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あらまし ビジョンや画像処理の多くの問題を,エネルギー最小化の問題と捉えることができる. そのエ

ネルギー最小化の方法として,近年,グラフの最小切断（グラフカット）アルゴリズムが,ますます有用

で人気のある手法となり,ビジョンや画像処理に盛んに応用されるようになってきた. 本稿では,グラフ

カットの離散最適化への応用を概観し,主要な3つのアルゴリズムを詳述するとともに,具体的にステレ

オやセグメンテーション等,ビジョンやグラフィックスへの応用を紹介する.
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Abstract Many computer vision and image processing problems can be formulated as an energy

minimization problem. Among several available optimization schemes, minimum-cut algorithms

on graphs have emerged as an increasingly useful and popular tool for performing these optimiza-

tions. Here, we overview the graph-cut energy minimization as well as presenting the three main

algorithms. We also review some of their applications in vision and graphics.
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1. は じ め に

近年,グラフの最小切断（グラフカット）アル

ゴリズムを使ったエネルギー最小化が,ビジョン

や画像処理,またグラフィックスに盛んに応用さ

れるようになってきた. 用途は画像復元 [10], [28],

ステレオ [10], [24], [26], [37], [49], [50], セグメ

ン テ ー ション [5]～[7], [11], [27], [30], [34], [38],

[41]～[44], [48], [56],動画像解析 [51], [55]等を中

心にしているが,近年特に SIGGRAPHなどグラ

フィックス関係でも,テクスチャ合成 [39],インタ

ラクティブな前景セグメンテーション [42] [46]や

ビデオのセグメンテーション [41] [54],またイン

タラクテイブ・フォトモンタージュ[1]など,急速

にポピュラーになってきた.

本稿では,グラフカットの主要な 3つのアルゴ

リズムを詳述するとともに,上記のような用途に

具体的にどのように使われるかを紹介する.

1



2 石川博

2. エネルギー最小化

ビジョンや画像処理の多くの問題を,エネル

ギー最小化という枠組みで捉えることができる.

本稿で紹介するグラフカットは,主に次の形のエ

ネルギーを最小化するための手法である.

E(X) = ∑
v∈V

gv(Xv)+ ∑
(u,v)∈E

huv(Xu,Xv) (1)

ここで, Vはピクセルなど「場所」（サイトと呼ぶ）

を表す集合, E ⊂V ×Vは,サイト間の隣接関係を表

す集合で, (u,v) ∈ Eのときサイトuとvは隣接して

いると考える. したがって, (u,v) ∈ E ⇔ (v,u) ∈ E

である. これはVを頂点の集合とし, Eを辺の集合

とする無向グラフと考えることができるが,グラフ

カットの「グラフ」は,このグラフのことではない.

問題はVの各サイトに,有限個のラベルを 1つ

ずつ割り振ることである. ラベルの集合をLとし

て,以下,この割り振り方を (V,L)の配置と呼ぶこ

とにする. つまり, (V,L)の配置XとはVの各サイ

ト vにラベルXv ∈ Lを与える写像である.

X : V → L

v 7→ Xv

式 (1)は,このようなXにエネルギーE(X)と呼ば

れる数値を与える関数である. 式 (1)の最初の和

は, V の各サイトについて,そのサイトとそこに

割り当てられたラベルのみに依存する値である

gv(Xv)を足し合わせたものだが,普通,データ項

(data term)と呼ばれる. これは,各サイトにどのラ

ベルを割り当てるかについて,画像などのデータ

から来る直接的な影響が, gvを通してこの和に現

れるからである. これに対して第2の和は,隣接す

るサイト間でXに与えられるラベルがどのような

関係にあるべきかについての,我々の事前知識を

反映する. 普通はこれが隣接サイト間のラベルの

変化を少なくするものであるため,この項は平滑

化項 (smoothing term)と呼ばれる.

式 (1)のようなエネルギーはマルコフ確率

場 (Markov Random Field: MRF)の最大事後確率

(MAP)推定のときによく現れる. データDを与え

られたときに,その条件下で事後確率P(X |D)を最

大化するXを求めるのがMAP推定で,それはXを

与えた時のデータの尤度P(D|X)及びX ,Dの事前

確率P(X),P(D)から,ベイズの式

P(X |D) =
P(D|X)P(X)

P(D)

で与えられるが, Dを固定しているのでP(D)は

定数となり, P(D|X)P(X)を最大化するXを求め

ればよいことになる. このうち,データDの尤度

P(D|X)が (1)のデータ項に, Xの事前確率P(X)が

平滑化項に,それぞれ対数値の−1倍として現れる.

最も一般的には,ピクセルをサイトとし,上下左

右の隣接,またはそれに加えて斜めの隣接を使う.

しかし,用途によってはより離れたピクセルを隣

接するものとして扱ったり [14],ピクセル以外の

ものをサイトとすることもある [47].

