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Abstract— This paper describes a classification method using 3D shape models. We especially focus on a
well visualized discriminative function based on basic primitives. Gaussian Extended Image (EGI) is applied
to represent the property of an input model, and its similarity is calculated by means of bhattacharyya
correlation. In the discriminative phase, some series of primitive such as cube, cylinder and plane are used
to search the category of target objects. Simulated models and actually measured models by using laser
scanner were used to ensure the proposed method.
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1.

はじめに

日常環境には様々な物体がある．それらを「コップ」
や「本」などといったカテゴリに分ける認識を行うこ
とができれば，汎用性のある自動作業への展開が期待
できる．本稿では，三次元形状モデルを入力とした物
体カテゴリ識別の方式について述べる．
入力データから特徴を抽出しそれを基にクラス分け
を行う問題に対し，従来から行われているアプローチ
として，機械学習の利用がある．SVM[6] などを利用し
て識別超平面を構成したり，グラフ構造に基づく方法
[5] が提案されている．これらは，学習時のデータに合
わせて分割の仕組みが構成され，学習データに類似し
たデータ群に対して高い識別率を出すことが可能であ
る．ただし，識別の仕組みが高次元の空間で表現され
ることが多く，人間に分かりやすく可視化することが
困難である．
本研究の目的は，ポリゴンモデルとして表現された
三次元形状を入力とし，それらから得られる面情報に
基づいてカテゴリの分類を行うことである．このため
の識別器の構成法について述べるが，特に識別器の可
視性能に着目する．Fig.1 示すように，提案方式には二
つの段階があり，(1) 拡張ガウス像表現に基づく特徴量
を基礎情報として算出し，(2) そこから，入力データが
数種類の基本形状 (立方体，平面，円柱，球など) のそ
れぞれにどの程度似ているかを評価値とする．後者は
ユーザーがトップダウンに決定することを想定してお
り，これにより，入力データがなぜそのカテゴリに振
り分けられたかを直観的に把握できるという利点が生
まれる．
提案手法の検証として，三次元形状モデルを用いた
識別実験を行う．仮想的に定義したモデルのみならず，
計測器を用いて実物体をモデル化したデータに対して

Fig.1 A proposed classification procedure

提案手法を適用し，考察する．

2.

拡張ガウス像表現を用いた特徴算出

2·1

三次元形状モデル

本研究で用いる三次元形状モデルは，小さな平面パッ
チの集合体として表現される．それぞれのパッチから
は三次元位置と法線の情報を得ることができる．この
形式は三次元物体表現として基本的かつ一般的なもの
であり，例えば [7] のような，多くの公開モデルライブ
ラリにおいても最低限獲得できる．

Fig.3 Function examples
Fig.2 Voting into vertices

2·2

拡張ガウス像表現

情報検索の分野において，三次元形状に基づく識別
の要素技術は 3D model retrieval のキーワードで研究
されており，その成果として様々な特徴量が提案されて
いる [1][2][3]．本研究では，特徴の算出が容易でデータ
量も少ない点から，拡張ガウス像表現を採用する．拡
張ガウス像 [4] は，半径１の球であるガウス球上の点
から実数値への写像であり，ガウス球上の点の分布は，
元の三次元形状モデルが持つ法線成分の分布を表す．
特徴ベクトルの算出手順は次の通りである．まず，球
体を三角パッチの集合体に近似したポリゴンモデルを，
ガウス球として生成する．入力モデルを構成するパッ
チを順番に読みだし，それが持つ法線と同方向のベク
トルをガウス球の中心から伸ばす．この直線との交点
を持つガウス球上の三角パッチを求め，その面を構成
する各頂点に，交点 pn からの距離に応じた重みをかけ
て投票する (Fig.2)．投票するときの各頂点 vi に対す
る面 fM の寄与 E は，次式で計算する．

S(fM )
dist(pn , ei )
×
(Σ2i=0 dist(vi , ei ))
dist(vi , ei )
(1)
ここで，S(fM ) は面 fM の面積であり，dist(v, e) は三
角パッチの頂点 v と辺 e との間の距離である．この投
票処理を入力モデルが持つすべての面について行った
後，拡張ガウス球全体の正規化を行う．
以上の手順により，ガウス球の各頂点が持つ値を並
べた一次元ベクトルを生成し，これを特徴とする．な
お本研究の実装では，頂点を 162 点としている．
E(fM , pn , vi , ei ) =

