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要旨

本研究では，明度変化のある画像間における画像照合の高速化手法を提案する．画像特徴量を抽出し特徴点間の対応を利用する従
来の照合方法では，明度変化のある画像間では誤対応が多く，誤照合の原因になっている．提案手法では，明度変化に対して強いロ
バスト性のある方向符号を利用し，特徴点抽出方法により選択された画素の方向符号を組み合わせることで，明度変化に強く，全画
素を用いた照合より高速な照合法を実現した．

１. はじめに

本研究では，工業製品の生産や品質検査を自動化するための
基本技術の一つである画像照合手法を扱う．製品の高品質，高
精度化に伴い，部品材料の品質検査や材料特性の解析の高度
化が求められているが，これらを目視検査で行うには，安全衛
生，労務管理，品質保証等の面で問題がある．表示画面の画質
検査，印刷品質検査，溶接品質検査等において自動化技術の開
発 1) が進められているが，検査を自動化した場合，照明条件が
変わると検査精度に影響を及ぼし，影響が大きい場合には正し
い検査ができなくなる．そこで，本研究では明度変化に左右さ
れない画像照合手法とその高速化について提案する．

２. 方向符号照合法

明度変化に対応するため方向符号照合法（Orientation Code
Matching 以下 OCM）2) を利用する．方向符号は画素の明度
を類似度評価のために直接用いるのではなく，画素近傍の明度
の変化が最大となる勾配方向を量子化した値を符号として用い
るため，画像ごとの固有性が高く，また照明変動による明度変
化に対して強いロバスト性を持つ．初めに，対象画像および参
照画像の方向符号化を行う．Fig.1に対象画像，Fig.2に面積を
対象画像の 10 倍に拡大した参照画像を示す．参照画像は照明
条件を変えて撮影した画像である．

Fig.1: 対象画像
(600× 600画素)

Fig.2: 参照画像
(38× 182画素)

画素位置 (x, y) における明度を I(x, y) とすると，水平方向
勾配および垂直方向勾配は

∇Ix =
∂I

∂x
(1)

∇Iy =
∂I

∂y
(2)

と表される．ここでは勾配方向の算出に微分演算が行われてい
るが，実際に画像の勾配方向を求める場合には，sobel フィル

タを用いて計算を行っている．次に得られた水平，垂直方向の
明度勾配からその方向を求める．明度勾配の方向 θxy は，水平
からの角度値

θxy = tan−1

(
∇Iy
∇Ix

)
(3)

によって表現される．ここで関数 tan−1 の範囲は [0, 2π] とす
る．この明度の勾配方向 θxy を量子化幅 ∆θ で量子化するこ
とにより，方向符号 cxy は以下のように求められる．

cxy =

{
[
θxy

∆θ
] if |∇Ix|+ |∇Iy| > Γ

N(= 2π
∆θ

) otherwise
(4)

ここで，Γは明度勾配が小さい画素を除去するためのしきい値
である．本研究では，Γ = 10，符号値を 0～16 に割当てるた
め，∆θ = π

8 とし，N = 16 とする．Fig.3，Fig.4に対象画像
と参照画像を 16色と黒色で表現した方向符号画像を示す．

Fig.3: 方向符号化した
対象画像

Fig.4: 方向符号化した
参照画像

OCMでは次に参照画像と対象画像の照合を行う．参照画像 T
のサイズを L×M，対象画像を R とし，それぞれの画像にお
ける各画素の方向符号 cR, cT を比較する．このとき，方向符
号は巡回的に定義されることを考慮して残差絶対値 d を得る．
全画素数の残差絶対値 d の総和を画素数で割った平均残差絶
対値 D̄ を以下に示す．

D̄ =
1

L×M

∑
L×M

d (cR, cT ) (5)

d (a, b) =


min(|a− b|, N − |a− b|)

if a ̸= N
∩
b ̸= N

0 if a = N
N
4 if a ̸= N

∩
b = N

(6)

また，参照画像の符号値が無効符号 (N) である画素において
残差絶対値を 0とすることにより対象画像の背景に対するロバ
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スト性が高まる．さらに，対象画像の符号値が無効符号である
場合は，残差絶対値を N