2. 1 例：ノイズ除去
上でグラフカットで使われるエネルギー最小化

の枠組みを概観したが,少し例を使って説明する.

最も単純な例として, 2値画像のノイズ除去を考え

る. 今, 0と 1の 2値の画像にノイズが入っている

とする. これについて,エネルギーを以下のように

定義する. まず,ラベルの集合LをL = {0,1}とし,

与えられた画像Yのピクセルの集合をVとする.

また上下左右に隣接するピクセルu,vの組(u,v)全

体からなる集合をE ⊂V ×Vとする.

次にデータ項を

gv(Xv) = λ |Yv −Xv| (2)

で定義する. ここでYvは,与えられたノイズ入り画

像Yのピクセルvでの値（0か1）である. ここでは

XとYのとり得る値は0か1のみだから, gv(Xv)は

Xv = Yvのとき0を, Xv |= Yvのとき定数λを与える.

最後に平滑化項を

huv(Xu,Xv) = κ|Xu −Xv| (3)

で定義する. 上と同様に, huvは隣接するピクセル

u,vでのXの値Xu,Xvが異なる場合に定数κを与
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え,等しいときに0を与える.

式 (1)(2)(3)で定義されたエネルギーE(X)を最

小化するようなXは,どのようなものだろうか. 各

ピクセル vにおいて, XvはYvと等しい値をとった

ほうが (2)は小さくなる. 一方で, Xvは隣接するピ

クセル間であまり変化しないほうが (3)は小さく

なる. 例えば,ノイズ入り画像Y上で,周りと値が

違う孤立したピクセルがあれば,そのピクセルで

はXvをYvと等しくするより周囲の値と合わせた

ほうが,総和は小さくなる. このように, E(X)を最

小化することは,「隣接したピクセルの値はあま

り激しく変わらない」という予想を表した事前分

布に従いながら, Xを元の画像Yにできるだけ近

づけるというトレードオフを表している. そのト

レードオフは, XとYが異なることのコスト (2)と

隣接したピクセルで値が違うことのコスト (3)に

よって明確に表されている.

3. グラフカット概観

3. 1 小 史
式 (1)のエネルギーを最小化することは,一般に

はNP困難である [10]. そのため,従来,反復条件付

き最大化 (Iterated Conditional Modes: ICM [4])や

アニーリング法 (Simulated Annealing [18])といっ

た近似解法が使われてきたが,前者は局所最小解

に落ち込みやすく,後者は理論的には大域最小値

に収束することが保証されているものの,それに

は無限の時間を要し,現実にはどれだけ時間をか

ければよいか判りにくいという問題があった.

グラフカット(GC)は,オペレーションズ・リサー

チでは少なくとも40年前から使われていた [22].

画像処理に導入されたのは 80年代後半 [20] [21]

で,前節で説明したような 2値のノイズ除去にお

いて,大域最小化が可能であることが示された. こ

のとき, GCによって得られた大域最小解をアニー

リング法による結果と比べた結果,アニーリング

法は平滑化しすぎる傾向があることが判明した.

これはグラフカットによって大域最小解が得られ

たから初めて判ったことで,ある意味で画期的で

あった. 90年代後半になって, GCはビジョンに再

導入された [9] [26] [27] [50]. このとき,実数値をラ

ベルに持つ場合に,平滑化項がラベルの差の絶対

値について線形,つまりhuv(Xu,Xv) = λuv|Xu −Xv|
（λuvは u,vごとに決まる定数）の形ならば,大域

最小解が得られることが示された [27]. また,任意

のラベルについて, huv(Xu,Xv)が, XuとXvが等し

いとき0,異なるときλuvを与えるPottsモデルの場

合に,グラフカットを使って近似解を得ることの

出来るアルゴリズムが与えられた [9]. これは後に

改良され, huvが半距離（後述）であるとき,エネ

ルギー (1)を大域最小値のある定数倍以内に最小

化することを保証するアルゴリズムが現れた [10].

その後,実数値をラベルに持つ場合 [25]及び 2

値の場合 [37]にGCで大域最小化可能な条件が正

確に与えられた.

3. 2 現時点でできること
グラフカットのビジョンへの応用は,まだ活発

な研究が行われ,発展途上にあるが,現時点でグラ

フカットに出来ることをエネルギー最小化の言葉

でまとめれば,以下のようになる.

まず,ラベルが2つ（ここでは0と1とする）の

場合, submodularityと呼ばれる次の条件が満たさ

れるとき,グラフカットによって (1)のエネルギー

は大域的に最小化できる [37]:

huv(0,0)+huv(1,1) <= huv(0,1)+huv(1,0). (4)

この結果の別の証明が [17]に与えられている.