2·3

姿勢合わせ

拡張ガウス像は入力モデルの平行移動に不変の表現
形式であるが，回転変化には影響を受ける．すなわち，
同じ形状の二つの物体を比較する場合に，それらの姿
勢が異なると，生成される特徴ベクトルも一致しなく
なる．これらの特徴ベクトルを用いると識別処理は失
敗する．
これを防ぐため，特徴ベクトルを求める前に姿勢合
わせを行う．具体的には，比較する二つのガウス球のう
ち片方を回転させ，球上の点分布が最も近くなるとき
の姿勢を探索する．この方式は，実装の容易さや処理
の一貫性の面で利点がある．一方で，三次元モデルの
うち各頂点の位置情報を無視することになるため，異
なる形状の物体が同一の姿勢と判断されることがある．
これは拡張ガウス像が持つ本質的な問題であり，解消
するには別の特徴表現を用いることが望ましい．

3.

基本形状識別器

3·1

識別器の構成

一般的に思い浮かぶ単純形状として，立方体，平面，
円柱，球といったモデル群を考える．本研究で提案する
識別器は，入力形状モデルがこれらの形状にどの程度
似ているか，もしくは似ていないかを評価基準とする．
識別における評価値の計算式は以下のようである．

C=

n
∏

Hi (gi (x))

(2)

i=1

ここで，x は入力ガウス球特徴，n は基本形状の種類を
表す．g(x) は比較関数であり，本研究においては，あ
る基本形状と入力形状のそれぞれから算出したガウス
球特徴で，bhattacharyya 相関を取る操作を含む．H(·)
は評価関数であり，基本形状と入力モデルとの類似度
を表す．この関数は，一つのカテゴリデータセットか
ら計算可能な構成にする．例えば，データセットの平
均・分散値から決定できる形式として，Fig.3 に示すよ
うな三種が考えられる．右グラフは正規分布 N (µ, σ)
であり，残り二つは，分布の半分を個定値としたもの
である．ここで，分散値が小さいということは，現在
のカテゴリへの識別においてその基本形状が与える影
響力が大きいことを意味する．
本方式では，正解データセットから各カテゴリ別に
評価関数を算出しておき，識別計算において基本形状
と入力形状を比較することで処理が行う．すなわち，新
たな種類の物体カテゴリを加える際に識別器を一から
作り直す必要がない．また，識別器は比較関数と評価
関数の組み合わせで構成されており，評価関数は正解
データセットから容易に計算できるため，パラメータ
設定の手間が少ない．

3·2

評価値の算出法

入力形状データが与えられてから評価値を計算する
までの手順は以下の通りである．まず，入力データか
ら拡張ガウス像を算出し，そのガウス球と各基本形状
のガウス球で bhattacharyya 相関を取りながら回転探
索を行い，相関の最大値を得る．そして，各基本形状に
関する評価関数を読みだし，bhattacharayya 相関値を
評価する．相関値が正規分布の凸部分に近ければ，高
い評価値が得られる．
なお，ガウス球の回転による姿勢合わせを導入する
ことで，球上に定義された各頂点の位置が二つのガウ
ス球で一致しなくなる問題が生じる．この対策として，
２つの拡張ガウス像 G1 , G2 での Bhattacharyya 相関

Fig.4 Simple 3d models

Fig.6 Target parts

Fig.5 Downloaded models from google 3D warehouse

を次のように計算する．

g(x) = fb (G1 , G2 ) =
√
∑
G1 (vi )G2 (N earest(vi )) cos θi
vi ∈VG

Fig.7 The result of K-means based clustering

(3)

1

N earest(vi ) は G1 の頂点 vi にもっとも近い G2 の頂点
を表す．θi はガウス球の中心から頂点 vi ，N earest(vi )
へのベクトルが成す角度を表す．
評価関数における類似度算出は，あらかじめ求めて
おいた平均 µ，分散 σ を用いて，Bhattacharyya 相関
値 fb を以下の式の x に代入することで求める．
N (µ, σ) = √

4.

2
1
e−(µ−x)
2
2πσ

(4)

実験

３種類の物体モデル群に体して提案手法を適用した．
以下でその詳細を述べる．

4·1

仮想的な単純形状モデル

Fig.4 に示すように，9 カテゴリの単純形状モデル群
(立方体，平板，円柱，円錐，球，立方体＋円柱 1，立方
体＋円柱 2，立方体＋平板，円柱＋平板) について，各
モデルが数百程度の三角パッチの集合体として表現さ
れ，一辺が 100mm 程度の大きさになるよう定義した．
これらのモデルからあらかじめ識別関数を計算してお
き，元のモデル群からランダムに選択したモデルを入
力とし，それが属するカテゴリへの識別率を調べた．
モデルの各頂点へ段階的に誤差を入れていき，識別
率を計算したところ，誤差 0mm: 100%, 誤差 4mm:

