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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の物体の内部を推定する物体内部推定装置であって、
　前記第１の物体とは異なる第２の物体が前記第１の物体内に含まれていないと仮定した
場合における、（i）光が前記第１の物体に入射してから出射するまでの間にとる複数の
経路を表す複数の光路モデルと、（ii）前記複数の光路モデルに沿って前記第１の物体内
を伝搬して前記第１の物体から出射した仮想的な光の所定面上における強度を示す第１の
光強度分布とを取得する第１の取得部と、
　前記第１の物体に入射してから出射した光の強度分布であって前記所定面上において観
測された光の強度分布である第２の光強度分布を取得する第２の取得部と、
　前記所定面上の位置ごとに、前記第１の光強度分布および前記第２の光強度分布間にお
ける光の強度の比較結果に基づいて、前記第１の物体内に前記第２の物体が存在しない非
存在確率を示す投票値を算出する投票値算出部と、
　前記第１の物体の内部を複数の投票領域に仮想的に分割し、前記所定面上の位置ごとに
、当該位置に到達する光の光路モデル上の投票領域に対して当該位置の前記投票値を投票
する投票部と、
　前記複数の投票領域の各々に対して、前記投票部で得られた投票結果が閾値より小さい
場合に、前記第２の物体が存在すると推定する推定部とを備える
　物体内部推定装置。
【請求項２】
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　前記物体内部推定装置は、さらに、
　前記複数の投票領域に対する投票回数のばらつきに基づいて、前記投票結果を補正する
補正部を備え、
　前記推定部は、前記複数の投票領域の各々に対して、前記補正部で得られた補正された
前記投票結果が閾値より小さい場合に、前記第２の物体が存在すると推定する
　請求項１に記載の物体内部推定装置。
【請求項３】
　前記複数の投票領域は、前記第１の物体の断面上の複数の領域であり、
　前記推定部は、複数の断面の各々について、前記複数の投票領域の各々に対して、前記
投票結果が閾値より小さい場合に、前記第２の物体が存在すると推定することにより、複
数の２次元断層画像を生成し、
　前記物体内部推定装置は、さらに、
　前記複数の２次元断層画像を統合することにより、前記第１の物体内の３次元ボリュー
ムデータを生成する統合部を備える
　請求項１または２に記載の物体内部推定装置。
【請求項４】
　前記第２の取得部は、
　可視光または近赤外光を前記第１の物体に照射する光源部と、
　前記第１の物体に入射してから出射した光を撮像することにより、前記第２の光強度分
布を示す観測画像を取得する撮像部とを備える
　請求項１～３のいずれか１項に記載の物体内部推定装置。
【請求項５】
　前記第１の取得部は、前記複数の光路モデルを、モンテカルロ・レイトレーシング・シ
ミュレーションによって導出する
　請求項１～４のいずれか１項に記載の物体内部推定装置。
【請求項６】
　前記第１の取得部は、シミュレーション結果と観測結果との誤差を粗密探索によって削
減することにより、前記モンテカルロ・レイトレーシング・シミュレーションで用いるパ
ラメータを導出する
　請求項５に記載の物体内部推定装置。
【請求項７】
　前記第１の取得部は、前記第１の物体に互いに異なる方向から入射する複数の光の各々
について、前記複数の光路モデルと前記第１の光強度分布とを取得し、
　前記第２の取得部は、前記複数の光の各々について前記第２の光強度分布を取得し、
　前記投票値算出部は、前記複数の光の各々について前記投票値を算出し、
　前記投票部は、前記複数の光の各々について前記投票値を投票する
　請求項１～６のいずれか１項に記載の物体内部推定装置。
【請求項８】
　前記物体内部推定装置は、さらに、
　前記複数の投票領域の各々の位置に基づいて前記投票結果を補正する補正部を備え、
　前記推定部は、補正された前記投票結果に基づいて、前記複数の投票領域の各々に前記
第２の物体が存在するか否かを推定する
　請求項１～７のいずれか１項に記載の物体内部推定装置。
【請求項９】
　前記複数の投票領域は、第１の投票領域と、前記第１の投票領域よりも前記第１の物体
の中心に近い第２の投票領域とを含み、
　前記補正部は、前記第１の投票領域における前記第２の物体の非存在確率が前記第２の
投票領域よりも相対的に低下するように前記投票結果を補正する
　請求項８に記載の物体内部推定装置。
【請求項１０】
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　第１の物体の内部を推定する物体内部推定方法であって、
　前記第１の物体とは異なる第２の物体が前記第１の物体内に含まれていないと仮定した
場合における、（i）光が前記第１の物体に入射してから出射するまでの間にとる複数の
経路を表す複数の光路モデルと、（ii）前記複数の光路モデルに沿って前記第１の物体内
を伝搬して前記第１の物体から出射した仮想的な光の所定面上における強度を示す第１の
光強度分布とを取得する第１の取得ステップと、
　前記第１の物体に入射してから出射した光の強度分布であって前記所定面上において観
測された光の強度分布である第２の光強度分布を取得する第２の取得ステップと、
　前記所定面上の位置ごとに、前記第１の光強度分布および前記第２の光強度分布間にお
ける光の強度の比較結果に基づいて、前記第１の物体内に前記第２の物体が存在しない非
存在確率を示す投票値を算出する投票値算出ステップと、
　前記第１の物体の内部を複数の投票領域に仮想的に分割し、前記所定面上の位置ごとに
、当該位置に到達する光の光路モデル上の投票領域に対して当該位置の前記投票値を投票
する投票ステップと、
　前記複数の投票領域の各々に対して、前記投票ステップで得られた投票結果が閾値より
小さい場合に、前記第２の物体が存在すると推定する推定ステップとを含む
　物体内部推定方法。
【請求項１１】
　請求項１０に記載の物体内部推定方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、物体の内部を推定する物体内部推定装置およびその方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　物体の内部を推定する技術は重要である。この技術は、例えば、食品に混入された釘な
どの異物を検知すること、あるいは、皮膚に刺さった針などの異物の形状を推定すること
に応用される。高精度に物体の内部を推定できれば、食の安全性の向上や医療の高度化の
実現をサポートすることができる。
【０００３】
　物体の内部を推定する方法として、Ｘ線ＣＴ（Ｘ－ｒａｙ　Ｃｏｍｐｕｔｅｄ　Ｔｏｍ
ｏｇｒａｐｈｙ）に基づく方法が幅広く利用されている。Ｘ線ＣＴを用いる方法では、基
本的に、異物が混入された物体にＸ線を入射して、物体からのＸ線の出射量を観測する。
そして、Ｘ線の入射量に対する出射量の割合（すなわち光の吸収量）に基づいて、物体内
における光（Ｘ線）の吸収率の分布を推定する。実際には、３６０度方向から物体にＸ線
を入射したときの、物体から出射されるＸ線の減衰量が観測され、逆投影法、あるいは、
フィルタ逆投影法と呼ばれる手法を用いて物体の内部の吸収率分布が推定される。
【０００４】
　このように線源から光線を入射して物体内を透過した光線の出射量を観測し、観測結果
を解析することで、物体内に含まれる吸収物体の位置および形状を推定することができる
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－１０５１９１号公報
【特許文献２】特開平８－２９３２９号公報
【特許文献３】特開２００２－３３３４００号公報
【非特許文献】
【０００６】
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【非特許文献１】「Ｃ言語による画像再構成の基礎」、橋下、篠原、医療科学社、Ｐ２４
５
【非特許文献２】「ＭＣＭＬ－Ｍｏｎｔｅ　Ｃａｒｌｏ　ｍｏｄｅｌｉｎｇ　ｏｆ　ｌｉ
ｇｈｔ　ｔｒａｎｓｐｏｒｔ　ｉｎ　ｍｕｌｔｉ－ｌａｙｅｒｄ　ｔｉｓｓｕｅｓ」、Ｗ
ａｎｇ　ｅｔ　ａｌ．、Ｃｏｍｐｕｔｅｒ　Ｍｅｔｈｏｄｓ　ａｎｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｓ
　ｉｎ　Ｂｉｏｍｅｄｉｃｉｎｅｓ　４７　（１９９５）　ｐｐ．１３１－１４６．
【非特許文献３】「Ａｃｑｕｉｒｉｎｇ　Ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ
　ｏｆ　Ｐａｒｔｉｃｉｐａｔｉｎｇ　Ｍｅｄｉａ　ｂｙ　Ｄｉｌｕｔｉｏｎ」、Ｎａｒ
ａｓｉｍｈａｍ　ｅｔ　ａｌ．、ＡＣＭ　ＳＩＧＧＲＡＰＨ、２００６
【非特許文献４】「Ｎｅａｒ－ｉｎｆｒａｒｅｄ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｐｒｏｐｅｒｔｉｅ
ｓ　ｏｆ　ｅｘ　ｖｉｖｏ　ｈｕｍａｎ　ｓｋｉｎ　ａｎｄｓｕｂｃｕｔａｎｅｏｕｓ　
ｔｉｓｓｕｅｓ　ｍｅａｓｕｒｅｄ　ｕｓｉｎｇ　ｔｈｅ　ＭｏｎｔｅＣａｒｌｏ　ｉｎ
ｖｅｒｓｉｏｎ　ｔｅｃｈｎｉｑｕｅ」、Ｓｉｍｐｓｏｎ　ｅｔ　ａｌ．、Ｐｈｙｓ．　
Ｍｅｄ．　Ｂｉｏｌ．４３、１９９８、ｐｐ．２４６５－２４７８
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、非特許文献１に示される方法では、物体内部を推定するための機械装置
が大きくなり、出射線の計測に特殊な装置が必要であるという課題がある。また、Ｘ線を
利用して人体の内部を推定する場合、いわゆる「医療被曝」のリスクがある。したがって
、長時間のＸ線の利用や妊娠中の人に対してのＸ線の利用は避けるべきである。
【０００８】
　近年、人体に安全な光である近赤外光を利用して物体内部の光吸収物体の位置を推定す
る技術が開発されている。近赤外光を用いる場合、安全性、装置の手軽さの面ではＸ線を
用いる場合よりも優位である。しかしながら、近赤外光は、物体内で散乱するため、Ｘ線
に比べて、出射光の解析が難しいという問題がある。
【０００９】
　そこで、本発明は、人体に安全な光を用いて物体の内部を推定する場合に推定精度を向
上させることができる物体内部推定装置およびその方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一態様に係る物体内部推定装置は、第１の物体の内部を推定する物体内部推定
装置であって、前記第１の物体とは異なる第２の物体が前記第１の物体内に含まれていな
いと仮定した場合における、（i）光が前記第１の物体に入射してから出射するまでの間
にとる複数の経路を表す複数の光路モデルと、（ii）前記複数の光路モデルに沿って前記
第１の物体内を伝搬して前記第１の物体から出射した仮想的な光の所定面上における強度
を示す第１の光強度分布とを取得する第１の取得部と、前記第１の物体に入射してから出