次に,ラベルが一列に並んで順序があるとき

(L = {l0, . . . , lk}), huv(li, l j) = h̃uv(i− j)と書けて h̃

が凸であれば,すなわち

h̃uv(i+1)−2h̃uv(i)+ h̃uv(i−1) >= 0

が成り立てば,グラフカットによって (1)は大域的

に最小化できる [25]. これは,ラベルが等間隔の

実数値(L = {a,a+b,a+2b, . . . ,a+kb}, li = a+ ib)

であるときにhuv(Xu,Xv)がXu −Xv の凸関数であ

ればよいということを意味する.

以上がエネルギーを大域最小化できる場合であ

るが,他に重要な近似アルゴリズムが存在する. 次
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の3条件が全てのラベルα ,β ,γについて成り立つ
とき, h(α,β )は距離 (metric)であるという.

h(α,β ) = 0 ⇔ α = β , (5)

h(α ,β ) = h(β ,α) >= 0, (6)

h(α ,β ) <= h(α ,γ)+h(γ,β ). (7)

もし (5)と (6)のみを満たすならば, h(α,β )は半

距離 (semimetric)であるという. エネルギー (1)の

huv(Xu,Xv)が半距離であるとき,大域最小値の2c

倍以内に最小化することを保証する近似アルゴリ

ズムを [10]は与えた. ここで

c = max
u,v∈V

(
maxXu |=Xv

huv(Xu,Xv)
minXu |=Xv

huv(Xu,Xv)

)
である. これらのアルゴリズムはα-β交換及びα
拡張と呼ばれる. 半距離という条件はアルゴリズ

ム中で使う2値の大域最小化で huvが正でなけれ

ばならないという仮定に由来し,その後それが

submodularityに緩和された結果,この条件も少し

緩和されている（5. 3参照）.

以上のそれぞれについては,後で詳細に説明する.

実は,これらの結果の多くは,オペレーション

ズ・リサーチでは知られていた [22] [23]. 特に [23]

は submodularity条件を緩和する方法も与えてい

る（これについては近くレビューが出る [36]）.

また,平滑化項がラベルの差の絶対値について線

形の場合も,全く用途は異なるが,マルチプロセッ

サへのタスクの割り振りアルゴリズムに同様の方

法が使われている [40]. ただ [25]の結果は知られ

ていなかったようである.

3. 3 他のエネルギー最小化法との比較
最近になって,信念伝播法 (Belief Propagation:

BP [45]), ツリー重み再配分メッセージ伝達法

(Tree-Reweighted Message Passing: TRW [53] [33])

等の新しい近似解法が現れてきた. これらの方法

とGCとで (1)の形のエネルギーを最小化する実験

的評価が最近行われた [52]. Pottsモデルを使った

ステレオとセグメンテーションについてGC, BP,

TRWを実験的に比較している. 全般にこれらの方

法は，比較に使われたICMに比べて非常に改善さ

れており，各ベンチマークについて，(最良の方法

はベンチマーク毎に変わるものの)エラー1パーセ

ント以下の結果を出している．隣接サイト数が上

下左右の4方向であるこの比較ではTRWがGCよ

りよい結果を出しているが, [35]によれば,例えば

隠蔽をモデル化したステレオなど,普通よりやや隣

接数の多い場合には,最小化されたエネルギーに

おいても，また ground truthと比較したエラーに

おいても，GCが他の2つよりかなり性能がよい.

4. グラフとその最小切断

本節ではグラフカットで使用するグラフと,その

最小切断について述べる. 最小切断,最大流等につ

いての詳細は [2] [13]を参照されたい. G = (V ,E )

を有向グラフとする. すなわち, V は有限個の頂点

の集合で, E ⊂ V ×V は辺の集合である. 頂点の

組 (u,v)がE に含まれるとき,頂点uから頂点 vへ

の辺があるという. 各辺は重みづけをされている

とする. つまり,辺 (u,v) ∈ E にそれぞれ c(u,v)と

いう実数値の重みが定義されているとする. 以下,

便宜上全ての頂点の組 (u,v)に重み c(u,v)が定義

されていて, (u,v) /∈ E なら c(u,v) = 0であること

とする. このグラフの 2頂点 s, tを選んだとき, G

のs, tについての切断とは,頂点の集合V を2つの

部分集合S ⊂ V とT = V \Sに, s ∈ S, t ∈ Tとなる

ように 2分割することである. 以下この切断を

(S,T )で表す. このとき,この切断 (S,T )のコスト

とは, S側からT側へまたがる辺の重みの総和

c(S,T ) = ∑
u∈S,v∈T

c(u,v)

である. 逆向き,つまりT側からS側へまたがる辺

の重みは可算しないことに注意する. 最小切断問

題とは, s, tについての切断のうち,コストが最小

のものを見つける問題である.

