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あらまし 本論文では，同一のシーンを撮影した複数の画像を統合し，一枚の大きな画像を生成するという，いわゆ

る画像のモザイキングの一手法を提案する．本手法は次の 2 段階からなる．第一段階では，接合すべき２枚の画像の

それぞれにおいて，画像中で 1度しか出現しない画素値を持つ画素を特徴点として選出する．こうした特徴点のうち

同じ画素値を持つものは，対応画素の候補として考えることができる．こうして対応付けの候補それぞれについて，2

画像を接合するための幾何変換パラメータを求めておく．第二段階では，これら幾何変換パラメータ値の最頻値を求

め，それを 2画像の最適幾何変換パラメータ値として出力する．これら 2段階いずれの段階においても，ヒストグラ

ムを用いるため，本手法を multi-histogram法と呼ぶこととする．実際の画像を用いて定量的・定性的な評価を行な

い，本手法の有効性を示すと共に，改良すべき点についても考察した．
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Abstract In this paper, a fast and generic image mosaicing technique, called multi-histogram method, is pro-

posed. In this method, the image mosaicing is performed in a two-step manner. At the first step, feature points are

selected from each of two images to be matched by using the histogram of pixel features. The pixels with rare feature

values are selected as feature points. Then, at the second step, the most reliable image matching with geometric

transformation, such as Helmert’s transformation, is provided by using another histogram, which is constructed by

the transformation parameters estimated by corresponding the above feature points. This two-step algorithm is

simple and therefore very fast. In addition, the algorithm has a large potential to be extended for improving its

performance. Experimental results showed that the proposed technique can provide reasonable mosaicing results in

most cases with feasible computations.
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1. は じ め に

モザイキングとは，同一のシーンを撮影した複数の画像を統

合し，一枚の大きな画像を生成するという，画像処理の基本的

な手法の一つである．代表的な応用としては，リモートセンシ

ング画像や航空写真のように時間をおいて撮影された複数の静

止画の接合が挙げられる．カメラによる文書画像認識のために，

文書画像に特化したモザイキング手法も開発されている [1]．よ

り身近な例では，パノラマ画像の作成にも利用される．また，

最近ではビデオカメラにより連続的に撮影された動画像のフ

レームを接合する，ビデオモザイキングと呼ばれる手法も検討

されている [2]～[4]．

本論文では，モザイキング法の一種として，multi-histogram

法を提案する．本手法は次の 2 段階からなる．第一段階では，

接合すべき２枚の画像のそれぞれにおいて，画像中で 1 度し

か出現しない画素値を持つ画素を特徴点として選出する．こう

した特徴点のうち同じ画素値を持つものは，対応点対の候補

として考えることができる．なお本論文では 2 画像間で対応
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input image A input image B

