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Abstract : Range data analysis is one of the most important subjects in the fields of computer vision
and pattern recognition. The RHT (randomized Hough Transform) is one of the strong algorithm for
detection of the geometry features, and there are several researches which applies it to the plane detection
in 3-D range data points. In this paper, the procedure of RHT similar to the detection of the plane is
applied to 3-D range data points that compose the curve surface of the column, the cone, or the ball,
and the analysis and the classification of those mapping to the parameter space are discussed.

1 . はじめに

コンピュータビジョンの分野では，三次元空間におけ

る対象物の分割抽出やモデル化のための強力な手法とし

てハフ変換（HT: Hough Transformation）が広く知られ
ている．HT は直線や円，楕円，多角形などのパラメト
リックな幾何学的特徴の検出に適用され，現在では，あら

ゆるパラメトリックな幾何学的特徴の検出が可能な手法

として一般化されている [1]．しかし一般的な HT には，
(a)パラメータ空間を量子化しスコアを積算するための累
積配列が莫大な記憶容量を必要とする; (b) 対象とする画
像の大きさに比例して計算コストが高くなる; (c) 計算精
度がパラメータ空間の量子化ステップの大きさに依存し，

小さな量子化ステップはパラメータの推定精度を改善す

るが，より大きな記憶容量と計算コストを必要とする，

などの問題がある．これらの問題を解決する一つの手法

として，ランダマイズドハフ変換（RHT: Randomized
Hough Transform）が提案されている [2]．RHT は (a)
HTよりも計算コストが低い; (b) 利用する記憶領域が少
ない; (c) 探索可能なパラメータ空間に制限が無い，など
多くの利点を持つ [2, 3]．近年，RHTは三次元距離デー
タに含まれる幾何学的特徴の検出に適用され，様々な検

討がなされている [3]-[5]．Ding ら [3] は距離画像からの
平面の分割抽出に RHT を適用して他手法との性能比較
を行い，計算量と抽出精度において RHT が最良である
ことを示した．Okada ら [4] は RHT に計算の高速化の
改良を加えた PSF（Plane Segment Finder）を提案し，
二足歩行ロボットのビジョンシステムに組み込んで実験

を行っている．そのロボットは PSFによって床平面や階
段の検出や，それらのパラメータ推定を行い歩行するこ

とができる．さらに山本ら [5]は，円柱や球，円錐などの
曲面を持つ対象物の検出に RHT を用いる手法を提案し
ている．しかし，この手法は曲面を構成する三次元の点

から平面を構成し，それらの法線ベクトルの交点をデカ

ルト座標系において探索する手法であり，パラメータ空

間への写像を利用しない．本研究では，まず初めに平面

検出のための RHT の手順を示す．そして次に，同様の
手順を円柱や円錐，球の曲面の表面を構成する点集合に

適用し，それらのパラメータ空間への写像について考察

する．

2 . RHTによる三次元平面検出

RHT による平面の検出手法 [3, 4] を以下に示す．
まず，xij , (xij , yij , zij)

T (i = 1, · · · , |I|), (j =
1, · · · , |J |) を O-x-y-z 座標系における三次元空間の点
であるとする．また，x軸との角度 θ，y軸との角度 φ，原

点からの距離 ρから成るパラメータ pij , (θij , φij , ρij)T

によって平面を表現する（図 1）．このパラメータは直線
上に存在しない三点によって一意に定まる．より具体的

には，θij と φij は三点 (xij , xi+s,j ,xi,j+s) を含む平面
の法線ベクトルから以下のように計算できる．
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lij = xi+s,j − xij , mij = xi,j+s − xij (4)

であり，s は平面を構成する点のインデックス間隔を表

す（三点はランダムサンプリングのような手法によって

選択されても構わない）．さらに ρij は以下のように計算

できる．

ρij = |xT
ij · nij | (5)



