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1 まえがき
一般に奥行き画像はステレオマッチングによって取

得される [1]．しかし，簡単なマッチングではノイズが
多く，物体輪郭が不正確な奥行き画像しか取得できな
い．そこで，現在主流となっているステレオマッチング
はMRF (Markov Random Field) 最適化などを用いた
複雑なアルゴリズムにより奥行き画像を推定している．
例として，Semi-Global Matching（SGM） [2]，Belief
Propagation，Graph Cutsがある．これらは，周囲の画
素と滑らかに接続するという拘束を用いて，マッチング
を行うため，ノイズが少ない奥行き画像の取得が可能で
ある．しかし，多くのMRF 最適化手法は，拘束条件が
平面部分を重視するため，輪郭部分の精度は充分でなく，
また，実行時間が長い．
また，奥行き画像の物体輪郭を原画像の物体輪郭に補

正する奥行き画像改善手法として，ジョイントバイラテ
ラルフィルタ [3] がある．これは，原画像の情報を用い
て物体輪郭を補正しつつ，平滑化によってノイズを除去
する．しかし，平滑化によりスパイクノイズは除去でき
るが，領域が大きな誤りは，平滑化の際に周囲に拡散し，
奥行き画像の劣化を引き起こす．また，奥行き値が大き
く異なる物体輪郭では，奥行き値の混合によりぼけが発
生する．
そこで，本論文では奥行き画像改善フィルタとして，

次の三つの手法を提案する．信頼度を用いたジョイント
トリラテラルフィルタは奥行き画像の物体輪郭をぼけを
抑制しつつ原画像に近づけて補正し，同時にノイズ除
去を行う手法であり，重み付きジョイントバイラテラル
フィルタは同様の効果でより高精度である．そして，混
合抑制フィルタは重み付きジョイントバイラテラルフィ
ルタによる平滑化でわずかに発生する奥行き値の混合に
よるぼけを抑制する．また，重み付きジョイントバイラ
テラルフィルタに入力する重み画像の生成方法について，
LR-Check を用いる手法と斑点除去フィルタを用いる手
法の二手法を提案した．
本概要では，このうち，重み付きジョイントバイラテ

ラルフィルタと混合抑制フィルタについて説明する．

2 提案手法
2.1 重み付きジョイントバイラテラルフィルタ
提案手法では，入力の奥行き画像をフィルタリングに

よって改善する．提案する重み付きジョイントバイラテ
ラルフィルタ (WJBF)は JBFの拡張である．WJBFで
は，奥行き画像の物体輪郭をぼけを抑制しつつ原画像に
近づけて補正し，同時にノイズ除去を行う．このとき，
WJBF では重み画像をあらかじめ作成し，各画素の信
頼度を決定し，誤った奥行き値を示す画素や，輪郭周辺
の信頼できない画素の情報の重みを小さくすることで，
誤りの拡散や，ぼけの拡大を抑制する．これにより，従

来手法のジョイントバイラテラルフィルタでの問題を解
決する．
WJBF は次式で表される．

Doutput
p =

∑
s∈N Ms · w(p, s)c(p, s)Dinput

s∑
s∈N Ms · w(p, s)c(p, s)

(1)

w(p, s) = exp(− ||p−s||2
2σs

)：位置重み

c(p, s) = exp(− ||Ip−Is||2
2σc

)：色重み
Dinput：入力画素値，Doutput：出力画素値，M：重み画
像，I：参照画像の画素値，p：注目画素の座標，s：参
照画素の座標，N：参照画素の集合，σs：位置重みのガ
ウス変数，σc：色重みのガウス変数，|| · ||2：L2 ノルム．
位置重みは，注目画素と参照画素の位置が近いほど大き
な重みが与えられる．また，色重みは，参照画像である
原画像の注目画素と参照画素の画素値が近いほど大き
な重みが与えられる．これらにより，原画像の画素情報
を用いるため，物体の輪郭を維持しつつ平滑化が可能と
なる．
しかし，領域が大きな誤りは，平滑化では除去するこ

とができない．そこで，重み画像M を用いることで，大
きな領域で誤っている部分の重みを 0 にする．これによ
り，周囲への誤情報の拡散を抑制する．また，重みが 0
となった画素は周囲の信頼できる情報を用いることで，
補間される．
重み画像は斑点除去フィルタを用いて作成される．斑

点除去フィルタは二つの変数を持つ．斑点の最大サイズ
と，周囲との差の許容値である．まず，最大サイズより
小さい領域は斑点の可能性があると仮定される．そして，
その領域の奥行き値と周囲の奥行き値の差が許容値を超
える場合，その領域は周囲と滑らかに接続していないと
判断され，斑点となる．
この斑点除去フィルタを用いて，検出した斑点部分の