図 1 1 組の入力画像．画像 B に対してヘルマート変換を施し，モザ

イキングを行う．

する 2 つの画素の対を対応点対と呼ぶ．こうして対応点対の

候補それぞれについて，2画像を接合するための幾何変換パラ

メータを求めておく．第二段階では，これら幾何変換パラメー

タ値の最頻値を求め，それをその対応点対に基づいて 2画像の

最適幾何変換パラメータ値として出力する．これら 2 段階い

ずれの段階においても，ヒストグラムを用いるため，本手法を

multi-histogram法と呼んでいる．

本手法の第一の特徴は，アルゴリズムの簡潔さに由来した，

その高速性にある．モザイキングでは一般に位置合せのための

対応点検索に時間を要する．本手法では，上述の第一段階でヒ

ストグラムを作るだけでその対応点対候補が求まる．従って，

画像のサイズを N ×N とすると，O(N2)で対応点対候補が求

まることになる．

本手法の第二の特徴はその汎用性にある．第一段階で対応点

候補を求める際の画素特徴としては，様々なものが考えられる．

本論文では，非常に単純に各画素の色情報を特徴量として求め

ているが，よりロバストな特徴を用いることで，精度の向上を

図ることができる．また本論文では 2 画像間はヘルマート変

換 [5]，すなわち平行移動，回転，および拡大縮小を補償する

幾何変換により接合できることを仮定して実験等を行なってい

るが，より正確なモザイキングのためにアフィン変換や射影変

換が必要になったとしても，本手法の考え方はそのまま流用で

きる．

なお，本論文では，モザイキングに必要な技術のうち，位置

合せに特化して検討する．モザイキングには，位置合せ以外に

も，位置合せ前の濃度補正 (例えば周辺減光補正) といった前

処理，ならびに重なり合った部分の濃度の平滑化といった後処

理が必要になるが [5]，それらは本論文の対象外とする．

以下，本論文は次のように構成される．2章では，本手法の

概要を説明する．3章では，本手法の第一段階である，ヒスト

グラムを用いた対応点対候補の選定法について述べる．4章で

は，本手法の第二段階である，ヒストグラムを用いた，最適幾

何変換パラメータ，すなわち最適位置合せの探索法について述

べる．5章では，本手法の速度と精度を定量的・定性的に評価

するために行なった実験の結果について述べる．

2. 本手法の概要

前章で述べたように，本論文では 2画像がヘルマート変換 [5]

により接合できることを仮定する．すなわち，図 3のような 2

図 2 モザイキング結果．
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図 3 2 組の対応点対．

画像 A, B が，水平/垂直移動量，回転角，及び拡大率を表現す

るパラメータを最適化することで，図 2のように接合できるこ

とを仮定する．ヘルマート変換は次式のように 4つのパラメー

タ a, b, c, dにより定義される．[
x′

y′

]
=

[
a b

−b a

][
x

y

]
+

[
c

d

]
(1)

未知の 4 パラメータは，2 画像間に 2 組の対応点対を与え

ることで確定できる．すなわち，(x1, y1) �→ (x2, y2) および

(x3, y3) �→ (x4, y4) という 2組の対応点対がわかったとすると

(図 3)，次式によりパラメータ a, b, c, dは一意に求まる．⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎩

a =
(x1 − x3)(x2 − x4) + (y1 − y3)(y2 − y4)

(x1 − x3)
2 + (y1 − y3)

2

b = − (x1 − x3)(y2 − y4) + (y1 − y3)(x2 − x4)

(x1 − x3)
2 + (y1 − y3)

2

c = x2 − ax1 − by1

d = y2 − bx1 − ay1

(2)

この 4 つのパラメータによるヘルマート変換を画像 B に施す

ことで，2画像 A, B のモザイキングが完了する．なお，水平・

垂直方向の移動量 dx, dy，回転角度 dt，及び拡大率 rは次のよ

うに求めることができる．⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

dx = c

dy = d

dt = tan−1(b/a)

r =
√

a2 + b2

(3)

以上の手順でモザイキングを行なうためには，少なくとも 2

組の対応点対を求める必要がある．この対応点対は自明ではな

いため何らかの方法で探索する必要がある．本手法では，画素

値の頻度に着目して，対応点としてふさわしい点 (特徴点)を各

画像から選出することにする．この処理の独特な点としては，
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各画像独立にそうした特徴点を探索しながら，その探索が終わ