射した光の強度分布であって前記所定面上において観測された光の強度分布である第２の
光強度分布を取得する第２の取得部と、前記所定面上の位置ごとに、前記第１の光強度分
布および前記第２の光強度分布間における光の強度の比較結果に基づいて、前記第１の物
体内に前記第２の物体が存在しない非存在確率を示す投票値を算出する投票値算出部と、
前記第１の物体の内部を複数の投票領域に仮想的に分割し、前記所定面上の位置ごとに、
当該位置に到達する光の光路モデル上の投票領域に対して当該位置の前記投票値を投票す
る投票部と、前記複数の投票領域の各々に対して、前記投票部で得られた投票結果が閾値
より小さい場合に、前記第２の物体が存在すると推定する推定部とを備える。 
【００１１】
　なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュー
タプログラムまたはコンピュータ読み取り可能なＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体で実現され
てもよく、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な
組み合わせで実現されてもよい。
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【発明の効果】
【００１２】
　本発明の一態様に係る物体内部推定装置によれば、人体に安全な光を用いて物体の内部
を推定する場合に推定精度を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施の形態１に係る物体内部推定装置の機能構成を示すブロック図
【図２】実施の形態１に係る物体内部推定装置の処理動作を示すフローチャート
【図３】実施の形態１における光路モデルの導出処理の詳細を示すフローチャート
【図４】実施の形態１における光強度の減衰量を説明するための図
【図５】実施の形態１における光源部、散乱体、および撮像部の配置の一例を示す模式図
【図６】実施の形態１における観測画像の一例を示す図
【図７】実施の形態１における推定対象断面に対応する画素列の値の一例を示す図
【図８】実施の形態１における光路モデルの例を示す図
【図９】実施の形態１における光透過率の分布（第１の光強度分布）と観測値の分布（第
２の光強度分布）の一例を示す図
【図１０】実施の形態１における投票処理を説明するための図
【図１１】実施の形態１における投票処理を説明するための図
【図１２】実施の形態２に係る物体内部推定装置の機能構成を示すブロック図
【図１３】実施の形態２に係る物体内部推定装置の処理動作を示すフローチャート
【図１４】実施の形態２における複数の光路モデルを示す模式図
【図１５】実施の形態２における補正処理を説明するための図
【図１６】従来の散乱体内の吸収率分布推定方法を示すフローチャート
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　（本発明の基礎となった知見）
　本発明者は、先行技術文献に記載の物体内部推定方法に関し、以下の問題が生じること
を見いだした。なお、以下説明において、内部で散乱が生じる物体を散乱体と呼ぶ。また
、散乱体内で光を吸収する物体を光吸収物体と呼ぶ。
【００１５】
　図１６は、従来の散乱体内の吸収率分布推定方法を示すフローチャートである。図１６
に示すように、特許文献１～３では、複数の波長の入射光および出射光の強度を計測し、
入射光と出射光の計測された強度の組合せから行列Ｙを生成する。その後、散乱体を複数
の空間（以下、ボクセルと呼ぶ）に分割し、モンテカルロ・レイトレーシングで光の経路
をシミュレーションする。シミュレーション結果が示す光の経路（光路モデル）から平均
光路長を求める。複数の波長の光を利用することで未知数の削減を行い、行列Ｙと平均光
路長とから散乱体中の吸収率分布を求める。
【００１６】
　しかしながら、これらの方法では、散乱体内の吸収率分布を線形演算で算出するために
、以下に示す２つの近似が行われている。第一に、散乱や散乱の広がりによって生じる光
量の減衰が、複数の波長で等しいという近似である。第二に、異なる波長間で平均光路長
が等しいという近似である。実際には、散乱と吸収係数の分布は波長依存性があるため、
平均光路長は波長ごとに異なる。このような近似により、上記従来の方法では、散乱体内
の正確な吸収率分布を求めることが難しい。
【００１７】
　そこで、本発明の一態様に係る物体内部推定装置は、第１の物体の内部を推定する物体
内部推定装置であって、前記第１の物体とは異なる第２の物体が前記第１の物体内に含ま
れていないと仮定した場合における、（i）光が前記第１の物体に入射してから出射する
までの間にとる複数の経路を表す複数の光路モデルと、（ii）前記複数の光路モデルに沿
って前記第１の物体内を伝搬して前記第１の物体から出射した仮想的な光の所定面上にお
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ける強度を示す第１の光強度分布とを取得する第１の取得部と、前記第１の物体に入射し
てから出射した光の強度分布であって前記所定面上において観測された光の強度分布であ
る第２の光強度分布を取得する第２の取得部と、前記所定面上の位置ごとに、前記第１の
光強度分布および前記第２の光強度分布間における光の強度の比較結果に基づいて、前記
第１の物体内に前記第２の物体が存在する確率を示す投票値を算出する投票値算出部と、
前記第１の物体の内部を複数の投票領域に仮想的に分割し、前記所定面上の位置ごとに、
当該位置に到達する光の光路モデル上の投票領域に対して当該位置の前記投票値を投票す
る投票部と、投票結果に基づいて、前記複数の投票領域の各々に前記第２の物体が存在す
るか否かを推定する推定部とを備える。
【００１８】
　この構成によれば、光が第１の物体に入射してから出射するまでの間にとる複数の経路
を表す複数の光路モデルを用いて、第１の物体内の各領域に第２の物体が存在する否かを
推定することができる。したがって、第１の物体内で光が散乱する場合でも、第１の物体
内の第２の物体の位置および形状を推定することができる。つまり、近赤外光などＸ線以
外の人体に安全な光を用いて物体の内部を推定する場合に推定精度を向上させることがで
きる。
【００１９】
　さらに、この構成によれば、第１の光強度分布と第２の光強度分布間における光の強度
の比較結果に基づいて、第１の物体内に第２の物体が存在する確率を示す投票値を算出す
ることができる。また、光路モデル上の投票領域に対する投票値の投票結果に基づいて、
複数の投票領域の各々に第２の物体が存在するか否かを推定することができる。つまり、
第１の物体の内部を推定するために、複数の波長の光を用いる必要がなく、線形演算の必
要もない。したがって、上述したような吸収率分布の線形演算のための近似も不要となる
ので、物体の内部の推定精度を向上させることができる。
【００２０】
　また例えば、前記物体内部推定装置は、さらに、前記複数の投票領域に対する投票回数
のばらつきに基づいて、前記投票結果を補正する補正部を備え、前記推定部は、補正され
た前記投票結果に基づいて、前記複数の投票領域の各々に前記第２の物体が存在するか否
かを推定してもよい。
【００２１】
　この構成によれば、複数の投票領域に対する投票回数のばらつきに基づいて投票結果を
補正することができる。したがって、例えば、第１の物体内の光が通過しにくい領域（投
票回数が少ない領域）に第２の物体が存在すると誤って推定されることを減少させること
ができる。
【００２２】
　また例えば、前記複数の投票領域は、前記第１の物体の断面上の複数の領域であり、前
記推定部は、複数の断面の各々について、前記複数の投票領域の各々に前記第２の物体が
存在するか否かを推定することにより、複数の２次元断層画像を生成し、前記物体内部推
定装置は、さらに、前記複数の２次元断層画像を統合することにより、前記第１の物体内
の３次元ボリュームデータを生成する統合部を備えてもよい。
【００２３】
　この構成によれば、複数の２次元断層画像を統合することにより、３次元ボリュームデ
ータを生成することができる。したがって、より正確に第１の物体の内部を推定すること
ができる。
【００２４】
　また例えば、前記第２の取得部は、可視光または近赤外光を前記第１の物体に照射する
光源部と、前記第１の物体に入射してから出射した光を撮像することにより、前記第２の
光強度分布を示す観測画像を取得する撮像部とを備えてもよい。
【００２５】
　この構成によれば、第２の取得部は、光源部と撮像部とを用いて、第２の光強度分布を
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示す観測画像を取得することができる。
【００２６】
　また例えば、前記第１の取得部は、前記複数の光路モデルを、モンテカルロ・レイトレ
ーシング・シミュレーションによって導出してもよい。
【００２７】
　この構成によれば、モンテカルロ・レイトレーシング・シミュレーションによって、複
数の光路モデルを比較的容易に導出することができる。
【００２８】
　また例えば、前記第１の取得部は、シミュレーション結果と観測結果との誤差を粗密探
索によって削減することにより、前記モンテカルロ・レイトレーシング・シミュレーショ
ンで用いるパラメータを導出してもよい。
【００２９】
　この構成によれば、モンテカルロ・レイトレーシング・シミュレーションで用いるパラ
メータを粗密探索によって導出することができ、パラメータの精度を向上させることがで
きる。
【００３０】
　また例えば、前記第１の取得部は、前記第１の物体に互いに異なる方向から入射する複
数の光の各々について、前記複数の光路モデルと前記第１の光強度分布とを取得し、前記
第２の取得部は、前記複数の光の各々について前記第２の光強度分布を取得し、前記投票
値算出部は、前記複数の光の各々について前記投票値を算出し、前記投票部は、前記複数
の光の各々について前記投票値を投票してもよい。
【００３１】
　この構成によれば、第１の物体に複数の方向から入射する複数の光の各々について、投
票結果を得ることができる。したがって、１つの方向から入射する光のみを用いる場合よ
りも、奥行き方向の推定精度を向上させることができる。
【００３２】
　また例えば、前記物体内部推定装置は、さらに、前記複数の投票領域の各々の位置に基
づいて前記投票結果を補正する補正部を備え、前記推定部は、補正された前記投票結果に
基づいて、前記複数の投票領域の各々に前記第２の物体が存在するか否かを推定してもよ
い。
【００３３】
　この構成によれば、各投票領域の位置に基づいて投票結果を補正することができる。し
たがって、投票領域の位置に依存して第２の物体が存在するか否かの推定精度が変化する
場合に、推定精度の低下を抑制することができる。
【００３４】
　また例えば、前記複数の投票領域は、第１の投票領域と、前記第１の投票領域よりも前
記第１の物体の中心に近い第２の投票領域とを含み、前記補正部は、前記第１の投票領域