最小切断問題は,最大流問題の線形計画法にお

ける双対にあたり,最大流最小切断定理 [16]に

より,最小切断は最大流と一致する. 辺の重みが

全て非負であるときに最大流問題を多項式時間

で解くアルゴリズムは多数知られており,それ

らがグラフカットの有用性の元となっているが,
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それらは大きく分けて 2種類に分けられる. 一

つはFordとFulkersonの“augmenting path”アルゴ

リズム [16]で, もう一つは Goldbergと Tarjanに

よる “push-relabel”アルゴリズム [12] [19]である.

漸近的計算量は, nを頂点の数, mを辺の数とし

て,前者がO(n3),後者がO(nm log(n2/m))である

から, push-relabelアルゴリズムの方が速い. 画

像関係では普通,辺の数は頂点の数の定数倍だ

から,後者はO(n2 logn)となる. Boykovら [8]は,

augmenting pathの一種であるDinicのアルゴリズ

ム [15], push-relabelアルゴリズム,そしてこれも

また augmenting pathの一種である自らの新アル

ゴリズムを,画像復元,ステレオ,セグメンテー

ションにおいて実験的に比較した結果,新アルゴ

リズムが最も高速であるという結果を得ている.

また,同じエネルギーを少しずつ変えて繰り返

し最小化するときに効率的な最小切断アルゴリズ

ムもある. これは,動画のセグメンテーション [31]

や,各サイトでラベルを一つ固定したときの全体の

最小エネルギーを求め,それをこのサイトで他の

ラベルを選択したときと比較して,特定の選択に

他と比べてどれだけ自信があるかの指標としたも

のを効率的に求める [32]ためにも使われている.

5. グラフカットによるエネルギー最
小化

本節では, 3. 2で説明したグラフカットによる3

つのエネルギー最小化法を,詳細に説明する.

5. 1 2値の大域最小化
まず,最も簡単な2値の場合 (L = {0,1})につい

て述べる. この場合,各サイトに割り当てられるラ

ベルは二つに一つであるわけだが,これがちょう

ど,最小切断のS,Tのどちら側に属しているかに

対応するので解りやすい.

今, (1)のエネルギーを考える. これに対応して,

有向グラフG = (V ,E )を作る（図 1). まず, V の

サイト一つにつき一つずつ頂点を定義する:

V1 = {wv|v ∈V}.

そしてV = V1 ∪{s, t}とする. つまり, G は各サイ

t

s

S

T

0 0 0 01 1

wu wv

図 1 2値MRF最小化のためのグラフ. 下部の数はその

上の頂点に割り当てられたラベルを表す. 太い矢

印が切断されている辺である.

ト v ∈Vそれぞれに対応する頂点wvと,さらに 2

つの頂点 s, tを持つ. 辺は,まずVから作った頂点

それぞれについて, sからと tへそれぞれ一本ずつ

辺を作る:

E1 = {(s,wv)|wv ∈ V1}∪{(wv, t)|wv ∈ V1}.

そして隣接するサイトに対応する頂点間にも辺を

作る:

E2 = {(wu,wv)|(u,v) ∈ E}.

これらをあわせてE = E1 ∪E2とする.

さて,このグラフGのs, tについての任意の切断

(S,T )に, (V,L)の配置Xを次のように対応させる:

Xv =

0 (wv ∈ Sのとき),

1 (wv ∈ Tのとき).
(8)

つまり,サイトvに,それに対応するGの頂点wvが

切断のs側にあるならば0, t側にあるならば1のラ

ベルを割り当てる. このように, G の s, tについて

の切断と (V,L)の配置は1対1に対応する.

最小切断は,前節で述べたように,最大流アルゴ

リズムを使って効率よく大域最小化できる. した

がって,エネルギー (1)を最小化する (V,L)の配置

を求めるためには,例えば配置のエネルギーとそ

れに対応する切断のコストが等しいか,あるいは

差が定数であるというように,最小エネルギーを

与える配置と最小切断が対応していればよい.

これを 2. 1の例について考えると,次のように
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定義すればよいことがわかる:

c(s,wv) = gv(1) (9)

c(wv, t) = gv(0) (10)

c(wu,wv) = huv(0,1) (11)

このとき,ある切断 (S,T )に対応する配置Xを

考える.

まず,一つのサイトのみに依存する項（データ

項）について見ると,まずwv ∈ Sならば (8)によ

りXv = 0だが,このとき辺 (wv, t)が切断されてい

るから (10)によりgv(Xv) = gv(0)が切断のコスト

c(S,T )に加えられることがわかる. またwv ∈ Tな

らばXv = 1だが,このとき辺 (s,wv)が切断されて

いるから, (9)によりgv(Xv) = gv(1)が c(S,T )に加

えられる.