100%, 誤差 10mm: 83% となった．誤識別については，
球形の識別時に，球形以外の物体を球形とみなすこと
が多かった．
4·2

google 3D warehouse より取得した形状モデル

Google 3D warehouse[8] から日常的な小物のモデル
9 種類をダウンロードし，各モデルの幅，高さ，奥行き
の比を最大 20% 変えたものを 10 個づつ生成し，各モ
デルごとに認識器を構成した．Fig.5 にモデルを示す．
認識実験の結果，識別率は 100% となり，基本形状
以外のモデルを対象とした場合でも識別は可能なこと
を確認した．
4·3

実物体計測より生成した形状モデル

コニカミノルタ製の三次元デジタイザ VIVID 910 を
利用し，家電製品の回路やケーブルといった部品群に
ついて三次元形状計測を行った．33 種類の対象物につ
いて計 380 個のモデルを生成し，それらのカテゴリ識
別へ提案手法を適用した. 部品群と計測データの一部
を Fig.6 に示す．

4·3.1

テストデータにおける基本分離性能

まず，四種の基本形状表現による入力データ群の分
離性能を調べるため，基礎実験として k-means 法を用
いたクラスタリングを行った．各クラスの平均ベクト

ルを代表ベクトルとし，代表ベクトルに対して多数回
k-means 法を適用する．BIC が最大のとき，すべての
部品は 6 つのクラスに分類された．この結果を Fig.7 に
示す．
クラスＡは平面形状が強いクラスであり，シート状
の物体が多く含まれていた．クラスＢは平面性がやや
強く，四角性・球面性がやや弱い．クラスＣは円柱ら
しさが強く，平面性・四角性もやや強い．クラスＤは
円柱の側面だけの形状クラスで，円柱性が強く，平面
性・四角性が弱い．クラスＥは球面性が強く，他の形状
特性もやや強い．クラスＦは球面性が特に強く，ケー
ブル等の紐状物体が多く含まれていた．

4·4

基本形状識別器を用いた識別

識別テストとして，380 のデータを 1 づつ選択して
33 種の評価関数へ入力した．得られる評価値を降順に
ソートし，正解カテゴリが上から何番目に現れるかを
調べた．以下では，正解カテゴリが一番最初にあった
確率をベスト 1 率，上位 3 番目以内に含まれた確率を
ベスト 3 率，上位 5 番目以内に含まれた確率をベスト
5 率と称する．上記の実験では，ベスト 1 率：48.7%，
ベスト 3 率：75.1%，ベスト 5 率：87.7% であった．
Fig.8 は，一部のパーツデータにおける各基本形状と
の類似度を表したグラフである．縦軸が類似度が高さ
を表しており，各パーツごとに 20 個程度のデータがあ
る．グラフの右は形状モデルの例を示しており，例え
ば parts 16 については，円柱状の形状要素を多く持つ
物体であったため Cylinder に対する評価値が特に高く
なった．parts 20 は皿ネジであり，円柱形状を含みつ
つも，皿部分とネジ山部分から様々な法線成分が得ら
れるため、Sphere の評価値も高くなった．このように，
基本形状を用いた評価値の分布は，パーツの形状要素
を表現することができていることがわかる．
グラフ上部には，ベスト 1 率，ベスト 3 率，ベスト
5 率を順番に記した．part 16 に示すように，基本形状
との類似度の分散が小さいものについては高い識別率
が得られた．なお，parts 22 に示すように，4 種の基本
形状のうち一つで分散値が大きい場合でも，他の形状
との類似度が安定していれば識別率を保つことができ
ていた．
なお，本実験で対象とした部品群には，良く似た形
状であっても異なるカテゴリとして定義されていた物
品があり，それらが混同されて識別率を下げる現象が
あった．そこで，識別率が 40% 以下であった部品群を
取り除き，計 15 種のカテゴリにおいて識別実験を行う
と，ベスト 1 率：85.9%，ベスト 3 率：99.6%，ベスト
5 率：100% となった．

5.

おわりに

本稿では，基本形状グループを用いた三次元形状識
別手法について述べた．識別過程の可視性能に着目し，
複数種の基本形状を利用した二段階識別処理を提案し
た．実際の三次元形状モデルを入力とした識別実験を
行い，基本形状への類似度に基づく識別方式が一定の
識別能力を持つことを示した．
今後は，基本形状の決め方について引続き検討を行

Fig.8 Evaluation results against each basic primitives

い，識別率の向上を図る．また，拡張ガウス像以外の
特徴表現の利用も考えていく．
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