ると同時に２画像間の対応点対候補が求めることができるとい

う点が挙げられる．一般的な対応点対探索では，画像 A中の特

徴点をある基準で幾つか選出し，また独立に画像 B 中の特徴

点を同様の基準で幾つか選出した後，さらに 2回目の探索とし

て，それら画像 Aと B の特徴点集合間について更に対応点候

補を検索する手間が必要である．これに対し，本手法では特徴

点集合を選出した段階で，自動的に対応点が求っているために，

2回目の探索は必要ない．3章ではこの仕組みの詳細を述べる．

こうして特徴点について対応点対が求まった後，式 (1)(2)に

従って幾何変換パラメータを推定する．対応点対がすべて正し

ければ，それらのうち任意の 2組の対応点対を使用すれば，上

述のようにヘルマート変換パラメータ dx, dy, dt, rが求まり，同

時にモザイキングも完了する．しかしながら，実際には偽対応

が数多く含まれており，従って数多くの対応点対候補すべてを

考慮しながら，尤もなパラメータを導出する必要がある．最も

単純には，すべての対応点対が正しいながらわずかな誤差を含

んでいるという仮定の下，最小二乗法により誤差を最小化する

ようなパラメータを決定するという方針が採られる [5, p.1159]．

しかし，画素特徴という局所的な情報を頼りに定めた対応点対

には，真の対応とは大きくかけ離れたものが含まれる可能性が

ある．特に本手法では，前段での対応点対探索の性質上，そう

した偽対応が数多く含まれ，すべての対応点対を等しく信頼す

るという最小二乗法のアプローチでは高精度なモザイキングは

期待できない．

そこで本手法では，まずこれら対応点対を 2組ずつ任意に抽

出し，それらから式 (2) に従って，変換パラメータを求める．

偽対応が多く含まれるために，この変換パラメータも様々に変

動するものと考えられるが，真の変換パラメータ付近の値は多

数出現するものと考えられる．そこで，このパラメータのモー

ド (最頻値)を尤もなパラメータ値とすることで，a, b, c, dを確

定することとする．4章ではこの仕組みについて述べる．

後に明らかになるように，対応点対候補の選定，ならびに

多数の変換パラメータからのモードの選定の 2 つの段階それ

ぞれにおいて，本手法ではヒストグラムを活用する．これら

ヒストグラムは同じ数量に関するものではなく，第一段階で

は画素特徴量に関するヒストグラム，第二段階では変換パラ

メータに関するヒストグラムである．このように二つの異なる

ヒストグラムを活用することから，本手法のことを以下では

multi-histogram法と呼ぶ．

3. 色空間ヒストグラムによる対応点対の探索

3. 1 原 理

前述のように，モザイキングを行なうためには，数組の対応

点対を求める必要がある．本節では画素特徴量のヒストグラム

を，画像対 A, B のそれぞれにおいて生成することで，非常に

少ない計算量でこうした対応点対候補を複数求める手法につい

て述べる．

前述のように本手法では，画素特徴量の頻度に着目して対応

点対を定める点を特徴とする．より具体的には，各画像で高々
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図 4 色空間ヒストグラムを用いた対応点対の探索．
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図 5 (a) 画像 A における特徴点．(b) 画像 B における特徴点．

１回した出現していないような画素特徴量の値を持つ画素を選

出する．このとき，もし同じ画素特徴量の値を持つ画素が画像

A,B にそれぞれ 1 つしか無かったならば，それらを対応点対

の候補とする．仮に画素特徴が色特徴であるとすると，例えば

画像 Aにも B にも黄色い画素がそれぞれ 1つしかなかったら，

それらを対応点対の候補とする．

上述の対応点対選出処理は画素特徴量ヒストグラムを用いる

ことで簡単に行なうことができる (図 4)．すなわち，画像 A, B

それぞれについて，画素特徴特徴に関するヒストグラムを生成

する．次にこのヒストグラムを比較し，同じ画素特徴値のとこ
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ろの頻度が共に 1であれば，その画素特徴値を持つ画素を対応