における前記第２の物体の存在確率が前記第２の投票領域よりも相対的に低下するように
前記投票結果を補正してもよい。
【００３５】
　この構成によれば、第１の投票領域における第２の物体の存在確率が第２の投票領域よ
りも相対的に低下するように投票結果を補正することができる。ここで、第２の投票領域
は、第１の投票領域よりも第１の物体の中心に近い。したがって、第２の物体を透過する
光の光路モデル上の投票領域のうち、第２の物体が存在しない投票領域に第２の物体が存
在すると推定されることを減少させることができる。
【００３６】
　なお、これらの包括的または具体的な態様は、システム、方法、集積回路、コンピュー
タプログラムまたはコンピュータ読み取り可能なＣＤ－ＲＯＭなどの記録媒体で実現され
てもよく、システム、方法、集積回路、コンピュータプログラムおよび記録媒体の任意な
組み合わせで実現されてもよい。
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【００３７】
　以下、実施の形態について、図面を用いて詳細に説明する。
【００３８】
　なお、以下で説明する実施の形態は、いずれも包括的または具体的な例を示す。以下の
実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置および接続形態、ス
テップ、ステップの順序などは、一例であり、請求の範囲を限定する主旨ではない。また
、以下の実施の形態における構成要素のうち、最上位概念を示す独立請求項に記載されて
いない構成要素は、任意の構成要素として説明される。
【００３９】
　（実施の形態１）
　実施の形態１に係る物体内部推定装置は、物体の内部を推定する。特に、本実施の形態
においては、物体内部推定装置は、散乱体内に含まれる光吸収物体の位置および形状を推
定する。
【００４０】
　ここで、散乱体とは、その内部で散乱が生じる物体のことである。また、光吸収物体と
は、光を吸収するあらゆる物体を含み、その吸収率等は問わない。散乱体は、固体、液体
および気体のいずれであってもよい。例えば、散乱体が液体の水である場合、物体内部推
定装置は、水中の吸収物体を推定することができる。また例えば、散乱体が気体の空気と
液体の水滴との混合物である場合、物体内部推定装置は、霧の内部を推定することができ
る。なお、散乱体は、第１の物体の一例である。また、光吸収物体は、第２の物体の一例
である。
【００４１】
　＜機能構成＞
　図１は、実施の形態１に係る物体内部推定装置１０の機能構成を示すブロック図である
。図１に示すように、物体内部推定装置１０は、第１の取得部１１と、第２の取得部１２
と、投票値算出部１３と、投票部１４と、推定部１５と、統合部１６とを含む。なお、物
体内部推定装置１０は、統合部１６を含まなくてもよい。例えば、物体内部推定装置１０
の外部の装置が統合部１６を備えてもよい。
【００４２】
　（第１の取得部１１）
　第１の取得部１１は、光吸収物体が散乱体内に含まれていないと仮定した場合における
、複数の光路モデルと第１の光強度分布とを取得する。複数の光路モデルとは、光が散乱
体に入射してから出射するまでの間にとる複数の経路を表す。第１の光強度分布とは、複
数の光路モデルに沿って散乱体内を伝搬して散乱体から出射した仮想的な光の所定面上に
おける強度を示す。所定面とは、散乱体外部の平面あるいは曲面であり、散乱体から出射
した光が到達する面である。つまり、第１の取得部１１は、散乱体内における仮想的な複
数の光路と、散乱体外における仮想的な光強度分布とを取得する。
【００４３】
　本実施の形態では、第１の取得部１１は、散乱シミュレーションモデル（以下、単に散
乱モデルと呼ぶ）を用いて、散乱体内の光が通過する分割領域（例えばボクセル）の集合
を光路モデルとして求める。また、第１の取得部１１は、各光路モデルに沿って散乱体内
を伝搬した光の透過率を求める。光の透過率とは、入射光の強度に対する出射光の強度の
比率である。つまり、複数の光の透過率は、第１の光強度分布に相当する。
【００４４】
　（第２の取得部１２）
　第２の取得部１２は、散乱体に入射してから出射した光の強度分布であって所定面上に
おいて観測された光の強度分布である第２の光強度分布を取得する。上述したように、所
定面は、散乱体に入射してから出射した光が到達する面である。例えば、所定面は、散乱
体への光の入射方向に垂直な面である。
【００４５】
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　本実施の形態では、第２の取得部１２は、散乱体を透過した光（散乱光および直進光）
を撮影することにより、第２の強度分布を示す観測画像を取得する。具体的には、第２の
取得部１２は、可視光または近赤外光を散乱体に照射する光源部１２ａと、散乱体に入射
してから出射した光を撮像することにより、第２の強度分布を示す観測画像を撮影する撮
像部１２ｂとを含む。
【００４６】
　例えば、光源部１２ａは、可視光線または近赤外光線を出力するレーザである。また例
えば、撮像部１２ｂは、レンズユニットおよび撮像素子等を備えるカメラである。
【００４７】
　（投票値算出部１３）
　投票値算出部１３は、第２の光強度分布が観測された所定面上の位置ごとに、第１の光
強度分布および第２の光強度分布間における光の強度の比較結果に基づいて投票値を算出
する。この投票値は、散乱体内に光吸収物体が存在する確率を示す。逆に言えば、投票値
は、散乱体内に光吸収物体が存在しない確率を示す。つまり、投票値は、所定面上の各位
置に到達する光の光路上に光吸収物体が存在する確率および存在しない確率を示す。
【００４８】
　なお、以下において、値が大きいほど光吸収物体が存在する可能性が高い確率を存在確
率と呼ぶ。逆に、値が大きいほど光吸収物体が存在しない可能性が高い確率を非存在確率
と呼ぶ。
【００４９】
　投票値算出部１３は、例えば、第２の光強度分布における光の強度値（以下、第２の強
度値と呼ぶ）を第１の光強度分布における光の強度値（以下、第１の強度値と呼ぶ）で除
算した結果に比例する値を、非存在確率を示す投票値として算出してもよい。また例えば
、投票値算出部１３は、第１の強度値と第２の強度値との差分値に比例する値を、存在確
率を示す投票値として算出してもよい。また例えば、投票値算出部１３は、第１の強度値
と第２の強度値との差分値を第１の強度値で除算した結果に比例する値を、存在確率を示
す投票値として算出してもよい。
【００５０】
　本実施の形態では、投票値算出部１３は、撮像部１２ｂによって撮影された観測画像の
各画素値（観測値）と、散乱モデルにより得られる、各画素に対応する光透過率との比率
を、各画素に到達する光の光路上に光吸収物体が存在しない確率（非存在確率）として求
める。
【００５１】
　散乱モデルにより得られる光透過率は、散乱体内に光吸収物体が存在しないと仮定して
求められている。そのため、ある画素において光透過率と観測値とが等しい場合、その画
素に到達する光の光路上に光吸収物体が存在しないと推定される。逆に、ある画素におい
て観測値が光透過率よりも小さいほど、その画素に到達する光の光路上に光吸収物体が存
在する確率が高いと推定される。
【００５２】
　（投票部１４）
　投票部１４は、散乱体の内部を複数の投票領域に仮想的に分割する。そして、投票部１
４は、第２の光強度分布が観測された所定面上の位置ごとに、当該位置に到達する光の光
路モデル上の投票領域に対して当該位置の投票値を投票する。具体的には、投票部１４は
、例えば、各位置に到達する光の光路モデル上の各投票領域が有する値に各位置の投票値
を加算する。
【００５３】
　本実施の形態では、投票部１４は、投票値算出部１３で求めた、各画素における光吸収
物体の非存在確率を示す投票値を、各画素に対応する光路モデル上の投票領域に投票する
。
【００５４】
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　（推定部１５）
　推定部１５は、投票結果の値の大きさに基づいて、散乱体内の光吸収物体の位置を推定
する。つまり、推定部１５は、投票結果に基づいて、複数の投票領域の各々に光吸収物体
が存在するか否かを推定する。具体的には、推定部１５は、例えば、各投票領域が有する
値（投票結果）を閾値と比較する。そして、推定部１５は、比較結果に基づいて、当該投
票領域に光吸収物体が存在するか否かを推定する。
【００５５】
　本実施の形態では、複数の投票領域は、散乱体の断面上の複数の領域である。そして、
推定部１５は、複数の断面の各々について、複数の投票領域の各々に光吸収物体が存在す
るか否かを推定することにより、複数の２次元断層画像を生成する。
【００５６】
　（統合部１６）
　統合部１６は、複数の２次元断層画像を統合することにより、散乱体内の３次元ボリュ
ームデータを生成する。
【００５７】
　＜動作＞
　次に、以上のように構成された物体内部推定装置１０の処理動作を説明する。
【００５８】
　図２は、実施の形態１に係る物体内部推定装置１０の処理動作を示すフローチャートで
ある。
【００５９】
　（ステップＳ１０１）
　まず、第１の取得部１１によるモデル生成処理（Ｓ１０１）について説明する。モデル
生成処理では、第１の取得部１１は、複数の光路モデルと光透過率とを算出する。散乱を
モデル化する方法として、本実施の形態では、モンテカルロ・レイトレーシングを用いる
。つまり、第１の取得部１１は、複数の光路モデルを、モンテカルロ・レイトレーシング
・シミュレーションによって導出する。
【００６０】
　モンテカルロ・レイトレーシングは、ＣＧ分野において、散乱や屈折などを伴う複雑な
光線の経路をモデル化する手法として利用されている。具体的なモンテカルロ・レイトレ
ーシングによる光路のモデル化の詳細については、例えば非特許文献２に記載されている
。
【００６１】
　図３は、モンテカルロ・レイトレーシング・シミュレーションによる光路モデルの導出
処理の詳細を示すフローチャートである。第１の取得部１１は、この処理フローに従って
光路モデルをシミュレートする。そして、第１の取得部１１は、後述する散乱モデルに従
って光の透過率を算出する。
【００６２】
　光路は光子の移動によって形成される。ここでは、３次元空間（ｘ、ｙ、ｚ）での光子
の移動についてシミュレーションする方法について述べる。ある２次元断面（ｘ、ｙ）上
を、光子がｚ＝０から散乱体の周縁まで散乱しながら移動するときの光路を求める。
【００６３】
　（ステップＳ３０１）
　光子生成処理（Ｓ３０１）では、光子の初期位置と初期移動方向とを設定する。例えば
、光子の初期位置を（ｘ、ｙ、ｚ）＝（０、０、０）と設定し、移動方向に関するベクト
ルは（μｘ、μｙ、μｚ）＝（０、０、１）と設定する。
【００６４】
　（ステップＳ３０２）
　光子移動距離設定処理（Ｓ３０２）では、光子の移動ステップｓを求める。ｓは、Ｌａ
ｍｂｅｒｔ－Ｂｅｅｒ則に従って、式（１）のように算出される。
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【００６５】
【数１】