4 とすることにより単調な遮蔽に対応
することができる．この値は，残差絶対値の期待値より定めら
れた値である．さらに，平均残差絶対値を残差絶対値の最大値
である N

2 で正規化することにより異なる量子化幅においても
同様に導出することができる．この値を相違度 hとすると次式
で定義される．

h =
D̄

N/2
(0 ≤ h ≤ 1) (7)

このように導出された相違度 h から，類似度 s を以下のよう
に定義する．

s = 1− h (0 ≤ s ≤ 1) (8)

３. 特徴点抽出法

OCMはテンプレートマッチングの一手法であるため，対象
画像の全範囲において参照画像との類似度を算出し，類似度が
最大となる位置を探索することで照合位置を決定する．した
がって，参照画像サイズと対象画像サイズが計算コストに大き
な影響を与える．テンプレートマッチングを高速化する方法に
は，類似度を計算する際に，参照画像全体を参照せずに限定さ
れた画素のみを利用する方法と，対象画像全体を探索するので
はなく，限定された領域のみを探索する２つの方法などが考え
られる．本研究では前者の参照画像から特定の画素を選択する
ことで OCMの高速化を行う．
画素選択の手法として，特徴点検出手法のひとつである

KAZE3) を用いた．KAZEは，AOS(additive operator split-
ting) と非線形拡散の 1 つである可変コンダクタンス拡散
(variable conductance diffusion, VCD)を使うことにより，重
要な特徴を残したままノイズを除去することで，スケール不変
な特徴量となっている．Fig.5 に参照画像と対象画像を使って
特徴点を抽出した際の対応関係を示す．このとき 48 点の対応
が見られた．Fig.6に参照画像の特徴点を示す．同様に，Fig.7
に参照画像と対象画像の方向符号画像を使った場合の結果を示
す．このときは 134点の対応が見られた．Fig.8に方向符号化
した参照画像の特徴点を示す．それぞれの対応関係を見ると誤
対応が多く，その結果をそのまま照合判定に利用するのは困難
と考え，本提案手法では特徴点の抽出結果のみを OCMに利用
することにした．

Fig.5: 特徴点の対応関係
（元画像）

Fig.6: 参照画像の
特徴点（元画像）

４. 画像照合の高速化実験

4.1 概要
参照画像から KAZE を利用して特定の画素を選択し OCM
に利用することで，参照画像の全画素を用いる方法に比べて，
どの程度高速化が実現できるか検証を行った．特徴点を抽出す
る際の画像として，元画像およびその方向符号画像の２種類を
用いた実験を行った．なお，実験に使用した PC のスペック
はプロセッサ Intel(R) Core(TM) i7-8565U CPU @ 1.80Ghz
1.99Ghz　実装 RAM 8.00GBである．

Fig.7: 特徴点の対応関係
（方向符号画像）

Fig.8: 参照画像の
特徴点（方向符号画
像）

4.2 実験結果と考察
全画素を用いた画像照合時間は 1435msであり，画素を選択

した際の画像照合時間は元画像が 14.08ms，方向符号画像が
43.50msであった．全画素を用いた照合と比較すると元画像は
101.9倍，方向符号画像は 32.98倍高速化した．このことから，
元画像および方向符号画像を使用して特徴点を抽出し，画素を
選択することで全画素を用いた照合と比較し高速化を実現した
といえる．
今回の実験で元画像の方が方向符号画像より高速化したの
は，参照画像と対象画像の特徴点の対応が少ないためと考えら
れる．Fig.9 に対象画像上の照合位置を示す．同様に，Fig.10
に方向符号化した対象画像上の照合位置を示す．

Fig.9: 照合結果
（元画像）

Fig.10: 照合結果（方
向符号画像）

５. おわりに

本研究では明度変化に左右されない画像照合手法とその高速
化について提案した．明度変化に対応するため OCM を利用
し，画像照合の高速化のため特徴点抽出による画素選択を行っ
た．特徴点抽出に元画像およびその方向符号画像を用いた評価
実験の結果，全画素を使った探索と比較してそれぞれ 101.9倍，
32.98倍の高速化を実現した．
今後の課題は，特徴点の個数が照合精度に与える影響を検証

することと，特徴点の対応関係を用いて探索領域を限定するこ
とで，さらなる高速化を実現することである．
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