次に,隣接する二つのサイトに依存する項（平

滑化項）を考える. 隣接するサイト u,vについ

て, wu ∈ S,wv ∈ T ならば辺 (wu,wv)が切断され

ているから, (11)により huv(0,1) = κが c(S,T )に

加えられる（辺 (wv,wu)は T から Sに向かって

いるから, その辺の重みは加えない）. 同様に

wu ∈ T,wv ∈ Sのときも, hvu(0,1) = κが c(S,T )に

加えられる. これら二つの場合は (8)によりそれぞ

れ (Xu,Xv) = (0,1)と (Xu,Xv) = (1,0)に対応する

が,それぞれの場合に c(S,T )に加えられる値は,

ちょうどエネルギー (1)の平滑化項に等しいこ

とがわかる. またwu,wvの両方がS,Tのどちらか

に属する場合は, huv(0,0) = huv(1,1) = 0に対応し

て, c(S,T )には何も加えられない.

このように,配置Xのエネルギー (1)とそれに対

応する切断のコストが正確に一致することがわか

る. 以上のような構成は [21]による.

上のようにグラフを構成すれば,最大流アルゴ

リズムを使って最小切断を見つけることで,エネ

ルギー (1)の大域最小値と,そのときの配置が求め

られることがわかるが,そのためには辺の重み

が全て非負でなければならない. 従って,上の構

成そのままでは, gv,huvが正であるという条件が

(1)に課せられることになる. 他にも,上の構成は

huv(0,0) = huv(1,1) = 0を仮定している.

しかし,辺の重みの決め方にはもう少し自由度

がある. 例えば, wvはSかTのどちらかに必ず属す

るのだから, (s,wv),(wv, t)のどちらかは常に切断

される. 従って, c(s,wv),c(wv, t)に同じ値を加えて

も,どちらを選ぶかという選択には影響しない. こ

のため, gvは任意の実数でよいことがわかる. つま

り, (9)(10)に従って c(s,wv),c(wv, t)を定義した後

に−min{c(s,wv),c(wv, t)}を c(s,wv),c(wv, t)に加

えれば,両方とも非負になるからである.

このような変形をすることによって,グラフで

最小化できるためにどのような条件が必要十分で

あるかを決めたのが [37]であり,その条件である

submodularityは (4)に挙げた.

今, huvが全て (4)を満たすとして,辺の重みを次

のように定義する：

c(s,wv) = gv(1)+ ∑
(u,v)∈E

{hvu(1,0)−hvu(0,0)}

(12)

c(wv, t) = gv(0)+ ∑
(u,v)∈E

{huv(1,0)−huv(1,1)}

(13)

c(wu,wv) = huv(0,1)+huv(1,0)

−huv(0,0)−huv(1,1) (14)

その後, c(s,wv)またはc(wv, t)が負であるwvがあれ

ば,上記のように両者に定数を加えて非負にする.

このようにすれば, submodularityよりc(wu,wv)

は非負だから,全ての重みを非負にできる. また,

このようにして決めたグラフの最小切断が対応

(8)によりエネルギー (1)を最小化する (V,L)の配

置に対応する. 詳細は [37]を参照されたい.

5. 2 多値の大域最小化
次に,大域最小化が可能なもう一つの場合である,

ラベルが一列に並んで順序がある(L = {l0, . . . , lk})

場合について説明する.

前と同様に,特別な頂点s, tを持つグラフを定義

する（図2). まず,各サイトv ∈Vについて一連の

頂点{w1
v , . . . ,w

k
v}を定義する. 表記の簡単のため,
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t

s

2

1

0

L

T

S

3

wv
1

wv
2

wv
3

図 2 多値MRF最小化のためのグラフ

以下ではw0
vは sの別名, wk+1

v は tの別名とする.

次に i = 0,1, . . . ,kについて辺 (wi
v,w

i+1
v ),また逆

向きに, i = 1, ...,k−1について辺(wi+1
v ,wi

v)（図の

点線矢印）を作り,後者の重みは無限大に設定する:

c(wi+1
v ,wi

v) = ∞. (i = 1, . . . ,k−1)

これによってs = w1
v → w2

v → ··· → wk−1
v → wk

v = t

の一列の辺のうち,一つだけが切断されることが保

証される. （なぜなら, s = w1
v ,w

2
v , . . . ,w

k
v,w

k+1
v = t

の最初の sはSに属し最後の tはTに属するから,

この並びのうち一度はSからTに変わらなければ

ならないが, TからSへ変わると無限大の辺を切断

することになるから,ちょうど一度だけしか切断

できないからである. ）

このため,前と同様に,このグラフの切断と(V,L)

の配置との間に次のような 1対1対応がつく：

Xv = li (wi
v ∈ S,wi+1

v ∈ Tのとき). (15)

だから,

c(wi
v,w

i+1
v ) = gv(li) (16)

と定義することによって, 2値のときと同様にデー

タ項は切断のコストにそのまま反映される. もし

負の重みがあれば,同じ vの辺 c(wi
v,w

i+1
v )全てに

同じ値を加えることによって非負にできるので,

gvには制限はない.