【００６６】
　ここで、μtは、散乱係数μsと吸収係数μaの和である消滅係数である。光子の現在位
置における消滅係数と、乱数ξ（０＜ξ≦１）とを用いて、光子の移動ステップｓが定義
される。移動ステップｓが決まれば、光子の移動先の位置が式（２）のように設定される
。
【００６７】

【数２】

【００６８】
　（ステップＳ３０３）
　吸収重み算出処理（Ｓ３０３）では、吸収係数と消滅係数との比から重みの減少量ΔＷ
を求める。この重みの初期値Ｗは対象物に応じて適切に決められる。重みが０になれば、
光子が物体内部で吸収され、物体外に出射しないことを意味する。そのため、Ｗが大きけ
れば、光子が物体内部で吸収されにくく、Ｗが小さければ、光子が物体内部で吸収されや
すい。Ｗは、対象物体の媒質に応じて設定される。
【００６９】
【数３】

【００７０】
　（ステップＳ３０４）
　散乱方向設定処理（Ｓ３０４）では、位相関数のパラメータｇと乱数ξ（０＜ξ≦１）
とを用いて、式（４）のように、光子の移動角度θが決定される。位相関数とは、散乱の
偏りを近似的に表現した関数である。この位相関数のパラメータｇは散乱の等方性を意味
している。すなわち、ｇが正の値を有する場合は前方散乱となり、ｇが０の値を有する場
合は等方散乱となり、ｇが負の値を有する場合は後方散乱となる。
【００７１】
【数４】

