジの検出と非最大値抑制処理

3·4·1 決定木による三次元エッジの検出 三次元

エッジの検出時には距離画像をラスタスキャンする．

この際には，各画素を p として三分木に入力し，ト
ラバーサルした結果，ジャンプエッジ，凸ルーフエッ

ジ，凹ルーフエッジ，平面の 4つのクラスに分類する．
図 7(a)は提案手法により三次元エッジを検出した例を
表す．

3·4·2 非最大値抑制処理 提案手法によるエッジ

検出結果 (図 7(a))を見ると，真の三次元エッジだけで
なく，その周辺画素もエッジとして検出されているこ

とがわかる．そこで，非最大値抑制処理を導入するこ

とにより，この問題を解決する．しかし，決定木は直

接的にエッジの応答値を計算していないため，ここで

は次式により擬似的なエッジ応答値を定義する．

Response(p) = max
x∈{1,...,32}

|Dp −Dp→x| (6)

ここで，pは提案手法により検出した三次元エッジの
位置，xはリング上の位置を表す．下記の二ステップ
により過検出したエッジを抑制する．

Step1 決定木により検出した全てのエッジ候補画素に
対して，式 (6)により擬似的なエッジ応答値を
計算する．

Step2 3×3画素の近傍画素において，注目画素 pと
同じエッジラベルを持つ画素における擬似的

なエッジ応答値を値の大きい順にソーティング

する．もし，画素 pの擬似的な応答値が上位 3
位以内であれば，画素 pは三次元エッジとし
て検出される．そうでない場合はエッジでない

と判定する．決定木により検出されたエッジ候

補画素全てに対してこれらの処理を繰り返す．

図 7(b)に非最大値抑制処理を適用した例を示す．非最
大値抑制処理により，本来のエッジ上の画素のみを抽

出できていることがわかる．

4. 評 価 実 験

本章では，提案手法の有効性を示すために従来法と

の比較実験を行う．

4·1 実験概要 評価実験では，従来法としてリン

グオペレータ(7)，法線ベクトルに基づくエッジ検出法
(10)と比較する．提案手法は二分木と三分木を用いる．

決定木は 180枚の距離画像を用いて学習する．評価用
の距離画像には，CGにより生成した距離画像にノイ
ズを加えた画像 90枚を使用する．評価指標として 4

Fig. 7 Non-maximal suppression.

クラスそれぞれで式 (7)を用いて算出した F値を用い
る．TP(True Positive)は評価対象クラスを正しく検出
した画素の総数，FP(False Positive)は他のクラスを評
価対象クラスとして誤検出した画素の総数，FN(False
Negative)は評価対象クラスを他のクラスとして誤検
出した画素の総数を表している．

F値=
2× precision× recall

precison+ recall
(7)

recall =
T P

T P+FN
(8)

precision =
T P

T P+FP
(9)

4·2 実験結果 エッジ検出精度を表 1に示す．表
1から，最も性能が高い手法は三分木を用いた提案手
法，続いて二分木，リングオペレータ，法線ベクトル

に基づくエッジ検出法であることがわかる．図 8に，
提案手法とリングオペレータのエッジ検出結果の例を

示す．提案手法は，ノイズを付与した距離画像を用い

て決定木を学習するため，ノイズに対して頑健な結果

が得られている．一方，従来法であるリングオペレー

タはスペクトル解析に基づくためノイズの影響を受け

やすく，エッジの検出が不安定である．提案手法のし

きい値固定型としきい値変動型を比較すると，しきい

値固定型は平面部分にエッジの誤検出が多く発生して

いるが，しきい値変動型の場合平面部分の誤検出が発

生していない．これは，固定のしきい値が平面とエッ

ジを分けることができない値であることが原因である．

しかし，固定のしきい値を平面とエッジを分けること

ができる値にすると 3種類のエッジの分類が困難にな
る．そのため，この 4クラス分類を行うには複数個の
しきい値を用いた方が良い．

VGA(640× 480画素)の距離画像に対する処理時間
を表 2に示す．なお，本実験では 2.67GHz Intel X7452
のCPUを搭載した PCを使用した．三分木を用いた提
案手法が最も高速であり，続いて二分木，法線ベクト

ルに基づくエッジ検出法，リングオペレータである．

提案手法は，決定木の各ノードがアクセスするリング

上の画像数を少なくすることができるため，提案手法

Fig. 5 Structures of binary decision tree and ternary decision tree. Numbers next to nodes denote
neighboring pixel x, which is selected by decision tree learning.

Fig. 6 Binary decision at node i.