さらに,平滑化項 huv(Xu,Xv)を実現するために

  
 

wu
 i

wu
 i+1

Xu= li

Xv= lj

wv
  j

wv
   j+1

図 3 多値MRF最小化のためのグラフの平滑化辺

辺を作るのだが,図2は水平方向 (同じ iのwi
uとwi

v

の間）の辺のみの場合である. この場合は,これ

らの辺に全て同じ正数κを重みとして与えれば,

huv(li, l j) = κ|i− j|を実現していることがわかる.

前述のように,一般にはhuv(li, l j) = h̃uv(i− j)と

書けて h̃が凸であれば,すなわち

h̃uv(i+1)−2h̃uv(i)+ h̃uv(i−1) >= 0 (17)

が成り立てば,グラフカットによって (1)のエネル

ギーは大域的に最小化できる [25].

そのためには,水平方向だけでなく,斜め方向の

辺も必要とする（図3）. つまり,隣接するサイト

u,vについて,一般には (wi
u,w

j
v)の形の辺がすべて

存在する. そしてこれらの辺には

c(wi
u,w

j
v) = (18)

1
2
{h̃uv(i− j +1)−2h̃uv(i− j)+ h̃uv(i− j−1)}

という重みを与える. 凸条件より,これは非負と

なる.

さて,今,切断(S,T )が隣接するサイトu,v上で辺

(wi
u,w

i+1
u )と (w j

v,w
j+1
v )をそれぞれ切断している,

つまりwi
u,w

j
v ∈ S,wi+1

u ,w j+1
v ∈ Tであるとする. す

ると, {(wl
u,w

m
v )|0 <= l <= i, j + 1 <= m <= k + 1}及び

{(wl
v,w

m
u )|0 <= l <= j, i+1 <= m <= k +1}の辺は全て

切断される. これらの辺の重みの総和を18に従っ

て計算すると,ほとんどの項は打ち消しあって,
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h̃uv(i− j)+ h̃uv(k +2)+ ruv(i)+ ruv( j)

が残る. ここで

ruv(i) = −1
2
{h̃uv(k +1− i)+ h̃uv(i+1)}

である. h̃uv(k +2)は定数なので無視できる. また,

ruv(i),ruv( j)はあらかじめデータ項から引いてお

けばよい. 従って, (16)の代わりに

c(wi
v,w

i+1
v ) = gv(li)− ∑

(u,v)∈E
ruv(i). (19)

と定義することによって,上の総和はちょうど

h̃uv(i− j)すなわちhuv(li, l j)を表すことになる. 以

上より,切断のコストは対応する配置のエネル

ギー（+定数）に等しくなり,最小切断は大域的

最小配置を与える.

5. 3 多値の近似最小化
上述の多値大域最小化には,平滑化項が凸であ

るという条件があるが,多くのビジョンの問題で

は,これが満たされない. そのため,近似解ではあ

るが,以下に述べるα-β交換及びα拡張の手法が
実際にはよく使われる.

α-β交換も, α拡張も,ある配置から別の配置へ

の「移動」を定義する. 以下, α,β ∈ Lとする.

まず,配置Xからのα-β交換とは, Xがαまたは
βを割り当てているサイトのみでαとβを入れ替
えることだけを許す移動である. つまり,配置Xか

らX ′への移動は

Xu |= X ′
u ⇒ Xu,X ′

u ∈ {α,β}

を満たすときα-β交換であるという.

次に,配置Xからのα拡張とは, Xがαを割り当
てているサイトを増やすことだけを許す移動であ

る. つまり,配置XからX ′への移動は

Xu |= X ′
u ⇒ X ′

u = α

を満たすときα拡張であるという.

ある配置から始めて,その配置から最もエネル

ギーを減少させるα-β交換またはα拡張を2値グ

ラフカットで見つけ,それを繰り返すというのが,

ここでいう多値の近似最小化アルゴリズムである.

従って, α-β交換アルゴリズムでは,配置Xにつ

いて, Xv = αまたはXv = βとなっているサイト v

だけに注目し,その上でαとβを交換する・しな
いという2値についてエネルギーを定義する. そ

の上で,その問題を上記 2値の場合のグラフカッ

トを使って最小化する. これを全てのα,β ∈ Lの

組について繰り返し,最良の移動を見つけ,移動先

を新しいXとして繰り返す.

また, α拡張アルゴリズムも同様に,配置Xにつ

いてαにラベルを変える・変えないという2値に

ついてエネルギーを定義して, 2値グラフカットを

使って最小化し,これを全てのα ∈ Lについて繰

り返し,最良の移動を見つけ,移動先を新しいXと

して繰り返す.

これらのアルゴリズムは, [37]によれば, huvが

huv(α,α)+huv(β ,β ) <= huv(α,β )+huv(β ,α).

