
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. はじめに 

災害が起きたときの対応として，被害状況の把

握や被災者救助などの目的にロボット技術を用い

る動きが加速している [1]．本研究の目的は，被

災現場における活動を補助するための画像認識シ

ステムの構築である．遠隔移動体にカメラを搭載

し，そこから得られる画像に対して認識処理をお

こない，その結果を操作者等に提示すことで，環

境認識支援や捜索支援を目指す．環境認識手法と

しては [2] [3]などが高い性能を示している．筆

者らの研究グループでも，同様のアプローチを検

証した経験がある [4]．しかし，従来手法では，

事前の学習が不可欠である．災害対応において

は，未知のカテゴリに対しても短時間で識別でき

るようにすることが求められる．以上を踏まえ

て，本稿では新たな画像認識手法を提案する． 

2. 画像認識システムの構成 

Fig. 1に提案手法の全体像が示されている．

原則として連続的に読み込まれる映像(ファイル

若しくはカメラ映像)を対象にする．映像に映る

物体にユーザが UI からラベルを付与すること

で，認識の対象となるカテゴリとラベル付きデー

タが得られる．以下処理の流れを説明する。 

 

Fig. 1. Schematic system overview. The systems of 

black, blue and pink arrows are responsible for classifica-

tion, unsupervised learning and representation nudging, 

respectively. 

提案手法は畳み込み自己符号化器（Convolu-

tional Auto Encoder, CAE) [5] をコアとする。

この CAE の役割は入力映像の特徴量の抽出であ

る．入力映像の毎フレームに対して教師なし学習

を行う．この教師なし学習とは，従来通り，入力

層に入る画像が出力層で再現されることを目標に

した学習処理である．その狙いは，映像の特徴を

CAEに獲得させることである．画像に対して CAE

の中間層に現れる活性化模様をその画像の特徴量

として利用する．自己符号化器を用いたこの特徴

量抽出法は以前から有効と知られているが，ここ

畳み込み自己符号化器を用いた対話的学習に基づく 
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での特徴量抽出方法は従来と二つの点で異なる．

1) 従来はネットワークの瓶首層の活性化模様の

みが特徴量ベクトルとして利用されるが，ここで

は認識の柔軟性を高めるために符号化部分の全隠

れ層から特徴を採取する．2) 従来は一枚の入力

画像に対して一個の特徴量ベクトルが得られる．

ここでは空間的配置を含めた同時複数物体認識

(scene parsing)を目的とするため，畳み込み層

にわたって空間的関係が保たれるという事実を利

用して，一枚の画像から任意の数の画像領域の特

徴量ベクトルを同時に抽出する方法を導入する． 

CAEを用いて抽出される特徴量ベクトルを画像

の分割と画像領域の自動的ラベル付与(認識)に利

用する．先ずは現フレームの全画像領域の特徴量

ベクトルに対して階層的クラステリング [6]を行

う．特徴が類似する画像領域が同じクラスタに入

るため，画像に映る物体や表面がそれぞれクラス

タとして浮かび上がる傾向がある．クラスタ毎に

色付けした画像を UI上に表示する．表示される

階層の選択が UIから可能である．対象物体とク

ラスタの当てはまりのよい階層をユーザが選択し

て，そのクラスタにラベルを付与することで，ク

ラスタに含まれた画像領域がそのラベルと共にラ

ベル付きデータとして保存される．必要に応じて

クラスタを手動で修正することも可能である． 

階層的クラステリングと，特徴量ベクトルと，

ラベル付きデータを利用して物体認識を行う．ラ

ベル・クラスタ毎に，そこに所属する画像領域の

特徴量ベクトルの多変量正規分布を計算する．ラ

ベルとクラスタのそれぞれの分布の当てはまりを

定量化し，クラスタの各カテゴリに対する所属確

率の尺度を得られる．これを利用して，クラステ

リングの全階層からカテゴリとの当てはまりのよ

いクラスタを収集する．UIから設定可能な所属

確率閾値を超えたクラスタを一枚の画像にまとめ

て、ラベル付きで認識結果として表示する．ここ

で時間的スムージングを適用して，フリッカーを

抑えて結果を滑らかにする． 

カテゴリ判別性能を向上させるため、「表現ず

らし」と名付けた学習処理を導入する．CAEは原

則としてに教師なしで学習するため，認識の対象

となるカテゴリの見分けに有効な特徴量が抽出さ

れる保証はない．有効な特徴量が抽出されない場

合は，異なるカテゴリに所属するデータ点が特徴

量空間の同じ領域に混在する状態が生じる．この

状態を検知し，異なるカテゴリに所属する点の特

徴量空間内の距離を取り入れた損失関数を用いた

学習処理で，CAEにそのカテゴリの違いが特徴量

に現れるように学習させる．これにより，上記の

認識処理がより有効になり，性能が向上する． 

 

Fig. 2. Example result in simulated disaster scenario. The 

system was trained to identify wooden structures and 

books/magazines. Footage courtesy of Fukuda et al. [7]. 

3. 結果 

災害現場と模擬災害現場の映像を対象にした予

備実験を行った(Fig. 2)．同時に対応できるカテ

ゴリの数や認識できるカテゴリの抽象性には限界

があるが，学習データが全くない状態からでも，

15 分程度で基本的な認識器の立ち上げが可能で

あることを確認した． 
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