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グラフカットにおいて， 

フロー値変更による結果への影響の検討 
 

松尾堅太郎†1 小栗清†1 

 

概要：近年，画像処理やステレオビジョンの分野でグラフカットを用いた研究が多くされている．しかしながらグラ
フカットは処理が遅くリアルタイムに行うのは困難である．研究でステレオビジョンに用いるグラフカットをGPGPU

により高速化しているが，まだ十分に速いとはいえない．プロファイラによるとメモリアクセスがボトルネックにな

っている事がわかる．そこで，フローの値を変更してメモリアクセスを減らすアプローチを考案した．本稿ではフロ
ー値を変更する事によって結果に影響があるのかを検討する． 

 

キーワード：性能評価と高性能化，圧縮・省メモリ， 

 

In a graph cut, 

Influential consideration to a result by flow value change 
 

KENTAROU MATSUO†1 KIYOSHI OGURI†1 

 

Abstract: In recent years, many people are researching image processing and stereo vision with graph cut. However, graph cuts 

are too late to process in real time. We research has accelerated graph cut by GPGPU, but it is not yet fast enough. According to 

the NVIDIA visual profiler, memory access is a bottleneck. Therefore, we propose an approach to reduce the memory access by 

changing the flow value. In this paper, we examine whether the result is affected by changing the flow value. 
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1. はじめに   

 近年，画像処理やステレオビジョンの分野でグラフカッ

トを用いた研究が多くされている．その中でも，ステレオ

ビジョンは自動車の自動運転やロボットの目など多岐に応

用されることが期待されている．自動運転やロボットに用

いるにはリアルタイムに処理をする必要があるが，グラフ

カットは処理が遅く[1]リアルタイムに行うのは困難であ

る． 我々はリアルタイムに処理をできるステレオビジョン

の研究を行っているが，やはりグラフカットの処理がボト

ルネックとなっている．そこで，グラフカットを高速化す

るための方法を提案するが，提案手法では従来手法と結果

が異なってくる可能性がある．そこで，本稿では提案手法

と従来手法を比較して，提案手法が使用可能かどうかを検

討する． 

2. ステレオビジョン 

 図 1 にステレオビジョンの原理を示す．左画像と右画像

で同じ物体が見えている場合，その物体は左右の画像上で

はずれた位置に写される．この位置の差，視差を用いて三

角測量の原理で物体の奥行を求めることが出来る． 

                                                                 
 †1 長崎大学   

   Nagasaki University.   

   

 

図 1 ステレオビジョンの原理 

2.1 対応という概念を使わないステレオビジョン 

本稿で行うステレオビジョンは，長崎大学の小栗らによ

る研究[2]を基にする．図 2（左）は図 1 を真上から見てい

るイメージである．さらに図 1 ではある物体を見るような

視線が描かれているが，図 2（左）では各ピクセルの視線

を表示している．この時，左カメラの視線と右カメラの視

線が交差する点を表面存在仮説点とする．左カメラと右カ

メラの視線が同じ色のピクセルを見ている場合，その視線

が交差する表面存在仮説点には物体の表面が存在する可能

性が高い，ということが出来る．逆に左右の視線が異なる

色の場合，その表面存在仮説点には物体の表面が存在する

可能性は低いと考えることが出来る．図 2（右）に表面が

 



情報処理学会研究報告 

IPSJ SIG Technical Report 

 

 

ⓒ2018 Information Processing Society of Japan 2 
 

存在する可能性が高い点のみを表示した例を示す． 

 

図 2 ステレオビジョンの原理 

図 3 に，表面存在仮説点がフローになる有効グラフの例を

示す． 

 

図 3 グラフの作り方 

 図 3 では 2 次元のグラフだが本研究で用いたプログラム

ではノードに対して上下左右前後の６のエッジがある 3 次

元のグラフを用いている． 

 

3. グラフカット 

 グラフカットとはエネルギー最小化問題を解くための方

法である．図４にグラフの例とグラフカット行った結果を

示す． 

 

