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画素補間を最小限に抑えた光線の逆追跡に基づく
Light Field Camera 画像の高解像度化
内田 雄基1,a)

高橋 桂太1

藤井 俊彰1

概要：近年，light ﬁeld camera が注目を集めている．このようなカメラの問題点は各視点の画像の解像度が
制限されることである．この問題を解決するために，我々は，多視点画像を経由しそれらを相互に位置合
わせして解像度を向上する手法と多視点画像を経由せずに高解像画像を生成する手法を提案する．これら
の手法では，light ﬁeld camera の RAW 画像の画素ごとに光線の経路を追跡し，ぼけ関数の逆畳み込みによ
り高解像度画像を生成する．これらの手法は画素補間と丸め処理を最小限に抑えるように設計されている．
また，いくつかの実写画像を用いた実験により，提案手法の有効性を示す．
キーワード：light ﬁeld camera，光線追跡，超解像

1. はじめに
Light ﬁeld camera[1], [2] は，メインレンズとイメージセ
ンサの間にマイクロレンズアレイを配置することで，高密
度な多視点画像と同等な情報（4D light ﬁeld）を持った RAW
画像（Fig. 1）を取得できる．その情報を用いることで，リ
フォーカスやデプス推定，自由視点画像生成など，様々な
アプリケーションが可能になる [3], [4]．しかし，このよう
なカメラでは単一のイメージセンサ上に 4D light ﬁeld が多
重化されて記録されるため，空間分解能と角度分解能はト
レードオフの関係となる．そのため，ある角度（視点）に

Fig. 1 Raw image and close-up

おける空間解像度が制限されることが問題となっている．
これに対し本稿では，角度解像度を利用して空間解像度
を向上する手法を二つ提案する．一つ目は，角度ごとの光
線を集めて構成される sub-aperture 画像を複数枚用意し，そ
れらを相互に位置合わせして空間解像度を向上する手法で
ある．二つ目は，すべての位置・角度の光線を仮想的な物
体面に投影することで合成される高解像度のリフォーカス
画像を，仮想的な物体面の奥行きを変えながら複数枚用意
し，それらを統合して一枚の全体が鮮明な画像（全焦点画
像）を生成する手法である．両手法ともに，撮影現象をシ
ミュレートして像の計算を行う光線追跡の原理を用いる．
その際，問題になるのはセンサで取得される離散データ
の取り扱いである．光線追跡の過程では浮動小数の画素位

置の情報が必要となるため，丸め処理や補間処理が必要と
なる．このとき，近傍のサンプルの重みづけ和をとるよう
な一般的な補間を適用すると，元々のデータの持つ情報が
損なわれ，高解像度化処理の効果が限られる．そこで提案
手法では，画素補間を最小限に抑えながら高解像度化処理
を行うことで，より解像感の高い画像生成を実現する．
本論文の構成を以下に述べる．第 2 章では，提案手法の
概要について述べる．第 3 章では，低解像度の多視点画像
を作成し，それらを相互に位置合わせして解像度を向上す
る手法（手法 1）について述べる．第 4 章では，高解像度
のリフォーカス画像を複数枚作成し，それらを統合して全
焦点画像を生成する手法（手法 2）について述べる．第 5
章では，実験により提案手法の有効性を示し，第 6 章で本
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稿を締めくくる．
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Fig. 2 Light Field Camera による光線追跡

合（subimage）から同一の相対座標にある画素を取り出し

2. 概要
提案手法は，Fig. 2 に示すように light ﬁeld camera での
撮影現象を逆向きに辿る光線追跡に基づく．手法 1 では，
各マイクロレンズから同じ角度で出射される光線を追跡
し，ある視点の仮想カメラから見た画像を生成する．これ
を sub-aperture image と呼ぶ．Sub-aperture image は角度ご
とに生成され，仮想視点の位置は角度に応じて変化するた
め，多視点画像が得られる．Sub-aperture image の空間解像
度はマイクロレンズアレイの数と等しくなるため，一視点
あたりの画像の空間解像度は低くなる．手法 1 では，この
ように得られた sub-aperture image を相互に位置合わせし
て解像度を向上する．一方，手法 2 では，すべての位置・
角度の光線を被写体空間に設定した仮想物体面に投影し，
その物体面に焦点を合わせた画像（リフォーカス画像）を
生成する．このとき，すべての角度の情報が投影されるた
め，仮想物体面上では高解像度な情報が得られる．手法 2
では，仮想物体面の奥行きを変えながらリフォーカス画像
を複数枚作成し，それらを統合することで全焦点画像を生
成する．

3. 多視点画像を経由する高解像度画像生成
本章では，sub-aperture image を利用した高解像度化手法
の流れを説明する．また，超解像では文献 [5] のようにデ
プスマップと高解像度画像を交互に推定する手法を用いる．