H(P) = {(p+ j+ cv+ cc) log2(p+ j+ cv+ cc)

−p log2 p− j log2 j− cv log2 cv− cc log2 cc}

/(p+ j+ cv+ cc) (3)

j, cv, cc, pは，それぞれジャンプエッジ，凸ルーフエッ
ジ，凹ルーフエッジ，平面の各ラベルに属するサンプ

ル数である．式 (2) による情報利得 G が 0 になるま
で新しいノードを生成する．情報利得 Gが 0となる
ノードを末端ノードとし，最も多く到達したサンプル

のエッジラベルを記録する．

3·2·2 しきい値 tの決定方法 本研究では，式 (1)
において使用するしきい値 t を以下に示す 2つの方法
により決定する．

• 固定しきい値各ノードにおいて固定の値をしきい
値として使用する．本研究では，予備実験からしき

い値を 0.01とした．しきい値を固定した場合，学
習時に各ノードにおいてしきい値の施行回数が 1回
で済むため，しきい値を変動させる場合より速く識

別器を構築できる．

• 変動しきい値しきい値をリング上の最小距離値か
ら最大距離値の範囲で探索し，式 (2)の情報利得 G
が最大となる値をしきい値に採用する．

変動しきい値は，ノードによってしきい値が変化する

ため三次元エッジにおける様々な変化を吸収すること

ができる．しかしながら，決定木のトラバーサルにお

いて，固定しきい値よりも多くの計算時間を要するこ

とになる．

3·3 三分木の学習 上記で述べた二分木は，分

岐関数により二状態に分岐するため，決定木の深さが

大きくなる可能性がある．決定木の探索を高速化する

には，できるだけ浅い深さの決定木を作成することが

重要となる．この問題を解決するために三状態に分岐

する三分木を導入する．図 5(b)に三分木の構造を示す．
リング上の各画素 x ∈ {1, ...,32}において，注目画
素 pとの関係 p → xは，次式により Far，Equal，Near
の三つの状態のどれかに属する．

Sp→x =




F Dp + t1 ≤ Dp→x (Far)
E Dp + t2 < Dp→x < Dp + t1 (Equal)
N Dp→x ≤ Dp + t2 (Near)

(4)

ここで，E は注目画素 pと円周上の画素 xの距離がし
きい値以内であることを表す．しきい値 t1，t2はそれ
ぞれ Farと Equalを分けるしきい値とNearと Equalを
分けるしきい値である．各ノードにおいて次式で計算

される情報利得Gが最大となる xを選択し，エッジ候
補画素がエッジであるかを決定する．

G = H(P)−H(PF)−H(PE)−H(PN) (5)

ここで，Pはノードに辿り着いたサンプル集合，PF は

ノードにおいて Farと判定されたサンプル集合，PN は

ノードにおいて Nearと判定されたサンプル集合，PE
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はノードにおいて Equalと判定されたサンプル集合を
表す．情報エントロピーは H は式 (3)により計算され
る．そして，末端ノードでは，最も多く到達したサン

プルのエッジラベルを記録する．

3·4 決定木によるエッジの検出と非最大値抑制処理

3·4·1 決定木による三次元エッジの検出 三次元

エッジの検出時には距離画像をラスタスキャンする．

この際には，各画素を p として三分木に入力し，ト
ラバーサルした結果，ジャンプエッジ，凸ルーフエッ

ジ，凹ルーフエッジ，平面の 4つのクラスに分類する．
図 7(a)は提案手法により三次元エッジを検出した例を
表す．

3·4·2 非最大値抑制処理 提案手法によるエッジ

検出結果 (図 7(a))を見ると，真の三次元エッジだけで
なく，その周辺画素もエッジとして検出されているこ

とがわかる．そこで，非最大値抑制処理を導入するこ

とにより，この問題を解決する．しかし，決定木は直

接的にエッジの応答値を計算していないため，ここで

は次式により擬似的なエッジ応答値を定義する．

Response(p) = max
x∈{1,...,32}

|Dp −Dp→x| (6)