点対候補として選出する．

前章でも述べたが，以上の処理の特長として，特徴点集合を

両画像から同時に選出した段階で，自動的に対応点対が求って

おり，その後，改めて対応点対を探索する必要が無い点が重要

である．

3. 2 特徴量の定義

以下の議論においては，画素特徴として色情報 (R,G,B)を用

いることとする．場合に応じて，他の画素特徴 (モーメント特

徴，位相特徴など)を用いることが有効な場合も多いと考えら

れるが，本論文では単純に色情報を採用する．この場合，前出

の画素特徴ヒストグラムは，3次元色空間ヒストグラムとなる．

なお，色情報を用いる場合に限っても，画像 A, B に全体的に

濃淡値の差がある場合ならば，例えば RGBではなく HSI表色

系のうち H(色相)および S(彩度)だけを用いるなどの工夫も可

能である．

図 5は，RGB特徴を用い，前述の手順で求まった特徴点 (両

画像それぞれに 1 度しか現れない RGB特徴を持つ点)を表し

たものである．また図 6 はそれらによる対応点対候補の一部

である．このように正しい対応点対も存在するが，一方で全く

誤った対応点対も存在している．

3. 3 ヒストグラム作成時の量子化幅

実際の応用に際して，ヒストグラムの作成時の量子化幅は非

常に重要である．この幅が広い場合，特徴量の多少の変動にロ

バストな対応点対選出が可能となる．しかし，あまりに広いと，

期待する稀な色特徴をもつ画素が減ってしまい，最悪の場合，

対応点対候補が求まらない可能性がある．

一方，量子化幅を狭くしすぎることにも問題がある．特徴量

の多少の変動がある場合には特徴量が完全に一致する画素がな

くなってしまい，対応点対候補が求まらない可能性がある．逆

に，特徴量の変動が非常に少ない場合，必要以上に多くの対応

点対候補が得られると考えられる．いずれにしろ，量子化幅が

狭いとヒストグラム自体が大きくなりすぎ，空間計算量の観点

から好ましくない．

以上を鑑みると，結局，対応点対を得るために最適な量子化

幅は，画像対の性質により異なるものと思われる．従って，理

想的には画像の情報を利用して，動的に量子化幅を設定や，さ

らには不均一な量子化幅を設定，あるいは粗密探索的な処理の

必要があると思われる．これらの検討について今後の課題とす

る．本論文の実験では，RGB各 256 レベルについて，量子化

幅を固定値 5としている．従って，色空間ヒストグラムの量子

化レベル数は (256/5)3 程度となる．

4. パラメータ空間ヒストグラムによる幾何変換
パラメータ推定

4. 1 原 理

本章では，2 画像を適切に接合する，幾何変換 (ヘルマート

変換)パラメータの導出法について述べる．前章で議論したよ

うに，色空間ヒストグラムにより多数の対応点対候補が求まる．

これらのうちには正しい対応点対もあるが，一方で偽対応も数
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図 7 (a) パラメータ空間上のパラメータ分布の例．ただし，(dx, dy)

成分のみを表示．(b) 一部 (本図 (a) 中の小矩形) を拡大した

もの．

多く含まれることも事実である．そこで，本章では，こうした

対応点対の組から推定される幾何変換パラメータのうち，最も

適切なものを選ぶ方法について述べる．

具体的には，前章で得られた対応点対を 2 組ずつ選び出し，

それらから式 (2)および (3)を用いて，変換パラメータベクト

ル (dx, dy, dt, r)を求める．対応点対は数多くあるので，この

変換パラメータベクトルも多数求まる．もし正しい対応点対の

方が，偽対応点対よりも多ければ，これらパラメータベクトル

はあるところに集中して存在するはずであり，その集中してい

る点こそが最も適切な変換パラメータであると考えられる．

そこでこの 4次元パラメータベクトルについてヒストグラム

を構成し，そのヒストグラムのモード (最頻値) を尤もなパラ

メータ値とすることで，(dx, dy, dt, r)を確定することとする．

詳細は 4. 2 節で論ずる．対応点対が P 個あれば，このヒスト

グラムの全度数は P (P − 1)/2となる．これら P (P − 1)/2個

のパラメータについて，偽対応点対から計算されたものがどこ

かに集中するとは考えにくい．従って，正しい対応点対に比べ

偽対応点対が多少多くても，この枠組みで求まる変換パラメー

タは安定していると考えられる．

図 7 は実際に求まったパラメータベクトルがパラメータ

空間上でどのように分布しているかを，ある画像対につ

いて求めたものである．このように，真値 (この例の場合

(dx, dy) = (180.2, 20.5)) 付近に集中して存在していること

がわかる．また，偽対応によるパラメータの存在もわかる．
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図 6 対応点対候補の一部．赤色の対は正しい対応関係にあるもの．青色の対応点対は偽対応．
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図 8 パラメータ空間の不均一分割．閾値 20 の場合．