RHTでは，全ての (i, j)について pij を求めて θ−φ−ρ

空間へ写像し，写像結果の解析により幾何学的特徴の抽

出を行う．取り扱う三次元点にノイズや量子化誤差の影

響が無いと仮定すると，ある平面に含まれる複数の三点

の組から求まる pij は，パラメータ空間の一点に写像さ

れる．したがって，パラメータ空間内の pij のピークを

探索すことによって平面が抽出できる．ここで，pij の要

素の中で特に ρij は計測ノイズの影響を受けやすい [2, 4]
ことを考慮すると，RHTに基づく三次元平面検知手法は
以下のようにまとめられる．

1. まず，三次元距離データが与えられる（図 2(a)）．
パラメータ空間 (θ, φ)を適切な解像度 P × P のセ

ルに分割し，Cp,q = (θp, φq) (p = 0, 1, · · · , P −
1; q = 0, 1, · · · , Q − 1) と表す．各セルの累積数
を記録するために，これに対応する配列 Np,q(p =
0, 1, · · · , P − 1; q = 0, 1, · · · , Q − 1)を定義する．
累積配列 Np,q の要素は全て 0で初期化する．

2. 三点 (xi,j , xi,j+s, xi+s,j) を距離データから選
択する．これらの点が同一直線上に存在せず，

distmin ≤ dist(xa, xb) ≤ distmax を満たすな
らば次のステップに移る．そうでなければ，こ

のステップを繰り返す．ここで dist(xa, xb) は
二点のユークリッド距離を表す．また {a, b} =
{(i, j), (i, j + s), (i + s, j)} であり，distmin，
distmax は予め設定するしきい値である．

3. (xi,j , xi,j+s, xi+s,j) から式 (1)-(5) を計算し，パ
ラメータ (θij , φij)を求める．これらの値に対応す
るセル Cp′,q′ を量子化により決定し，Np′,q′ の値

を 1増加させる．
4. 予め設定したしきい値 TA を越える累積値 NpF ,qF

が存在するならば，CpF ,qF
= (θpF

, φqF
) をパラ

メータに持ついくつかの平面が発見されとする．

また一方，繰り返し回数が事前に設定した TI にな

り，累積が TA を越えていなければ，最大の累積値
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Fig. 1 Relations of parameters and coordinate system.

を持つ NpF ,qF に対応する CpF ,qF を検知された平

面のパラメータとする．どちらの条件も満たされ

なければステップ 2に戻る（図 2(b)）．
5. CpF ,qF

の周辺のパラメータ CpF +∆C ,qF ∆C
への

写像に対するインデクス (i, j) を持つ xij につ

いて以下の処理を行う．すなわちパラメータを

(θpF , φpF ) に変更して，以下の式により xij に対

する ρ̂ij を計算する．

ρ̂ij = (xij cos θpF
+ yij sin θpF

) cos φpF
+ zij sinφpF

ここで ∆C は予測される計測ノイズの大きさに応

じて設定するしきい値であり，許容するパラメー

タの値の摂動の幅である．計測ノイズが比較的大

きい場合には全ての xij に対して ρ̂ij の計算行う．

6. ρ̂ij に関するヒストグラムを作成し，頻度分布の局

小値の探索によって分布の分割を行い（図 2(c)），
最大値を ρ̂max

pF
とする．以上の手順によって平面

のパラメータ (θpF , φpF , ρ̂max
pF

)T が推定される．

以上の RHT の手続きによって距離データ中の最大の平
面が高確率で検出できる．検出された平面を距離データ

から除いて同様の手順を繰り返すことや，複数のパラメー

タの同時検出によって，複数の平面の検出も可能である

[4]．データに含まれる最大の平面の占める領域が 1/m

であるとすると，ランダムに選択された三点がその平面

に含まれる確率は 1/m3 である．距離データがノイズを

含まないと仮定すると，RHTによって最大の平面が検知
されるための計算量は近似的に O(min(m3TA, TI))であ
り，画像サイズと量子化ステップに依存しない．また，累

積配列にダイナミックツリー構造を持たせることでメモ

リ消費を大幅に抑えることもできる [2]．

3 . 三次元曲面に対するRHT

三次元距離データに含まれる支配的な三次元曲面を抽

出するためには，事前に多様な曲面に対してパラメータ

空間への写像関数を全て用意しておき，階層的にそれら

を用いるという手法が考えられる（例えば文献 [5]）．し
かしこの様な手法では，対象とする曲面の形状や種類が

変更される度に，それらの写像関数を導出し，それらを

適用する順序を設定しなおす必要がある．そこで本研究

では，上述の平面抽出のための RHT の手順を曲面を構
成する三次元データにそのまま適用し，パラメータ空間

への写像結果から曲面の抽出と種類の分類を行うことを

考える．以下では，円柱および円錐，半球の曲面上の三

次元データ点から構成される平面のパラメータ空間への

写像がどのような形態を成すかを示す．ただし，ここで

は写像の性質を明確に示すため，実データに含まれるよ
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Fig. 2 Example of plane detection using RHT;

(a) a real 3-D measurement data set of

a plastic bottle and floor surface; (b) his-

togram of θ-φ array; (c) histogram of

ρ̂ij ; (d) the detected plane with parameter

(θpF , φpF , ρ̂2
pF

)T .