ここで，pは提案手法により検出した三次元エッジの
位置，xはリング上の位置を表す．下記の二ステップ
により過検出したエッジを抑制する．

Step1 決定木により検出した全てのエッジ候補画素に
対して，式 (6)により擬似的なエッジ応答値を
計算する．

Step2 3×3画素の近傍画素において，注目画素 pと
同じエッジラベルを持つ画素における擬似的

なエッジ応答値を値の大きい順にソーティング

する．もし，画素 pの擬似的な応答値が上位 3
位以内であれば，画素 pは三次元エッジとし
て検出される．そうでない場合はエッジでない

と判定する．決定木により検出されたエッジ候

補画素全てに対してこれらの処理を繰り返す．

図 7(b)に非最大値抑制処理を適用した例を示す．非最
大値抑制処理により，本来のエッジ上の画素のみを抽

出できていることがわかる．

4. 評 価 実 験

本章では，提案手法の有効性を示すために従来法と

の比較実験を行う．

4·1 実験概要 評価実験では，従来法としてリン

グオペレータ(7)，法線ベクトルに基づくエッジ検出法
(10)と比較する．提案手法は二分木と三分木を用いる．

決定木は 180枚の距離画像を用いて学習する．評価用
の距離画像には，CGにより生成した距離画像にノイ
ズを加えた画像 90枚を使用する．評価指標として 4

Fig. 7 Non-maximal suppression.

クラスそれぞれで式 (7)を用いて算出した F値を用い
る．TP(True Positive)は評価対象クラスを正しく検出
した画素の総数，FP(False Positive)は他のクラスを評
価対象クラスとして誤検出した画素の総数，FN(False
Negative)は評価対象クラスを他のクラスとして誤検
出した画素の総数を表している．

F値=
2× precision× recall

precison+ recall
(7)

recall =
T P

T P+FN
(8)

precision =
T P

T P+FP
(9)

4·2 実験結果 エッジ検出精度を表 1に示す．表
1から，最も性能が高い手法は三分木を用いた提案手
法，続いて二分木，リングオペレータ，法線ベクトル

に基づくエッジ検出法であることがわかる．図 8に，
提案手法とリングオペレータのエッジ検出結果の例を

示す．提案手法は，ノイズを付与した距離画像を用い

て決定木を学習するため，ノイズに対して頑健な結果

が得られている．一方，従来法であるリングオペレー

タはスペクトル解析に基づくためノイズの影響を受け

やすく，エッジの検出が不安定である．提案手法のし

きい値固定型としきい値変動型を比較すると，しきい

値固定型は平面部分にエッジの誤検出が多く発生して

いるが，しきい値変動型の場合平面部分の誤検出が発

生していない．これは，固定のしきい値が平面とエッ

ジを分けることができない値であることが原因である．

しかし，固定のしきい値を平面とエッジを分けること

ができる値にすると 3種類のエッジの分類が困難にな
る．そのため，この 4クラス分類を行うには複数個の
しきい値を用いた方が良い．

VGA(640× 480画素)の距離画像に対する処理時間
を表 2に示す．なお，本実験では 2.67GHz Intel X7452
のCPUを搭載した PCを使用した．三分木を用いた提
案手法が最も高速であり，続いて二分木，法線ベクト

ルに基づくエッジ検出法，リングオペレータである．

提案手法は，決定木の各ノードがアクセスするリング

上の画像数を少なくすることができるため，提案手法

Fig. 5 Structures of binary decision tree and ternary decision tree. Numbers next to nodes denote
neighboring pixel x, which is selected by decision tree learning.

Fig. 6 Binary decision at node i.

H(P) = {(p+ j+ cv+ cc) log2(p+ j+ cv+ cc)

−p log2 p− j log2 j− cv log2 cv− cc log2 cc}

/(p+ j+ cv+ cc) (3)

j, cv, cc, pは，それぞれジャンプエッジ，凸ルーフエッ
ジ，凹ルーフエッジ，平面の各ラベルに属するサンプ

ル数である．式 (2) による情報利得 G が 0 になるま
で新しいノードを生成する．情報利得 Gが 0となる
ノードを末端ノードとし，最も多く到達したサンプル

のエッジラベルを記録する．

3·2·2 しきい値 tの決定方法 本研究では，式 (1)
において使用するしきい値 t を以下に示す 2つの方法
により決定する．

• 固定しきい値各ノードにおいて固定の値をしきい
値として使用する．本研究では，予備実験からしき

い値を 0.01とした．しきい値を固定した場合，学
習時に各ノードにおいてしきい値の施行回数が 1回
で済むため，しきい値を変動させる場合より速く識

別器を構築できる．

• 変動しきい値しきい値をリング上の最小距離値か
ら最大距離値の範囲で探索し，式 (2)の情報利得 G
が最大となる値をしきい値に採用する．

変動しきい値は，ノードによってしきい値が変化する

ため三次元エッジにおける様々な変化を吸収すること

ができる．しかしながら，決定木のトラバーサルにお

いて，固定しきい値よりも多くの計算時間を要するこ

とになる．

3·3 三分木の学習 上記で述べた二分木は，分

岐関数により二状態に分岐するため，決定木の深さが

大きくなる可能性がある．決定木の探索を高速化する

には，できるだけ浅い深さの決定木を作成することが

重要となる．この問題を解決するために三状態に分岐

する三分木を導入する．図 5(b)に三分木の構造を示す．
リング上の各画素 x ∈ {1, ...,32}において，注目画
素 pとの関係 p → xは，次式により Far，Equal，Near
の三つの状態のどれかに属する．