図 9 モザイキング結果の評価．二つの画像の重なった領域 (斜線部)に

おいて，対応した画素の輝度値の差分の二乗和を画素数で割る．

4. 2 ヒストグラム上の最頻値探索

得られる対応点対候補の数はモザイキングの対象となる画像

によって大きく異なる．従って，ヒストグラムに含まれるパラ

メータ数も入力画像によって大きく変動する．このため，パラ

メータ空間ヒストグラムの量子化幅 (パラメータ空間の領域に

相当)を事前に決めることは困難である．

そこで，本手法ではヒストグラムの構成と最頻値探索に関し

て，粗密探索的な戦略を採用する．すなわち，パラメータ空間

を再帰的に分割することで探索対象となる領域を徐々に狭くし

ていき，領域の大きさがパラメータ数に対して十分に小さく

なった時点で，ヒストグラムの値を決定することにする．具体

的な手順を以下に述べる (図 8)．まず，各パラメータの存在区

間を定めておき，次に，変換パラメータ (dx, dy, dt, r)が成す 4

次元ベクトル空間を，各パラメータ軸において区間の中央で 2

分割する．こうして 16 分割されたパラメータ空間においてヒ

ストグラムを作成する．各領域に含まれるパラメータの数，す

なわちヒストグラムの値が閾値よりも大きな場合には，再びこ

の領域を 16 分割する．以後，全てのヒストグラムの値が閾値

より小さくなるまでこれをくり返す．これにより，不均一に分

割されたヒストグラムを作成することができる．

こうして得られた領域の中で最も狭い領域，すなわち最も深

く分割された領域に含まれるパラメータを，正しい対応点対か

ら得られたパラメータと判断する．ただし，最も狭い領域が複

数存在する場合は，その中でヒストグラムの値が最も大きいも

の，すなわち，その領域に含まれるパラメータの数が最も多い

ものを正しいパラメータが含まれる領域とする．そして，この

領域に含まれるパラメータの平均値をヒストグラムの最頻値と

する．

4. 3 最適パラメータ候補の事後評価

偽対応の数が非常に多い場合には，以上の手法を用いたとし

ても，誤った領域，すなわち誤った変換パラメータが求まる可

能性がある．そこで，パラメータ空間ヒストグラムの探索の条

件を緩めて，真値を含む可能性の高い上位 K 個の領域を候補

とする．そして，実際にそれぞれの領域に含まれるパラメー

タの平均値をとってモザイキングを行い，そのオーバーラップ

部の整合性評価 (具体的には残差平方和を用いた評価) を行う

(図 9)．この評価値の最も良かったものを最終的な結果とする．

5. 実 験

5. 1 1つの画像から人工的に作成した 2画像に対するモザ

イキング実験

5. 1. 1 実験の概要

本手法によるモザイキングが適切に機能するかを確認するた

め，1 枚の画像を人工的に分割し，さらに幾何変換 (ヘルマー

ト変換)を加えて生成した 50の画像対 [6] に対して本手法を適

用し，その精度ならびに計算時間を検証した．このように元々

1枚の画像であったので，対応する画素の色特徴は，幾何変換

による若干の変動は含むものの，ほぼ同一となる．入力画像の
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図 10 本手法を用いて得られた幾何変換パラメータと真値との誤差．

破線は誤差 1.0% を示す．
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図 11 計算時間．単位は秒．