【００７２】
　ここで、ψ＝２πξとすると、光子の移動方向θは、式（５）、（６）、（７）で示さ
れる。
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【００７３】
【数５】

【数６】

【数７】

【００７４】
　ただし、μz＝１の場合は、式（８）、（９）、（１０）が用いられ、μz＝－１の場合
は、式（１１）、（１２）、（１３）が用いられる。
【００７５】
【数８】

【数９】

【数１０】

【数１１】

【数１２】

【数１３】

【００７６】
　（ステップＳ３０５）
　重み打ち切り処理（Ｓ３０５）は、ロシアンルーレット方式と呼ばれる光子の打ち切り
を行う。具体的には、乱数ξ（０≦ξ≦１）と定数ｍとを用いて、式（１４）に示すよう
に、乱数ξが１／ｍ以下であればＷをｍＷに更新し、乱数ξが１／ｍより大きければ、光
子を消滅させる。
【００７７】
【数１４】

【００７８】
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　（ステップＳ３０６）
　以上までの処理の後、生き残った光子（消滅しなかった光子）に対して、引き続き、光
子移動距離設定処理が実行される。具体的には、更新されたμ’x、μ’y、μ’zと現在
位置の消滅係数とを用いて、光子の移動ステップｓが求められる。このようにモンテカル
ロ・レイトレーシング・シミュレーションでは、移動距離と移動方向とが乱数によって確
率的に摂動された光路モデルが求められる。
【００７９】
　次に、第１の取得部１１は、ここまでの処理で求めた、散乱体内の複数の光路モデルに
対する光の透過率を求める。ここでは、入射点から散乱点を経由して出射点につながる光
路モデルが、モンテカルロ・レイトレーシング・シミュレーションで得られている。
【００８０】
　図４は、散乱体内の３点ｐ１、ｐ２、ｐ３が与えられたときの、光強度の減衰量を説明
するための図である。点ｐ１からの光が距離ｄ1だけ離れた散乱点ｐ２にて、角度θの方
向に散乱し、距離ｄ2だけ離れた点ｐ３まで到達する光路において、光伝搬の割合Ｅp1,p2

,p3は、式（１５）で表される。
【００８１】
【数１５】

【００８２】
　ここで、ｐ（θ、ｇ）は、位相関数と呼ばれ、散乱の偏りを近似的に表現する関数であ
り、式（１６）で定義される。
【００８３】

【数１６】

【００８４】
　モンテカルロ・レイトレーシング・シミュレーションの説明でも述べたように、位相関
数のパラメータｇは散乱の等方性を意味している。すなわち、ｇが正の値を有する場合は
前方散乱となり、ｇが０の値を有する場合は等方散乱となり、ｇが負の値を有する場合は
後方散乱となる。
【００８５】
　モンテカルロ・レイトレーシング・シミュレーションで得られる、散乱点ｒ1、ｒ2、…
、ｒm、入射点ｒ0、および出射点ｒm+1をつなぐ光路Ｒｊにおける光の透過率について説
明する。ある散乱点ｒkにおいて、角度θk-1,k,k+1の方向に光が散乱するとき、光の透過
率は、式（１５）の積で表現されることから、光路Ｒｊにおける光透過率ＥＲｊは、式（
１７）で定義される。
【００８６】
【数１７】

【００８７】
　なお、距離ｄk,k+1と角度θk-1,k,k+1は式（１８）で定義される。
【００８８】
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【数１８】

【００８９】
　以上までの処理によって、第１の取得部１１は、光路Ｒｊと、その光路Ｒｊにおける光
透過率ＥＲｊを求めることができる。ここで、ｊはモンテカルロ・レイトレーシング・シ
ミュレーションにおけるサンプリング回数を示す。サンプリング回数が多いほど、高精度
なモデル化が可能である。
【００９０】
　なお、モンテカルロ・レイトレーシング・シミュレーションにて用いるパラメータ（散
乱係数、吸収係数、および位相関数のパラメータｇ）は、内部推定の対象となる散乱体の
実際の値に近いことが望ましい。一般に、これらのパラメータを実物体から推定すること
は困難である。
【００９１】
　そこで、本実施の形態では、事前に光吸収物体を含まない散乱体から出射した光の強度
分布を観測しておく。そして、第１の取得部１１は、モンテカルロ・レイトレーシング・
シミュレーションの結果として得られる複数の光路モデルから導出される光透過率が示す
光の強度分布が、実際の光の強度分布に近くなるようにパラメータ探索を行う。
【００９２】
　例えば、非特許文献１では、散乱が一度だけ生じる単一散乱現象のときの、各種係数を
推定した例が開示されている。また、非特許文献４では、皮膚などの生体に関する各種係
数の例も開示されている文献がある。これらの文献に記載された各種係数を参考にして、
第１の取得部１１は、実際に内部を推定する散乱体に近い媒質を有する物体のパラメータ
（散乱係数、吸収係数、および位相関数のパラメータｇ）の初期値を設定する。そして、
第１の取得部１１は、パラメータを微小に変化させながら、シミュレーション結果が示す
光透過率によって得られる光強度分布と観測結果が示す光強度分布との誤差が最小となる
パラメータを求める。つまり、第１の取得部１１は、シミュレーション結果と観測結果と
の誤差を粗密探索によって削減することにより、モンテカルロ・レイトレーシング・シミ
ュレーションで用いるパラメータを導出する。これにより、第１の取得部１１は、パラメ
ータの精度を向上させることができる。
【００９３】
　（ステップＳ１０２）
　次に、第２の取得部１２による撮影処理（Ｓ１０２）について説明する。撮影処理では
、第２の取得部１２は、実際の散乱体の撮影を行う。まず、単方向からの散乱体の撮影方
法について述べた後、信頼性が高い２次元断層画像を得るために多方向から散乱体を撮影
する方法について述べる。
【００９４】
　図５は、光源部１２ａ、散乱体、および撮像部１２ｂの配置の一例を示す模式図である
。ここでは、光源にレーザを利用する場合を例にして説明する。レーザの種類は、可視光
レーザでも近赤外光レーザでも構わない。
【００９５】
　例えば、薄めた牛乳など可視光でもある程度透過するような媒質を有する散乱体の内部
を推定する場合は、可視光レーザを利用できる。また例えば、食品や生体など可視光は透
過しないが、近赤外光は透過するような媒質を有する散乱体の場合は、近赤外光レーザや
ＬＥＤ光源を用いることが望ましい。
【００９６】
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　可視光と近赤外光とでは、波長が異なるので、散乱係数、吸収係数、および位相関数の
パラメータも異なる。そのため、モンテカルロ・レイトレーシング・シミュレーションに
利用するパラメータを、光源と散乱体の媒質とに合わせて調整する必要がある。なお、可
視光を用いる場合と近赤外光を用いる場合とで光吸収物体の推定処理に区別は無い。以下
、散乱体に入射する光を「入射光」、散乱体から出射する光を「出射光」と呼ぶ。
【００９７】
　図５では、光源部１２ａは、光を散乱体に照射する。また、撮像部１２ｂは、出射光を
観測する。例えば、散乱体の水平断面上の光吸収物体の位置を推定する場合、図６および
図７に示すように、観測画像から、推定対象断面に対応する水平方向（ｘ方向）の画素列
が取得される。図７は、取得された画素列の各画素の位置（ｘ座標）を横軸に、画素値を
縦軸に表したグラフである。
【００９８】
　以上の処理で単方向から入射した光を観測できる。しかし、単方向のみの情報では、奥
行き方向の情報が不十分であるため、光吸収物体の位置推定精度が低い。そこで、散乱体
を回転台の中心に載せて散乱体を回転させながら撮影してもよい。つまり、撮像部１２ｂ
は、複数方向から光が散乱体に入射したときの出射光を撮像してもよい。
【００９９】
　すなわち、散乱体に互いに異なる方向から入射する複数の光の各々について、ステップ
Ｓ１０１～ステップＳ１０４が実行されてもよい。具体的には、第１の取得部１１は、複
数の光の各々について、複数の光路モデルと第１の光強度分布とを取得してもよい。第２
の取得部１２は、複数の光の各々について第２の光強度分布を取得してもよい。投票値算
出部１３は、複数の光の各々について投票値を算出してもよい。投票部１４は、複数の光
の各々について投票値を投票してもよい。
【０１００】
　これにより、奥行き方向への推定精度を向上させることができる。なお、本実施の形態
では、回転台を用いて散乱体を回転させる方法について述べたが、散乱体の周りを光源部
１２ａと撮像部１２ｂとが回転しても構わない。
【０１０１】
　（ステップＳ１０３）
　次に、投票値算出部１３による投票値算出処理（Ｓ１０３）について述べる。投票値算
出処理（Ｓ１０３）と投票処理（Ｓ１０４）は、散乱体の回転角度に依存しないので、単
方向から光が入射する場合を例に説明する。
【０１０２】
　図８は、モンテカルロ・レイトレーシング・シミュレーションによって導出された、画
素Ａ、画素Ｂ、および画素Ｃにそれぞれ出射する３つの光路モデルの例を示している。本
説明では、左の光路モデルを「画素Ａに対応する光路モデル」、中央の光路モデルを「画
素Ｂに対応する光路モデル」、右の光路モデルを「画素Ｃに対応する光路モデル」と呼ぶ
。
【０１０３】
　なお、１つの方向から散乱体に入射した光には、図８に示すような複数の光路モデルが
導出される。つまり、１つの入射光は、複数の経路を伝搬して複数の位置から出射する。
【０１０４】
　図９は、散乱モデルによる光透過率の分布（第１の光強度分布）と観測値の分布（第２
の光強度分布）の一例である。図９において、横軸は推定対象断面上の位置を示す。画素
Ａ、画素Ｂ、および画素Ｃにそれぞれ対応する位置をＡ、Ｂ、Ｃと表示している。また、
図９において、縦軸は画素値（光透過率および観測値）を示す。
【０１０５】
　光透過率と観測値とはスケールが異なるため、光透過率の最大値と観測値の最大値とが
一致するように、光透過率の分布と観測値の分布とを正規化する。なお、図９に示す分布
は、図６に示す円柱形の散乱体内に２つの円柱形の光吸収物体が配置されたときの例であ
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る。
【０１０６】
　式（１７）で得られる個々の光路モデルの光透過率を合算した後、正規化した正規化光
透過率が求められる。ここで、画素ｉの正規化光透過率の値をＮＥＲｉとし、撮像部１２
ｂで観測された画素ｉの画素値をＴｉとする。
【０１０７】
　モンテカルロ・レイトレーシング・シミュレーションで得られるＮ個の光路モデルＲｊ
（ｊは１～Ｎ）上に光吸収物体が存在しない確率Ｖ（Ｒｊ）は、式（１９）で定義される
。
【０１０８】
【数１９】