Sp→x =




F Dp + t1 ≤ Dp→x (Far)
E Dp + t2 < Dp→x < Dp + t1 (Equal)
N Dp→x ≤ Dp + t2 (Near)

(4)

ここで，E は注目画素 pと円周上の画素 xの距離がし
きい値以内であることを表す．しきい値 t1，t2はそれ
ぞれ Farと Equalを分けるしきい値とNearと Equalを
分けるしきい値である．各ノードにおいて次式で計算

される情報利得Gが最大となる xを選択し，エッジ候
補画素がエッジであるかを決定する．

G = H(P)−H(PF)−H(PE)−H(PN) (5)

ここで，Pはノードに辿り着いたサンプル集合，PF は

ノードにおいて Farと判定されたサンプル集合，PN は

ノードにおいて Nearと判定されたサンプル集合，PE
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Fig. 8 Edge detection examples using depth image obtaired by a TOF camera (mesa SR-4000). Red color
means jump edges, Blue means convex roof edge, and green means concave roof edge.
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Table 1 F-measure

Ring operator(7) Surface normal(10) Binary decision tree Ternary decision tree
Fixed th. Flexible th. Fixed th. Flexible th.

Jump edge 0.898 - 0.768 0.884 0.780 0.911
Convex roof edge 0.759 - 0.726 0.817 0.769 0.831
Concave roof edge 0.781 - 0.689 0.764 0.717 0.797

Flat 0.999 - 0.736 0.991 0.765 0.997

Average 0.859 0.706 0.729 0.862 0.757 0.884
Table 2 Processing time

Ring operator Surface normal
Binary decision tree Ternary decision tree

Fixed th. Flexible th. Fixed th. Flexible th.
Processing time [ms] 683.2 61.5 47.2 35.0 22.7 26.5
Depth of decision tree - - 15.4 12.9 8.7 10.1

はリングオペレータと比較して約 25倍の高速化を実
現した．また，三分木による処理時間は二分木よりも

高速であることがわかる．これは，決定木の分岐関数

の出力が 3 値に増えることで，決定木の深さが浅く
なったためである．

4·3 TOFカメラより得られた距離画像からの三次
元エッジ検出 図 8に，TOFカメラ (mesa SR4000)
を用いて実際に撮影した距離画像に対する三次元エッ

ジ検出例を示す．変動しきい値を導入した決定木を用

いた提案手法は，誤検出が少ないことがわかる．また，

三次元エッジに適用した非最大値抑制処理を用いるこ

とで，より好ましい三次元エッジの検出が可能である

ことがわかる．

5. アプリケーション
評価実験より，提案手法は高速かつ高精度に三次元

エッジを検出できることを確認した．本章では，提案

手法の結果を用いた２つのアプリケーションを示す．

図 9(a)は，提案手法により検出した三次元エッジ検出
結果に対して，Line Segment Detection (LSD)(15)によ

る直線検出を行った例である．三次元エッジの属性を

含む線分は，三次元シーンの復元や三次元物体を認識

するために効果的な情報となることが期待できる．

図 9(b) は三次元凸コーナーの検出例を示す．ここ
では，三次元凸コーナーと非三次元凸コーナーを分類

するために，提案手法の結果を学習サンプルとして用

い，決定木を学習した．本手法では，三次元凸コーナー

が凸ルーフエッジとジャンプエッジを含む三本の線分

から構成されているため，法線ベクトルを計算するこ

となく，容易に三次元凸コーナーを検出することがで

きる．
6. 結 言

本稿では，機械学習を導入したアプローチとして，

決定木に基づく高速かつ高精度な三次元エッジ検出法

(a) Line segment detector (b) Convex corner detector

Fig. 9 Application of LSD and 3D convex corner
detection.

を提案した．三次元エッジ検出法の従来法であるリン

グオペレーターと比較して，25倍の高速化を実現し
た．今後は，提案する三次元エッジ検出結果を特徴量

として用いた三次元物体認識について検討する予定で

ある．
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