大きさは一定でなく，小さいものは横 160 画素，縦 120 画素，

大きなものは横 640画素，縦 480画素など様々である．実験の

実行環境は，CPU が Pentium4 Processor 2.80GHz，メイン

メモリが 1024MB である．

実験結果を図 10，11，12に示す．実験の結果，50対の入力

画像うち 42 対が成功しており，成功率は 84%であった．得ら

れた特徴点対は平均 192対，最小で 37対，最大で 666対であっ

た．また，得られたパラメータの数は平均 4400個，最小で 51

個，最大で 57608個であった．

図 10 は，本手法を用いて得られた幾何変換パラメータ

(dx, dy, dt, r)と真値との誤差を示している．本実験では，この

真値との誤差が 1.0% 未満のものを成功とした．この判定基準

は，モザイキングの結果として得られた画像を目視で確認した

場合の成功・失敗の判定ともほぼ一致している．実際，図 12で

は真値による変換結果の位置を点線で示しているが，この基準

で成功となっている (a)∼(d)ではモザイキング結果と重なって

いて見ることができない．

5. 1. 2 計算時間に関する考察

図 11 は，本手法を用いた場合のパラメータの算出に要した

時間を示している．50対の入力画像に対する平均の計算時間は

0.40 秒であった．また，最短の場合で 0.05 秒，最も計算時間

が長かった場合でも 1.92秒で計算を終えており，本手法が非常

に高速であることが確認できた．

ところで，図 11 ではある入力画像に対する計算時間だけが

突出している．この入力画像に対するモザイキング結果は図

12(c)の画像であり，このときの対応点対の数は 666 対，パラ

メータ数は 50入力中最大の 57608個であった．対応点対が増

えると，それに従いパラメータの数は 2乗のオーダーで増加し，

パラメータヒストグラムの最頻値選出に非常に長い時間を要す

るようになる．図 12(c)の場合に対応点対候補の数が多くなっ

た理由としては，まず 2つの画像の重なりが非常に大きいとい

う点が挙げられる．これに加え，画像中の案内板にかかれた文

字の部分では非常に細かく濃淡値が変動しており，この部分で

非常に多数の対応点対が得られたことが理由として考えられる．

5. 1. 3 モザイキング結果に関する考察

図 12は，実験の結果得られた画像の一部である．図12(a)∼(d)

はモザイキングに成功している例，すなわち本手法を用いて得

られたパラメータと真値との誤差が 1.0% 未満の例である．図

12(d)は，重なり部分が小さい上に重なりの無い部分での色の

一致が多く，パラメータ空間ヒストグラムにおける領域探索で

は正しいパラメータを含んだ領域を最有力候補とすることがで

きなかった．しかし，事後評価により正しいパラメータを算出

することができた．

一方，図 12(e)，(f)はモザイキングに失敗している例である．

図 12(e)は入力画像が小さく (横 160画素，縦 120画素)，これ

に伴い得られたパラメータ数も平均値に比べかなり少なかった

(244個)．また，図 12(f) は画像が本来重なるべき部分に特徴

的な色が存在せず，特徴点対の数が非常に少なかった (55対)．

このため得られたパラメータ数も少なく (51個)，モザイキン

グに失敗してしまった．いずれにしても，特徴空間の広さに比

べてパラメータ数が少ないことがモザイキングに失敗する原因

である．

このことから，失敗の多くは対応点対の数が少ないことに起

因すると考えられる．そのため，対応点対を安定に数多く得る

ことが必要である．対応策としては，色空間ヒストグラムの量

子化幅を入力画像によって変更する，あるいは特徴点として単

一の画素ではなく周辺画素を考慮したものを用いるなどといっ

た手法が考えられる．

5. 2 個別に撮影した 2画像に対するモザイキング実験

5. 2. 1 実験の概要

続いて，ディジタルカメラを用いて重なりをもった二つの画

像を撮影し，得られた画像に対して本手法を適用して実験を

行った．入力画像として 17 対の画像を用いた．画像のサイズ

は全て横 640 画素，縦 480 画素である．撮影に用いたディジ

タルカメラは，CASIO EXILIM ZOOM EX-Z40 である．撮

影の際にはホワイトバランスの設定及び感度設定が極力一定に

なるようにし，撮影後の画像には一切の事前処理 (濃淡補正な

ど)を行っていない．前節と同じく，実験の実行環境は，CPU

が Pentium4 Processor 2.80GHz，メインメモリが 1024MBで

ある．

実験結果を図 13に示す．実験の結果，入力画像 17対のうち

7 対については，目視ながらほぼ成功していると感じられた．
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図 12 1つの画像から人工的に作成した 2画像に対するモザイキングの結果の一部．(a)∼(d) は