3.1 Sub-aperture image の生成
ここで述べる Sub-aperture image 生成手法は 2 章で述べ
た光線追跡による Sub-aperture image 生成処理と等価であ
り，各マイクロレンズの背後にある RAW 画像の画素の集
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て，一枚の画像に集める処理となる．Subimage 内の相対座
標を変化させながら上記の処理を繰り返すことで，様々な
視点から見た sub-aperture image が取得できる．
上記の sub-aperture image の生成において，注意すべき点
が三つある．一つ目に，RAW 画像においては，イメージセ
ンサ上に置かれたカラーフィルタアレイにより，各画素は

RGB のうち一つの色情報のみを持つ．二つ目に，subimage
内の整数値の相対座標に対応する RAW 画像上の座標は，
一般に浮動小数となる．これは，イメージセンサとマイク
ロレンズアレイの位置関係に起因する問題である．三つ目
に，subaperture image の画素配列は，原理的にはマイクロ
レンズの配列と同一になる．マイクロレンズは六角格子状
に並んでいるため，sub-aperture image の画素配列も正方格
子ではなく六角格子となる．
これらの三つの注意点に対し，一般的には以下のように
対処する．一点目のカラーフィルタアレイに関しては，一
般的なデモザイキング手法を用いて各画素が RGB 全ての
色情報を持つようにする．二点目に関しては，画像データ
を滑らかに補間し，浮動小数位置の画素値を抽出する．三
点目の画素配列に関しては，sub-aperture image 上で画素の
リサンプリングを行い，画素配列を正方格子へと変更する．
これは，マイクロレンズの配列を等価的に正方格子に変更
しているとみなせる．これらのデモザイキングやリサンプ
リングの過程においては，RAW 画像の元々のデータが重
み付け和のような演算処理を経て，補間されることになる．
したがって，この方法を「Interpolation-based method」と呼
ぶこととする．
一方，本稿では RAW 画像の情報をできる限り保持したま
ま sub-aperture image を生成する手法である direct method[6]
を採用する．Figure 3 に direct method による sub-aperture
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エッジに対する L1 ノルムとなっており，x がエッジに関し
てスパースであることを要請する．

4. 多視点画像を経由しない高解像度画像生成
ここでは，高解像度のリフォーカス画像を用いた全焦点
画像生成手法の流れを述べる．まず，Fig. 2 のように被写
体空間に仮想物体面を設定し，RAW 画像に記録された各
画素に対応する光線を，撮像面から被写体空間に向けて経
Fig. 3 Direct method による sub-aperture image の生成過程

路追跡し，その物体面に投影する．さらに，投影した光線
群を観測データとみなして超解像処理を行い，高解像度の

image の生成過程を示す．Direct method では，元のデータ

リフォーカス画像を推定する．この一連の処理を仮想的な

に対する演算を伴うような補間処理は一切行わない．つま

物体面の奥行きを変えて行い，異なる奥行きにリフォーカ

り，一般的には行うデモザイキングを行わずに画素を取り

スされた画像を複数枚作成する．最後に，求めたリフォー

出すため，sub-aperture image の各画素は，高々一つの色情

カス画像群を統合し，全体が鮮明な高解像画像を生成する．

報のみを持つ．また，整数値の相対座標に対応する RAW

リフォーカス画像を作成する際には，丸めや補間をなる

画像上の位置座標は一般に浮動小数となるが，位置座標を

べく行わないために，RAW 画像の各画素に対応する光線

丸めて最近傍の画素値を取り出すことで，演算に伴う補間

を直接追跡する．一方，文献 [7] においても，多視点画像

処理を回避する．さらに，sub-aperture image において，マ

を経由せずに光線の経路を追跡し，高解像度のリフォーカ

イクロレンズアレイの六角格子配列に対応した画素配列を

ス画像を作成する手法が提案されている．しかし，この手

維持するために，各行に一画素おきに空の画素を挿入する．

法では RAW 画像のデモザイキングと光線の読み出しの際

したがって，直接法による sub-aperture image の解像度は

に画素値の補間を行うため，解像度の低下が懸念される．
仮想物体面に投影された光線群は，複数の低解像度画像

横方向に 2 倍となる．

の画素サンプルが混ざり合ったものと考えられるため，超
解像のモデルを適用して高解像度画像を生成することが可

3.2 再構成型超解像
ある視点に対して高解像度のデプスマップが与えられた
時，k 枚目の sub-aperture image

y(k)

をその視点に対して位

能である．つまり，投影された光線群を文献 [8] における
レジストレーションデータとみなし，ぼけ関数の逆畳み込

置合わせし，目的とする高解像度画像 x を再構成型超解像

みを行う．具体的には，仮想物体面に離散座標を設定し，

によって生成する手法を示す．最小化するべきエネルギー

各座標点の近傍領域に含まれる光線群の平均をその座標に

関数は，以下のように定義される．

おける観測データとする．逆畳込みのエネルギー関数は以

ESR (x, d) =

2
1
ky(k) − A(k)(d) xk + λ R(x)
∑
2 k∈K

下の通りである．

(1)