を全てのα,β ∈ Lについて満たすとき, α-β交換
アルゴリズムが使え,

huv(α,α)+huv(β ,γ) <= huv(α,γ)+huv(β ,α).

を全てのα,β ,γ ∈ Lについて満たすとき, α拡張ア
ルゴリズムが使える.

6. グラフカットの応用

本節では,グラフカットを使ったエネルギー最

小化の応用のいくつかを紹介する.

6. 1 ス テ レ オ
まず,ステレオへの応用を紹介する. 密な2眼ス

テレオにおいては,典型的にはサイトは左画像の

ピクセルと１対１に対応し,ラベルは各左ピクセ

ルと対応する右ピクセルとの間の視差（ディスパ

リティ）を表す.

今,左右の画像 IL(i, j), IR(i, j)が与えられてい

て,左右画像の同じ j座標のピクセルが対応する

エピポーラ線上にあるとする. つまり,左画像のピ

クセル(i, j)と右画像の(i+d, j)が3次元内の同じ

点の投影であるときに,視差がdである.
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この場合,左画像の各ピクセル (i, j)毎にサイト

v(i, j) ∈Vを一つ定義する. サイト間の隣接の定義

は,普通,上下左右の4方向隣接か,斜めを入れた8

方向隣接を使う. ラベルは一定の範囲の視差の値

を表し,ここではL = 0,1, . . . ,kとする（もちろん

視差は整数値である必要はない）.

エネルギー (1)において,データ項gv(Xv)は,

gv(i, j)(d) = D(IL, IR, i, j,d)

とする. ここで, D(IL, IR, i, j,d)は視差が dである

ときに,与えられたデータ IL, IRと,その視差との

整合性を,視差から同じ点の投影であるとされる2

ピクセルを比べることによって調べる. ここは自

由度が大きく,いろいろ工夫できる部分である. 例

えば [24]では複数スケールのウェーブレットを特

徴として使って,その中から最も自信のある特徴

を選択している. また [10]では比較する左右の点

を微妙に動かして比べて最小値をとり,さらに上

限を定めるということをしている:

D(IL, IR, i, j,d) = {min(Df(i,d),Dr(i,d),const.)}2.

ただし

Df(i,d) = min
d− 1

2 <=x<=d+ 1
2

|IL(i, j)− IR(i+ x, j)|,

Dr(i,d) = min
i− 1

2 <=x<=i+ 1
2

|IL(x, j)− IR(i+d, j)|.

である.

次に, (1)の平滑化項huvであるが,これは見つけ

るべき曲面についての事前知識を表す. 普通,隣接

した点は近い視差を持つという仮定をする. グラ

フカットを使うためには,ここに条件がつく. 前節

で述べたように, huvの形によって使えるアルゴリ

ズムが変わってくるからである.

視差を等間隔の実数値として5. 2の多値アルゴ

リズムを使う [24] [26] [49] [50]のが最も自然であ

るが, huvが凸でなければならないという制限によ

り,深さの突然の変化に対応しきれないで潰して

しまうという問題がある.

文献ではPottsモデルを使ってα-β交換あるい

はα拡張アルゴリズムを使ったものが多い. Potts

モデルは基本的に等しいか等しくないかしか区別

しないので,深さが区分的に定数,つまり領域ごと

に視線と直交するような平面からなるような場合

にはうまくいく. しかし,そうでない場合には,区

分的に定数な解を無理に求める傾向がある. この

問題を避けるために, [3]はラベルに対応するもの

を視差そのものではなくて視差を与えるアファイ

ン関数とし,ラベル付けと,各ラベル毎の視差関数

の推定を交互に繰り返すということをしている.

6. 2 セグメンテーション
インタラクティブなセグメンテーションでの成

功は,最近になってグラフカットが急速にポピュ

ラーになった大きな理由の一つである.

ラベル割り当てはセグメンテーションそのもの

であるから,基本的に原理は単純である. スネーク

など境界を見つけるセグメンテーションと違って,

次元に左右されないから,医療画像などの高次元

画像 [6] [7]やビデオ [41] [54]のセグメンテーショ

ンなどに,近年よく使われるようになった. グラフ

カットを使ったセグメンテーションには最近特に

多くのバリエーションが発表されているが [5]～

[7], [11], [30], [34], [38], [41]～[44], [48],これらに

ついては,最近の論文 [6]を参照されたい.

以下では [7]に従って,グラフを使った典型的な

セグメンテーション法を紹介する.

グレイスケール画像 I(i, j)が与えられたとする.

サイトの定義はステレオのときと同様に,各ピクセ

ル p毎にサイト vp ∈Vを一つ定義し,隣接の定義

は, 4方向か8方向の隣接を使う.（当然,高次元の

場合は隣接数が増える. ）ラベルは2値L = {0,1}
として, 0が背景, 1が前景を表すこととする.