【０１０９】
　ここで、画素ｉの位置に出射する光線の光路における確率をＶ（Ｒｉｊ）と定義する。
画素ｉの位置に出射する光線の正規化光透過率ＮＥＲｉおよび観測画素値Ｔｉと、光吸収
物体が存在しない確率Ｖ（Ｒｉｊ）との関係は、式（２０）で表現される。
【０１１０】

【数２０】

【０１１１】
　光吸収物体が存在しない確率Ｖ（Ｒｉｊ）は、画素ｉの画素値Ｔｉを用いて式（２１）
のように表される。
【０１１２】

【数２１】

【０１１３】
　光吸収物体の非存在確率は、観測した画素値と散乱モデルによる正規化光透過率との比
で求められる。以上により、各画素に到達する光の経路上に光吸収物体が存在しない確率
が求められる。投票値算出処理では、このように求められる非存在確率が投票値として画
素ごとに出力される。
【０１１４】
　（ステップＳ１０４）
　投票部１４による投票処理（Ｓ１０４）について説明する。投票処理では、投票部１４
は、求められた非存在確率を、モンテカルロ・レイトレーシング・シミュレーションで求
めた光路モデル上の投票領域に投票することで、散乱体内での光吸収物体の非存在確率の
分布を求める。
【０１１５】
　投票処理について、図１０および図１１を用いて説明する。
【０１１６】
　図１０のように、投票値算出処理にて、画素Ａ、画素Ｂ、画素Ｃにおける光吸収物体の
非存在確率（投票値）が０．２、０．９、０．１と算出されている。ここで、図１１のよ
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うに、画素Ａ、画素Ｂ、画素Ｃに到達する光の光路モデル上の投票領域の値に、算出され
た投票値を加算していく。ここでは、投票領域は、散乱体を仮想的に分割して得られるボ
クセルである。図１１の（ａ）のように、画素Ａに到達する光の光路モデル上の各ボクセ
ルには、投票値０．２が投票される。
【０１１７】
　画素Ａおよび画素Ｃに到達する光の光路モデル上の各投票領域に投票される投票値は、
それぞれ０．２および０．１と比較的小さな値である（図１１の（ａ）および（ｃ））。
逆に、画素Ｂに到達する光の光路モデル上の各投票領域に投票される投票値は、比較的大
きな値である（図１１の（ｂ））。
【０１１８】
　観測値は、複数の出射光の和に対応するため、光吸収物体が存在していても完全に０に
なることは稀である。しかしながら、小さな投票値を複数回投票することにより、光吸収
物体の非存在確率の差が投票領域ごとに明確になる。
【０１１９】
　（ステップＳ１０５）
　推定部１５による推定処理（Ｓ１０５）について説明する。推定処理では、散乱体内の
光吸収物体の推定を行う。具体的には、推定部１５は、投票領域ごとに、投票結果が閾値
より小さければ、当該投票領域に光吸収物体が存在すると判定する。
【０１２０】
　以上の処理によって、ある断面における光吸収物体の推定結果が得られる。そして、推
定部１５は、位置（例えば高さ）が異なる複数の断面の各々について、光吸収物体の推定
を行うことなり、複数の２次元断層画像を生成する。統合部１６は、生成された複数の２
次元断層画像を統合することで３次元ボリュームデータ（３次元画像）を生成する。
【０１２１】
　図６の例においては、画素列のｙ座標を変化させて、各断面における推定処理を行って
いく。統合部１６は、単に、２次元断層画像を並べるだけでなく、用途に応じた信号処理
（例えば、断層画像間の連続性を高めるための処理、あるいはノイズ除去のための平滑化
処理など）を２次元断層画像に適用することが可能である。これらの信号処理としては、
既存のボリュームレンダリングの高画質化処理が用いられればよい。
【０１２２】
　＜効果＞
　以上のように、本実施の形態に係る物体内部推定装置１０によれば、光が散乱体に入射
してから出射するまでの間にとる複数の経路を表す複数の光路モデルを用いて、散乱体内
の各領域に光吸収物体が存在する否かを推定することができる。したがって、散乱体内で
光が散乱する場合でも、散乱体内の光吸収物体の位置および形状を推定することができる
。つまり、近赤外光などＸ線以外の人体に安全な光を用いて物体の内部を推定する場合に
推定精度を向上させることができる。
【０１２３】
　さらに、本実施の形態に係る物体内部推定装置１０によれば、第１の光強度分布と第２
の光強度分布間における光の強度の比較結果に基づいて、散乱体内に光吸収物体が存在す
る確率を示す投票値を算出することができる。また、光路モデル上の投票領域に対する投
票値の投票結果に基づいて、複数の投票領域の各々に光吸収物体が存在するか否かを推定
することができる。つまり、散乱体の内部を推定するために、複数の波長の光を用いる必
要がなく、線形演算の必要もない。したがって、吸収率分布の線形演算のための近似も不
要となるので、物体の内部の推定精度を向上させることができる。
【０１２４】
　また、本実施の形態に係る物体内部推定装置１０によれば、複数の２次元断層画像を統
合することにより、３次元ボリュームデータを生成することができる。したがって、より
正確に散乱体の内部を推定することができる。
【０１２５】
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　（実施の形態２）
　次に、実施の形態２に係る物体内部推定装置について説明する。実施の形態１と同様に
、実施の形態２に係る物体内部推定装置は、物体の内部を推定する。ただし、本実施の形
態では、投票結果を補正する点が実施の形態１と異なる。
【０１２６】
　以下、本実施の形態に係る物体内部推定装置について図面を参照しながら具体的に説明
する。なお、本実施の形態において、実施の形態１と同様の機能あるいは処理については
、説明が不必要に冗長になるのを避けるために説明を省略する場合がある。
【０１２７】
　＜機能構成＞
　図１２は、実施の形態２に係る物体内部推定装置２０の機能構成を示すブロック図であ
る。
【０１２８】
　補正部２１は、散乱体内の投票領域を通過する光路の数あるいは入射光の入射位置によ
って生じる投票値の偏りを補正する。具体的には、補正部２１は、例えば、複数の投票領
域に対する投票回数のばらつきに基づいて投票結果を補正してもよい。また例えば、補正
部２１は、複数の投票領域の各々の位置に基づいて投票結果を補正してもよい。
【０１２９】
　推定部１５は、補正された投票結果に基づいて、複数の投票領域の各々に光吸収物体が
存在するか否かを推定する。
【０１３０】
　＜動作＞
　次に、以上のように構成された物体内部推定装置２０の処理動作について説明する。図
１３は、実施の形態２に係る物体内部推定装置２０の処理動作を示すフローチャートであ
る。図１３では、図２のフローチャートに対して、補正処理（Ｓ２０１）が追加されてい
る。
【０１３１】
　投票処理では、投票回数のばらつき、あるいは光の入射位置設定によって投票結果に偏
りが生じる。そのため、補正処理（Ｓ２０１）では、以下のような処理を行うことにより
、投票結果の偏りを削減する。
【０１３２】
　投票回数のばらつきに関しては、各投票領域の投票回数を記録しておき、投票回数を用
いて投票結果の正規化を行う。例えば、補正部２１は、投票領域ごとに、当該領域に投票
された投票値の和を投票回数で除算することにより、正規化された投票結果を得る。ここ
で、投票回数が０回となる投票領域は、不定領域と定義され、投票結果の計算対象から除
外される。
【０１３３】
　例えば、図１４は、入射光が散乱体内で散乱したときに得られる複数の光路モデルを示
す模式図である。図１４には、光の入射角が０度、４５度、および９０度であるときの複
数の光路モデルの例が示されている。断面が円形である散乱体内に光吸収物体が２つ存在
する。レーザのような直進性の高い光が散乱体に入射する場合、図１４に実線矢印で示す
ように、複数の光路モデルは扇状に形成される。このとき、入射位置の左右の領域は、光
路が存在しないので不定領域となる。
【０１３４】
　第２の取得部１２は、図１４に示すように、散乱体を回転して撮影する。そして、投票
部１４は、複数の入射角度に対して独立に投票処理を行う。そして、補正部２１は、不定
領域となる投票領域の投票結果を除いて、複数の入射角度に対して得られた投票結果の平
均値を算出する。つまり、いずれかの入射角度で不定領域とならなければ、投票領域は、
投票結果を得られる。このように、補正部２１は、不定領域が投票結果に影響を及ぼさな
いように投票結果を算出する。