図 4 （左）グラフ例 （右）結果 

ノード a，cがソースに，ノード b，d，e，f がシンクに分類

されるのがわかる．また，最小カットの値は流したフロー

の総和である５となる． 

3.1 残余ネットワーク 

 グラフカットを解く上で必要になるのが残余ネットワー

クである．これはフローを流した分だけ逆のフローを増や

して，流しすぎたフローを押し戻せるようにしたものであ

る．残余ネットワークを追加したグラフの例と結果を図５

に示す． 

 

図 ５ （左）残余ネットワークグラフ例 （右）結果 

 

4. 問題点 

 本研究では横 512，縦 128，奥行 64 のノードからなる 3

次元グラフを用いてステレオマッチングを行っている．各

ノードは図 6 のように上下左右前後の６のエッジを持って

おり，最前面のノードがソースに，最奥面のノードがシン

クに繋がっている． 

 

図 6 ノード 

このグラフを BKアルゴリズム[3]を用いると約 8秒で解く

ことが出来る．開発に用いている PC のスペックを表 1 に

示す． 

表 1 マシンスペック 

OS Windows 10 Pro 

CPU Core i7-6700K 4.00GHz 

RAM 8GB 

GPU Geforce GTX 1080 Ti 

 

我々が開発している CUDA のコードを用いると約 0.23 秒

で解くことが可能である．しかしリアルタイム処理として

十分な速度であるとは言い難い．この CUDA のコードを

NVIDIA Visual Profiler を用いて利用率を解析した結果を図

7 に示す． 

 

図 7 利用率 
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図 7 の左のグラフが Compute の利用率で，右のグラフが

Memory(Device)の利用率である．左右のグラフに偏りがあ

り，メモリの読み書きがボトルネックであることが判る． 

5. 提案手法 

 本研究では図 8 のように各ノードのフローを設定してい

る．上下左右後のフローは固定値を設定し，後へのフロー

には表面存在仮説点より求めた尤度を設定している． 

 

図 8 フロー値 

ここで，図 8 の中央のノードから右のノードへフローを 30

流すと図 9 のようになる． 

 

図 9 右へ 30 流した後の状態 

中央から右へのフロー値が 30 へり，右から中央へのフロ

ー値が 30 増えている．このように中央・右間のフロー値の

合計は 100 で固定となることが判る．フロー値の合計が固

定ならば，フロー値として保持しておくのは片方だけでよ

い．従って図 8 から残余フロー分を削除すると図 10 のよ

うになる． 

 

図 10 上下左右の残余フローを削除した状態 

ここで前後へのフロー値も削除するために，後から中央・

中央から前へのフローの初期値を，図 11 のように最大尤度

値からの差に設定する． 

 

図 11 前後フロー値の初期値を変更した状態 

これより，前後間のノードの合計も固定となるので，図 12

のように保持するフロー値を半分にすることが出来る． 

 

図 12 保持するフロー値を半分にした状態 

これで，ボトルネックとなっているメモリアクセスを減少

させることが出来るのではと考える． 

 しかし，現行手法と提案手法とでフローの初期値が異な

るので，結果が一致しない可能性がある．本稿では現行手

法と提案手法で結果を比較する． 

6. 実験結果 

 実際にカメラから取得した 16 組の左右画像データを用

いて現行手法と提案手法を比較してみる．比較は各手法の

最小カット値（最大流の値）のみを比較する．結果 16 組全

てのデータで現行手法と提案手法の最小カット値（最大流

の値）が一致した．実験で用いた画像と結果を図 13，14 に

示す． 

 

図 13 入力画像 
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図 14 結果画像 

7. 考察 

 16 組という少ないデータだが，現行手法と提案手法の結

果が一致することを確認した．しかしながら，現行のグラ

フカットのパラメータがこの値で最適なのかは検討してお

らず，最終的にはこの問題も含めて考察する必要がある． 

 今回の結果を CUDA のコードに適応させて更なる高速

化をはかりたい． 
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