データ項は,与えられた画像の明るさが,背景

らしいか前景らしいかを表す数値を返すわけだ

が, [7]では,まずユーザーに,マウスで太い線を引

く要領で,前景と背景の典型的と言える部分を大

雑把に指定させる. これから前景と背景の指定部

分の明るさのヒストグラムθ(c, l), l = 0,1を得る.

ここで θ(c, l)は,背景 (l = 0),前景 (l = 1)それぞ
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れに指定された部分の中での明るさcの相対頻度

(∑c θ(c, l) = 1)を表す. これを使って,データ項は

gv(p)(l) = − logθ(I(p), l)

とする. 右辺は,例えば l = 0なら背景に指定され

た部分で明るさ I(p)がたくさん使われていればい

るほど小さくなるので,背景らしい明るさほどエ

ネルギー最小化で好まれるということになる.

平滑化項は, [7]では次のものを使っている:

hv(p)v(q)(l, l
′) =


0 (l = l′)

λe−κ{I(p)−I(q)}2

dist(p,q)
(l |= l′)

ただし, λ ,κは定数, dist(p,q)はピクセル p,q間の

距離である. 指数部分は,明るさが近いピクセル間

は切りにくくし,コントラストの高い境界で前景

と背景を切る効果がある.

以上で定義したエネルギーを使って,グラフカッ

トにより 2値大域最小化をすることで,セグメン

テーションが得られる. 平滑化項はPottsだから,

大域最小化が可能である.

以上が [7]で, これを次のように改良したの

が [46]である. まず,グレイスケールではなくカ

ラー画像で同じことをするために,背景と前景の

色の分布のモデルとして,ヒストグラムではなく

てガウス混合モデルを使う. また,グラフカットを

一度だけ使うのではなくて,グラフカットでセグ

メンテーションをしたらそれからまた背景と前景

のモデルを学習し,再びセグメンテーションをす

るということを繰り返すことによって,精度を上

げている. また,そのおかげで最初にユーザーが指

定するのは背景だけでよくなっている.

ビデオのセグメンテーション [54]も,ほぼ同様

にすることができる.

6. 3 フォトモンタージュ
最後に, インタラクティブ・フォトモンター

ジュ[1]を紹介する. これは複数の写真を合成して

一つの写真を作るのだが,その継ぎ目ができるだ

け目立たないようにグラフカットを使う.

ユーザーはどのような目的で写真を合成するか

を指定する. 例として,ここでは集合写真を連続し

て何枚か (I1, . . . , Ik)とったとして,ユーザーはマ

ウスで絵を描くように顔を指定して,その顔につ

いて使いたい（例えば目をつむっていない）写真

を指定するとする. その顔に属するピクセルは,使

いたい写真,即ちラベルを指定されたことになる.

サイトの定義はセグメンテーションの時と同じ

である. ラベルは写真の中から 1枚を指定する

(L = {1, . . . k}).

データ項は,ピクセル pが写真 l′から来るべき

であると指定されていれば,

gv(p)(l) =

 0 (l = l′)

M (l |= l′)

で定める. ここでMは比較的大きな正の定数であ

る. ピクセル pにユーザーからの指定がなければ,

gv(p)(l)は0にする.

平滑化項は,

hA
v(p)v(q)(l, l

′) = dist(Il(p), Il′(p))+dist(Il(q), Il′(q))

とする. ここでdistは色空間での距離である.

このように定義された hA
v(p)v(q)は距離（3. 2参

照）であるから, [1]はこのエネルギーをα拡張ア
ルゴリズムを使って最小化する.

これは単純に色が近いところで継ぎ合わせてい

るだけだが, [1]は他にも,色の勾配の近いところ

で継ぎ合わせる平滑化項:

hB
v(p)v(q)(l, l

′) =

dist(∇Il(p),∇Il′(p))+dist(∇Il(q),∇Il′(q))

や両者の和,さらにエッジの近くを好むように,こ

れらをエッジの強度で割ったものなどを提案して

いる. （こちらの distは 6次元の色勾配空間での

距離.）

7. む す び

グラフカットは,大域的最小解を得ることがで

き,従って数値的にロバストである. また,現代の
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コンピュータを使えば速度も実用的なものになっ

てきている [8]. そのため,グラフカットは,ここ5

年程で急速に使われ始め,大変ポピュラーになっ

てきている. 本稿では,そのグラフカットの主要な

3つの構成と,それらのステレオやセグメンテー

ション等,ビジョンやグラフィックスへの応用を

紹介した.

最後に,グラフカットの実装例は, V. Kolmogorov

（有名なKolmogorovとは関係ないそうである）の

ホームページ [57]にいくつかある. また, N. R. Howe

のページ [58]にもMatLab用のコードがある.
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