成功例．(e)，(f) は失敗例．真値による変換結果の位置を点線で示す．

従って，成功率は 41%である．得られた特徴点対は平均 392

対，最小で 15対，最大で 846対であった．また，得られたパラ

メータは平均 12938個，最小で 36個，最大で 43836個であっ

た．計算時間は平均 0.93秒，最短で 0.70秒，最長で 1.93秒で

あり，やはり高速なモザイキングを実現しているといえる．

5. 2. 2 モザイキング結果に関する考察

図 13(a)∼(c) はほぼ成功したといえる例である．また，図

13(d) は失敗例である．図 13(d) をはじめ多くの入力画像は，

対となる 2つの画像の全体的な明るさや色合いが異なり，この

ために多くの偽対応が生じていた．これはディジタルカメラの

自動調節機能が依然として影響した，もしくは 2間の撮影間で

照明が変化したためと考えられる．また，図 13(a)∼(c)につい

ても，本実験 (ヘルマート変換) で可能な限りのモザイキング

を行っており，およそうまくいっているといえるが，一部では

わずかなずれが生じているのがわかる．これらの画像には，原

理的にアフィン変換または射影変換が必要である．

実験結果より，本手法をによる画像のモザイキングは有効で

あるが，今後は 2つの画像間の全体的な濃淡値補正や周辺減光

の補償といった前処理・後処理，およびアフィン変換や射影変

換について検討する必要があるといえる．

6. ま と め

本論文では，同一のシーンを撮影した複数の画像を統合し，

一枚の大きな画像を生成するという，いわゆる画像のモザイキ

ングの一手法を提案した．本手法は 2画像の対応点対の探索な

らびに，その対応点対候補を利用した最適幾何変換パラメータ

の推定，という 2段階からなる．いずれの段階においてもヒス

トグラムを活用する．すなわち，第一段階では，接合すべき２

枚の画像のそれぞれにおいて，画像中で 1度しか出現しない画

素値を持つ画素を特徴点として選出し，それらから対応点対候

補を探索するために，画素特徴に関するヒストグラムを利用す

る．第二段階では，これら対応点対候補の組から計算される幾

何変換パラメータについて，そのモード (最頻値)を求め，それ

を 2 画像の最適幾何変換パラメータ値として出力するために，

変換パラメータに関するヒストグラムを利用する．

この本手法 — multi-histogram法 — について，実際の画像
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(a) (b)

(d)(c)

図 13 個別に撮影した 2 画像に対してモザイキングを行った結果の一部．(a)∼(c) はほぼ成功

している例．(d) は失敗例．

を用いて定量的・定性的な評価を行ない，その有効性を示すと

共に，改良すべき点についても考察した．具体的には，1枚の

画像を人工的に分割し，さらに幾何変換 (ヘルマート変換)を加

えて生成した画像対を用いて，本手法の精度ならびに速度を検

証した．さらに，実際にカメラを動かしながらシーンを撮影し

て得られた画像対を用いて，本手法の実環境における有効性を

検証した．

冒頭でも述べたように，本手法は様々な拡張が可能であり，

従って今後の検討課題も多く残されている．特に今回は幾何変

換として回転・平行移動・スケーリングのみを含むヘルマート変

換を仮定したが，実際にシーンを撮影した画像対には，アフィ

ン変換や射影変換が含まれていた．こうしたより実際的な幾何

変換を補償する場合の実験を今後行なう必要があると思われる．

基本的には，対応点対を 2組から 3組にし，パラメータヒスト

グラムを 4次元から 6 次元にすることで，本手法の枠組みその

ままでアフィン変換を補償可能になる．しかしながら，この場

合増加する計算量に如何に対処するかについては，大いに議論

の余地が残されている．また，今回は特徴量として 3次元色情

報 (R,G,B)を用いたが，偽対応を減らすことを目的として，よ

り洗練された特徴量を用いることが考えられる．さらに今回，2

つの画像の全体的な濃淡値補正ならびに周辺減光の補償といっ

た処理は含めていない．実際，5章の実験でもそうした影響に

より誤った結果が得られることが多かった．今後はこうした前

処理・後処理を含めて，検討する必要があると思われる．
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