(19) JP 6212312 B2 2017.10.11

10

20

30

40

50

【０１３５】
　次に、光の入射位置設定による投票結果の偏りの補正について述べる。そもそも、散乱
体に光を入射し撮影する場合、光の入射方向と入射位置における散乱体表面の法線方向と
が対向していない場合、入射光が散乱体表面で屈折する。入射光が散乱体表面で屈折する
と、物体の形状やフレネル係数などを考慮した散乱モデルが必要となるため、散乱モデル
生成の難易度が高くなる。
【０１３６】
　そこで、光源部１２ａは、例えば、断面が円形の散乱体において、光の入射方向と入射
位置における散乱体表面の法線方向とが対向する位置から光を散乱体に照射する。これに
より、散乱体の表面における屈折の問題を回避する。しかしながら、このように光の入射
位置に制限が加えられることによって、投票回数が十分な投票領域であっても、正しい投
票結果が得られない場合がある。
【０１３７】
　例えば、図１４に示す「光線Ａ」の光路モデル上には、光吸収物体が存在する。そのた
め、「光線Ａ」の光路モデル上の各投票領域には、光吸収物体の存在確率が高いことを示
す投票値が投票される。しかしながら、「光線Ａ」の光路モデルの下流側（出射位置付近
）には、光吸収物体は存在しない。ここで、光の入射位置が限定される場合には、光吸収
物体を横切らずに光線Ａの出射位置付近の投票領域を通過する光路モデルが存在しない場
合がある。このような場合には、投票部１４は、実際には光吸収物体が存在しない投票領
域に、光吸収物体が存在しないことを示す投票値を投票できない。
【０１３８】
　そこで、補正部２１は、複数の投票領域の各々の位置に基づいて投票結果を補正する。
具体的には、補正部２１は、以下に示す散乱体内の位置に依存する信頼度に基づいて投票
結果を補正する。例えば、断面が円形の散乱体に、入射位置における表面の法線と対向す
る位置から光が入射する場合、散乱体断面の中心部の投票値の信頼度が高く、周縁部（表
面）に近いほど投票値の信頼度が低い。
【０１３９】
　そこで、補正部２１は、第１の投票領域における光吸収物体の存在確率が第２の投票領
域よりも相対的に低下するように投票結果を補正する。ここでは、第２の投票領域は、第
１の投票領域よりも散乱体の中心に近い。逆に言えば、第１の投票領域は、第２の投票領
域よりも散乱体の表面に近い。具体的には、例えば投票値が非存在確率を示す場合、補正
部２１は、第１の投票領域の投票結果の値を第１の値だけ増加させ、第２の投票領域の投
票結果の値を第１の値より小さい第２の値だけ増加させる。
【０１４０】
　本実施の形態では、補正部２１は、図１５に示すような補正係数を用いて投票結果を補
正する。この補正係数は、散乱体の中心から所定の距離ｒ以下の位置においては「１」の
値を有し、距離ｒより離れた位置においてはｅｘｐ（α｜ｘ｜）の値を有する。補正部２
１は、この補正係数を投票結果の値に掛けることにより、非存在確率を示す投票値による
投票結果を補正する。これにより、補正部２１は、光路モデルが扇状に広がることにより
、散乱体の周縁部における投票値の信頼度が低下する場合にも、適切な投票結果を得るこ
とができる。なお、断面が円形以外の散乱体に対しても、補正部２１は、光路モデルの分
布に基づく信頼度に応じた補正係数を用いることで、投票結果を適切に補正することが可
能となる。
【０１４１】
　このように補正された投票結果に基づいて、推定処理（Ｓ１０５）において推定部１５
は、各投票領域における光吸収物体の推定を行う。具体的には、推定部１５は、投票領域
において投票値が閾値より小さければ、当該投票領域に光吸収物体が存在すると判定する
。
【０１４２】
　＜効果＞
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　以上のように、本実施の形態に係る物体内部推定装置２０によれば、光の入射位置が限
定される場合や、散乱度合いによって光が届かない場所が散乱体の表面近くに存在する場
合でも、散乱体の内部を高精度に推定することが可能になる。
【０１４３】
　つまり、本実施の形態に係る物体内部推定装置２０によれば、複数の投票領域に対する
投票回数のばらつきに基づいて投票結果を補正することができる。したがって、例えば、
散乱体内の光が通過しにくい領域（投票回数が少ない領域）に光吸収物体が存在すると誤
って推定されることを減少させることができる。
【０１４４】
　また、本実施の形態に係る物体内部推定装置２０によれば、各投票領域の位置に基づい
て投票結果を補正することができる。したがって、投票領域の位置に依存して光吸収物体
が存在するか否かの推定精度が変化する場合に、推定精度の低下を抑制することができる
。
【０１４５】
　特に、本実施の形態に係る物体内部推定装置２０によれば、第１の投票領域における光
吸収物体の存在確率が第２の投票領域よりも相対的に低下するように投票結果を補正する
ことができる。ここで、第２の投票領域は、第１の投票領域よりも散乱体の中心に近い。
したがって、光吸収物体を透過する光の光路モデル上の投票領域のうち、光吸収物体が存
在しない投票領域に光吸収物体が存在すると推定されることを減少させることができる。
【０１４６】
　（他の実施の形態）
　以上、１つまたは複数の態様に係る物体内部推定装置について、実施の形態に基づいて
説明したが、本発明は、この実施の形態に限定されるものではない。本発明の趣旨を逸脱
しない限り、当業者が思いつく各種変形を本実施の形態に施したものや、異なる実施の形
態における構成要素を組み合わせて構築される形態も、１つまたは複数の態様の範囲内に
含まれてもよい。
【０１４７】
　例えば、上記各実施の形態において、第１の取得部１１は、推定のたびに複数の光路モ
デルと光の透過率とを求めていたが、必ずしも推定のたびに求める必要はない。推定対象
となる散乱体が事前にわかっていれば、その散乱体のために前に導出された複数の光路モ
デルと光の透過率とを記憶している記憶部（メモリ）から、複数の光路モデルと光の透過
率とを読み込んでもよい。これにより、第１の取得部１１の処理負荷を軽減することがで
きる。
【０１４８】
　また例えば、上記各実施の形態では、第１の取得部１１は、複数の光路モデルおよび光
の透過率の導出処理を行っていたが、必ずしも導出処理を行わなくてもよい。例えば、第
１の取得部１１は、推定対象となる散乱体のために既に求められた複数の光路モデルおよ
び光の透過率を外部の装置から取得してもよい。
【０１４９】
　また例えば、上記各実施の形態において、複数の光路モデルは、モンテカルロ・レイト
レーシングによって求められていたが、他の散乱モデル化手法によって求められてもよい
。
【０１５０】
　また例えば、上記各実施の形態では、第１の光強度分布が光の透過率である場合につい
て説明したが、第１の光強度分布は光の透過率でなくてもよい。つまり、第１の光強度分
布は、複数の光路モデルに沿って散乱体内を伝搬して散乱体から出射した仮想的な光の所
定面上の強度を示すデータであれば、どのようなデータであってもよい。
【０１５１】
　また例えば、上記各実施の形態において、第２の取得部１２は、光源部１２ａおよび撮
像部１２ｂを備えていたが、光源部１２ａおよび撮像部１２ｂを備えなくてもよい。例え