うな計測ノイズなどは考慮しない．

(a) 円柱に対するRHT

円柱の曲面上の点集合を以下の式に基づいて生成した

（図 3(a)）．

z = −
√

r2 − y2 + d (6)

ここで d = 100は円柱の中心の z 軸方向のバイアスであ

り，r = 50は円柱の底面の半径である．このデータ点集
合に対して s = 2と設定し（以下の実験に対して全て同
様），RHT によってパラメータ空間へ写像した結果を図
3(d)に示す．この写像結果より，円柱の側面を構成する
データ集合は θ-φ 空間において単一の直線（円柱の中心
軸が x，y，z 軸の何れに対しても平行でない場合には曲

線）に写像されることが分かる．また，y軸に対する回転

角度 yr は π/2−φに，円柱の中心軸の z 軸に対する回転

角度 zr と θの値にそれぞれ対応しており，π/2− φ = yr

かつ θ = zr となる時に ρが最大となる．

(b) 円錐に対するRHT

円錐の曲面上の点集合を以下の式に基づいて生成した

（図 3(b)）．

z = −
√

r2

k2
(x − k)2 − y2 + l (7)

ここで k = 50，l = 50 はそれぞれ円錐の頂点の x 軸方

向，z軸方向のバイアスであり，r = 25は円錐の底面の半
径である．このデータ点集合に対して RHT によってパ
ラメータ空間へ写像した結果を図 3(e)に示す．この写像
結果より，円錐の側面を構成するデータ集合は円柱の場

合よりも複雑な曲線の集合に写像されることが分かる．

(c) 半球に対するRHT

球の曲面上の点集合を以下の式に基づいて生成した（図

3(b)）．

z = −
√

r2 − x2 − y2 + l (8)

ここで l = 50は球の中心の z 軸方向のバイアスであり，

r = 50 は球の半径である．このデータ点集合に対して
RHT によってパラメータ空間へ写像した結果を図 3(f)
に示す．この写像結果より，球の側面を構成するデータ

集合は θ-φ 空間において一様な分布で写像されることが
分かる．

これらの結果より，上述の三種類の曲面に関してはパ

ラメータ空間に写像れた点の分布の形態が明らかに異な

ることが分かる．したがって，パラメータ空間における

これらの曲面の分類は容易に可能であることが分かる．



-50
 0

 50
-50

 0

 50

 0

 20

 40

 60

 80

 100

x y

z

-50
 0

 50
-50

 0

 50

 0

 20

 40

 60

 80

 100

x y

z

-50
 0

 50
-50

 0

 50

 0

 20

 40

 60

 80

 100

x y

z

(a) (b) (c)

θ

ρ

φ

30
60

90
120

150
180  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90

 0

 10

 20

 30

 40

 50

θ

ρ

φ

30
60

90
120

150
180  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90

 0

 10

 20

 30

 40

 50

θ

ρ

φ

30
60

 90
120

150
180  0  10  20  30  40  50  60  70  80  90

 0

 10

 20

 30

 40

 50

(d) (e) (f)

Fig. 3 3-D range data points that compose the curve surface and mapping of parameter space. (a) column; (b)

cone; (c) ball; (d) mapping of the column; (e) mapping of the cone; (f) mapping of the ball.

4 . おわりに

本研究では，RHTに基づく平面の検出と同様の手順に
よる三次元曲面のパラメータ空間への写像に関する検証

を行った．その結果，円柱と円錐，球の曲面のパラメータ

空間への写像の形態は大きく異なることが示された．し

かし，複数の曲面が存在する場合や距離データ点にノイ

ズが含まれる場合などに関する検証は今後の課題である．

また，他のパラメトリックな曲面の写像の解析や，それ

らの分類の具体的な手法についても検討が必要である．
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