重みを 0，それ以外を 1と置く b(p′, s′) を作成し，次式
によって重み画像を作成する．

Ms′ =
∑

s′∈N ′

b(p′, s′)w(p′, s′)c(p′, s′)d(p′, s′) (2)

d(p′, s′) = exp(− ||Dp′−Ds′ ||1
2σd

)：奥行き重み
p′：注目画素の座標，s′：参照画素の座標，N ′：参照画
素の集合，σd：位置重みのガウス変数．
この式は，ジョイントバイラテラルフィルタの重みの計
算式を拡張したものであり，d() の奥行き重みが追加さ
れている．これにより，物体輪郭が不正確な奥行き画像
の物体輪郭部分の重みも小さくすることができる．よっ
て，奥行き画像の物体輪郭をぼけを抑制しつつ原画像に
近づけて補正し，同時にノイズ除去を行う．

2.2 混合抑制フィルタ
前節でWJBF を提案した．しかし，前景と背景の物

体色が似ている場合など，奥行きが異なるにも関わらず，
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図 1: 奥行き画像の評価

信頼できるとしてしまう部分が存在する．また，複数の
物体が交差している場所など，複雑で細かく奥行き値が
変化する場合では，物体輪郭の判断が難しく広範囲にわ
たり重み画像に与えられる重みが小さくなる．そのよう
な部分では，周囲の異なる奥行き値を示す画素との重み
の差が小さくなるので，異なる奥行き値の影響を受ける
部分も出てくる．そこで，わずかに残る輪郭部分のぼけ
を解消するための処理を施す．
ぼけは複数の奥行き値を混合することで発生する．そ

こで，輪郭部分が二値的に表現されるフィルタリング前
の奥行き画像を用いて，重み付きジョイントバイラテラ
ルフィルタで混合された中間値を前景と背景の奥行き値
に振り分ける．その結果，混合部分は存在しなくなるこ
とで輪郭部分のぼけが除去され，正しい奥行き画像によ
り近くなる．これを混合抑制フィルタと呼び，以下の式
で表される．

DOutput(p) = arg min
d∈D(W )

|DFiltered(p)−DInitial(s)| (3)

DOutput：混色抑制フィルタで置き換えられた奥行き値，
DInitial：奥行き画像改善前の奥行き画像，DFiltered：奥行
き画像改善後の奥行き画像，W：参照画素の集合，D(W )：
集合の要素W が指す奥行き値，d：取り得る奥行き値．
このフィルタでは，DInitial のカーネル内にある奥行き
値の候補に最も近い値を振り分ける．以上から，奥行き
画像の輪郭がぼけた部分に対しては二値的な奥行きに変
換する処理を行うことでぼけを低減する．

3 実験結果と考察
実験では，奥行き推定精度の比較を行う．用いる画

像は多視点データセット “Tsukuba” [1] を用いる．入
力に用いる奥行き画像は，ブロックマッチング (BM)，
比較的高速に動作する最適化手法である Semi-Global
Matching (SGM) [2]，特徴点ベースの最適化手法 Effi-
cient LArge-Scale (ELAS) [4]，動的計画法 (DP：Dy-
namic Programming) [5]，Double Belief Propagation
(DBP) [6] を用いて推定する．それらの入力に提案手法
である二手法を用いて，誤り率の比較を行う．その結果
は図 1 である．また，その際の誤り率は表 1 である．誤
り率は誤差 1 まで許容している．
表 1 より，提案手法がDBP を除き，すべての入力に

対して効果があることがわかる．特に，非常に低精度な
BM に対しては効果が高く，最適化手法である SGM・
ELAS・DPと同程度まで精度が向上している．また，そ
れらを入力としたときも，ノイズは少ないが輪郭精度が
完全ではないため，提案手法の輪郭補正の効果もあり，

表 1: 誤り率の比較
BM SGM ELAS DP DBP

Initial 10.78 3.98 3.99 4.12 0.88

Filtered 3.25 2.34 2.87 2.49 0.83

誤り率が減少している．ただし，DBP のような非常に
高精度な奥行き画像を入力としたときは，改善できる部
分がほとんどないため，精度の向上がほとんどみられな
かった．図 1 を見ると，提案手法により平面部分は平滑
化され，物体輪郭の凹凸がなくなっていることがわかる．

4 むすび
本論文では，奥行き画像のノイズを除去し，物体輪郭

を補正する奥行き画像改善フィルタの提案を行った．そ
の結果，重み付きジョイントバイラテラルフィルタを用
いることで，誤り部分の情報をほとんど用いることなく
平滑化を行うことで，物体輪郭を補正しつつ，ノイズ除
去が可能となった．また，混合抑制フィルタを用いるこ
とで，奥行き値の混合によるぼけも抑制できた．特に，
BM など低精度な手法で取得した奥行き画像に対しては
非常に効果が高いことがわかった．
また，本論文では，他のデータセットでも実験を行っ

ており，同様に奥行き画像が改善された．そして，他に
提案した信頼度を用いたジョイントトリラテラルフィル
タや，重み付きジョイントバイラテラルフィルタの LR-
Check を用いた重み画像を用いた場合でも，傾向は異な
るが改善が確認された．
今後の課題は，動画像を用いた際の時間方向への安定

性の調査と改良などが挙げられる．
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