(21) JP 6212312 B2 2017.10.11

10

20

30

40

50

ば、物体内部推定装置の外部に設けられた光源が散乱体に光を照射してもよい。また例え
ば、第２の取得部１２は、物体内部推定装置の外部に設けられたカメラで撮影された観測
画像をネットワークあるいは記録媒体等を介して取得してもよい。
【０１５２】
　また例えば、上記各実施の形態において、観測画像は、散乱体内を透過する光を撮像し
たものであったが、散乱体内で反射する光を撮像したものであっても構わない。
【０１５３】
　また例えば、上記各実施の形態では、第２の光強度分布が画像である場合について説明
したが、第２の光強度分布は画像でなくてもよい。つまり、第２の光強度分布は、所定面
上で観測された、散乱体から出射した光の強度分布を示すデータであれば、どのようなデ
ータであってもよい。
【０１５４】
　また例えば、上記各実施の形態では、各投票領域に投票された投票値の和を投票結果と
して利用していたが、例えば、投票値の統計的な代表値（平均値、最大値あるいは最小値
など）を投票結果として利用してもよい。適切な代表値を用いることで、投票回数のばら
つきによる推定精度の低下を抑制することができる。
【０１５５】
　また例えば、上記各実施の形態において、散乱体の断面ごとに光吸収物体の推定処理が
行われていたが、必ずしも断面毎に推定処理を行う必要はない。例えば、推定処理は、３
次元で行われてもよい。この場合、複数の２次元断層画像を統合しなくても、散乱体の内
部の３次元画像を得ることができる。つまり、物体内部推定装置は、統合部を備えなくて
もよい。
【０１５６】
　また、上記各実施の形態における物体内部推定装置が備える構成要素の一部または全部
は、１個のシステムＬＳＩ（Ｌａｒｇｅ　Ｓｃａｌｅ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ：大規模
集積回路）から構成されているとしてもよい。例えば、物体内部推定装置は、第１の取得
部１１と、第２の取得部１２と、投票値算出部１３と、投票部１４と、推定部１５とを有
するシステムＬＳＩから構成されてもよい。
【０１５７】
　システムＬＳＩは、複数の構成部を１個のチップ上に集積して製造された超多機能ＬＳ
Ｉであり、具体的には、マイクロプロセッサ、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒ
ｙ）、ＲＡＭ（Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）などを含んで構成されるコ
ンピュータシステムである。前記ＲＯＭには、コンピュータプログラムが記憶されている
。前記マイクロプロセッサが、前記コンピュータプログラムに従って動作することにより
、システムＬＳＩは、その機能を達成する。
【０１５８】
　なお、ここでは、システムＬＳＩとしたが、集積度の違いにより、ＩＣ、ＬＳＩ、スー
パーＬＳＩ、ウルトラＬＳＩと呼称されることもある。また、集積回路化の手法はＬＳＩ
に限るものではなく、専用回路または汎用プロセッサで実現してもよい。ＬＳＩ製造後に
、プログラムすることが可能なＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ　Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　Ｇａ
ｔｅ　Ａｒｒａｙ）、あるいはＬＳＩ内部の回路セルの接続や設定を再構成可能なリコン
フィギュラブル・プロセッサを利用してもよい。
【０１５９】
　さらには、半導体技術の進歩または派生する別技術によりＬＳＩに置き換わる集積回路
化の技術が登場すれば、当然、その技術を用いて機能ブロックの集積化を行ってもよい。
バイオ技術の適用等が可能性としてありえる。
【０１６０】
　また、本発明は、このような物体内部推定装置として実現することができるだけでなく
、物体内部推定装置に含まれる特徴的な構成要素をステップとする物体内部推定方法とし
て実現することもできる。また、物体内部推定方法に含まれる特徴的な各ステップをコン
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ピュータに実行させるコンピュータプログラムとして実現することもできる。そして、そ
のようなコンピュータプログラムを、コンピュータ読み取り可能な非一時的な記録媒体あ
るいはインターネット等の通信ネットワークを介して流通させることができるのは、言う
までもない。
【０１６１】
　また、上記各実施の形態における一部の処理をサーバ（クラウド）が行い、残りの処理
を物体内部推定装置が行うという実施の形態でもよい。例えば、物体内部推定装置は、第
１の取得部１１と、第２の取得部１２と、推定部１５のみを備え、投票値算出部１３と、
投票部１４と、統合部１６は、サーバが備える形態等も考えられる。これに限らず、物体
内部推定装置が処理量の小さい構成要素のみを備えるようにすれば、処理の効率化が図れ
る。
【０１６２】
　なお、上記各実施の形態において、各構成要素は、専用のハードウェアで構成されるか
、各構成要素に適したソフトウェアプログラムを実行することによって実現されてもよい
。各構成要素は、ＣＰＵまたはプロセッサなどのプログラム実行部が、ハードディスクま
たは半導体メモリなどの記録媒体に記録されたソフトウェアプログラムを読み出して実行
することによって実現されてもよい。ここで、上記各実施の形態の物体内部推定装置など
を実現するソフトウェアは、次のようなプログラムである。
【０１６３】
　すなわち、このプログラムは、コンピュータに、第１の物体の内部を推定する物体内部
推定方法であって、前記第１の物体とは異なる第２の物体が前記第１の物体内に含まれて
いないと仮定した場合における、（i）光が前記第１の物体に入射してから出射するまで
の間にとる複数の経路を表す複数の光路モデルと、（ii）前記複数の光路モデルに沿って
前記第１の物体内を伝搬して前記第１の物体から出射した仮想的な光の所定面上における
強度を示す第１の光強度分布とを取得する第１の取得ステップと、前記第１の物体に入射
してから出射した光の強度分布であって前記所定面上において観測された光の強度分布で
ある第２の光強度分布を取得する第２の取得ステップと、前記所定面上の位置ごとに、前
記第１の光強度分布および前記第２の光強度分布間における光の強度の比較結果に基づい
て、前記第１の物体内に前記第２の物体が存在する確率を示す投票値を算出する投票値算
出ステップと、前記第１の物体の内部を複数の投票領域に仮想的に分割し、前記所定面上
の位置ごとに、当該位置に到達する光の光路モデル上の投票領域に対して当該位置の前記
投票値を投票する投票ステップと、投票結果に基づいて、前記複数の投票領域の各々に前
記第２の物体が存在するか否かを推定する推定ステップとを含む物体内部推定方法を実行
させる。
【産業上の利用可能性】
【０１６４】
　本発明は、第１の物体内に含まれる第２の物体を正確に推定することができる物体内部
推定装置、および、その装置を備える計測機器、監視カメラ、デジタルカメラなどの撮像
装置として有用である。
【符号の説明】
【０１６５】
　１０、２０　　物体内部推定装置
　１１　　第１の取得部
　１２　　第２の取得部
　１２ａ　光源部
　１２ｂ　撮像部
　１３　　投票値算出部
　１４　　投票部
　１５　　推定部
　１６　　統合部
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　２１　　補正部
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