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A method for real-time recognition of the biology-image is discussed. An artificial retina camera is 
employed for real-time preprocessing of the input image. And the algorithm of Hough transform is 
advanced for locating curved objects or edge tracks in a 2-dimension image. By the proposed technique, 
the biology-image with approximate circle edge-information is detected. This method also works in parallel 
for multiple input curved shapes and for partial input curves. 
 

１. はじめに 

画像パターン認識の過程は、一般のパターン認識の過程に沿って、画像を処理系に取り込む「観測」、

画質改善・２値化・エッジ強調を行う「前処理」、エッジや領域の記述あるいは特徴量を画像から抽出す

る「特徴検出」、この画像特徴から内容に関する判断や記述を導く「識別・決定」の四つの過程に分けて

考えることができる。この中で「観測」は、一般にＣＣＤイメージセンサで扱われ、「前処理」以降はコ

ンピュータ上で処理アルゴリズムを実行することになるため、系全体の高速化は困難である。特に、Hough
変換1)による「特徴検出」処理はノイズに強く、画像パターンの隠蔽にも強いという優れた性質を持つた

め、現在では図形形状抽出のみならず、多方面に応用されているが、円、楕円のような曲線形状を検出す

る場合、パラメータ空間は高次元になるため、メモリコスト、計算コストの問題など実用化に対しての課

題も多い。 

本研究では、人間の網膜が持つ情報圧縮と並列処理機能を集積した人工網膜カメラ2)を用いて、画像を

取り込みながらその画像に前処理を加える。また、円のHough変換に対して、パラメータ空間の次元を低

くして処理の効率化についてのアルゴリズムを提案する。これらの手法により、実際の生体画像を高速に

検出でき、同時に大きさや位置などの幾何情報量を定量的に測定できることを示す。 
 
２.人工網膜カメラによる画像処理 

人工網膜(AR)カメラを用いた画像処理の

基本構成をFig.１に示す。AR-LSIに入力画像

を投射し、LSI内の感度可変受光セル(VSPD)
とスキャナーにより並列光演算を行い、演算

結果がベクトルとしてマルチプレクサの出力

信号になる。本研究で用いられたAR-SLIは
256階調のモノクロ表示ができ、128×128画
素の解像度を持っている。また、MCU
（micro-control unit）の役割は、AR-LSIの

各種制御を行うことと、AR-LSIからの出力信号の認識処理である。CCDイメージセンサを用いた画像処

理系と比べて、画像検出とともに画像処理を行うことができる。従ってシステムとして高速画像処理が可

能という特長がある。 
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 Fig. 1 An example of image recognition using AR camera.

 

 
３.Hough変換によるパターン検出 
本研究で提案したHough変換（HT）アルゴリズムの基本構想は２次元の直線Hough変換を拡張し、高

次元パラメータを持つ曲線物体の検出においても２次元空間で検出が可能になることによって処理の効率

化が図られている。ここで、曲線物体のエッジを小さい接線群による構成している軌跡とすると、Hough
空間（HT-I space）すなわち、パラメータ空間への「投票」によって得られたピック点群の分布（しきい

値処理直後）は ),,,( 1 θαα nHρ Κ=
rrHH cn

で記述されることができる。ここで、α1,…,αnは曲線のパラメータであ

る。円心は原点にある円に対して === ),(),,,( 1ρ α α θ θΚ 、水平な直線のみ観察されている。一方、

円心は原点からはずれる場合、理論解析によると、 
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0 xyyxt −=+= α 、x0、y0は原点の座標である。式（１）を式（２）に表される新し

いHough空間（HT-II space）にマップし、逆Hough変換を行うことにより、原点座標の値を求めることが

できる。 
  rrH c μμ ρθρρ ==′ ),(                (2) 
  また、円の半径が未知である場合、式（２）に試行錯誤法で逆Hough変換を行い、最大ピック点と対応

する半径は原画像の半径であることと推定できる。 
 
４. 実験結果と考察 

提案した方法のパターン検出能力を調べるために、生体画像検出実験を行った。入力画像として生長中

のキャベツ結球（Fig.２(a)）を用い、人工網膜カメラにより画像処理系に取り込みながら二値化・エッジ

強調（Fig.２(b)、(c)）処理を施す。画素数は 128×96pixels とした。Fig. 2(c)を見ると、結球のエッジは

二つの円で構成されていることがわかる。 
 

 (a)      (b)      (c) 
 

Fig. 2 Input image. (a) original, (b) binarization threshold, and (c) edge extraction 
 
 
 Fig.3(a)はしきい値処理直後

HT-I 空間に極大点群からなるパ

ターン、(b)は逆 HT 空間に円心と

対応する二つの集積点の極座標位

置、（c）は HT-II 空間に推定さ

れた二つの半径と対応するピック

点群の軌跡、（d）は検出された

二つの円である。円心座標(pixel)
はそれぞれ(1, 0)と(1, -1)にあり、

半径は 24 と 30 pixels として測定

されている。 
 Fig. 4 はキャベツ結球の実測直

径と提案された方法により得られ

た推定直径との関係である。よい

線形関係を表していることから、

提案した方法の有効性が示された。 
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Fig. 3 Circle edges detection by Hough transformations and inversions.  
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 Fig. 4 Relation between the measurement 
 values and estimation values. 

５. おわりに 
 本研究では、一般のHough変換アルゴリズムを拡張し、曲線

エッジを持つ生体画像の認識システムに応用する方法につい

て主に述べた。本アルゴリズムと画像処理機能を兼ね備えた人

工網膜カメラを用いることにより、高速画像認識システムを実

現することが可能になると考えられる。 
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