第一項は sub-aperture image の観測モデルから計算される．
第二項の R(x) は x のなめらかさを保つための正則化項で
あり，λ は正の値をとる．
第一項において，A(k) は x から y(k) への変換を表す観測
行列であり，デプスマップから計算される．
文献 [6] では，式 (1) の第二項の R(x) を以下のように設
定していた．

2
1
Edeconv. (x(q) ) = ky(q) − R(q) B x(q) k + λ RL1 (x(q) ) (4)
2

ここで，x(q) は目的とする高解像度のリフォーカス画像，

y(q) は観測データの集合，R(q) は観測データが欠損してい
る座標点をマスクする行列，B はぼけ関数を行列表現した
もの，∇h は水平方向，∇v は垂直方向の前方差分作用素を
それぞれ表している．つまり，第一項は観測画素値とリ
フォーカス画像の誤差，第二項は x(q) の滑らかさを保つた
めの正則化を表す．

1
RL2 (x) = xT Lx
(2)
2
ここで，L は画像における 4 近傍ラプラシアン作用素に対

行い，高解像度のリフォーカス画像を複数枚作成する．最

応する．これはエッジに対する L2 ノルムになっている．

後に，作成したリフォーカス画像群を統合する．具体的に

本論文では，第二項の R(x) は以下のように設定する．

は，リフォーカス画像群のエッジ強度を求め，画素座標ご

RL1 (x) = k∇h F xk1 + k∇v F xk1

(3)

ここで，∇h ，∇v は，それぞれ，画像における水平方向，垂
直方向の前方差分作用素に対応する．F は，RGB 空間か
ら YUV 空間へ変換する行列を表す．つまり，式（3）は，
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ここまでの一連の処理を仮想物体面の奥行き q を変えて

とにエッジ強度が最大となる奥行きから画素値を抽出し統
合することで，全体が鮮明な高解像画像を生成する．

5. 実験
Lytro Illum を用いて 4 枚の RAW 画像（A, B, C, D と呼

3

情報処理学会研究報告
IPSJ SIG Technical Report

Vol.2016-AVM-92 No.1
2016/2/26

わせた．Fig. 5 を見ると，手法 2 による画像の方が，鮮鋭
感のある画像を得ることができている．しかし，リフォー
カス画像の統合において最適な奥行きが選択されていない
箇所では，ノイズが入り混じった画像になっていることが
(i)

(ii)

(iii)

分かる．

Fig. 4 手法 1 での比較：(i) interpolation-based method + L1 SR, (ii)
direct method + L2 SR, (iii) direct method + L1 SR (proposed
method 1)

5.3 Lytro デスクトップとの比較
Fig. 6 に手法 1 により生成された画像，Fig. 7 に手法 2
により生成された画像を示す．Fig. 8 に他手法による結果
画像と提案手法による結果画像（一部拡大）を示す．(i) は

interpolation-based method で作成した sub-aperture image を
bicubic 補間によりアップサンプリングした画像である．(ii)
は手法 1 による超解像画像である．(iii) は手法 2 による全
焦点画像である．(iv) は Lytro デスクトップにより出力し
た全焦点画像である．Fig. 8 の拡大画像を見ると，エッジ
(i)

(ii)

Fig. 5 手法 2 での比較：(i) method by [7], (ii) proposed method 2

付近において手法 2 による画像が偽色やノイズによる劣化
が少なく最も良好な結果となった．しかし，Fig. 7 を見る
と，手法 2 による結果画像の全体ではノイズが入り混じっ

ぶ）を撮影し，実験を行った．Lytro Illum で取得した RAW

た画像になっていることが分かる．これはリフォーカス画

画像の解像度は 7728×5368 であり，マイクロレンズの数

像の統合において，必ずしも最適な奥行きが選択されてい

は 542×433 であった．手法 1，手法 2 ともに，出力解像

ないためである．リフォーカス画像の統合では単純なエッ

度は 2450×1634 画素とした．この解像度を選択した理由

ジ強度による奥行き選択を行っているため，本来エッジが

は，Lytro Illum の専用現像ソフトウェアである Lytro デスク

存在しないはずの平坦部において誤った奥行きが選択され

トップ [9] と出力解像度を合わせるためである．また，各マ

ている．そのため現時点では，手法 1 が Light Field Camera

イクロレンズにより記録される RAW 画像の subimage 中の

画像の高解像度化を行うにあたり最も有効な手法であると

中心付近の 9×9 画素（9×9 視点の sub-aperture image に対

考えられる．

応）を使用した．また，式（1）
，
（4）の最小化は ADMM[10]
を用いて行う．

6. むすび
本稿では，light ﬁeld camera で記録された RAW 画像の

5.1 手法 1 による比較

光線の逆追跡を行う際，画素配列を保持しつつ多視点画像

Fig. 4 に手法 1 での比較（一部拡大）を示す．ここで，(i)

を経由した高解像度化手法と画素補間を最小限に抑えなが

は interpolation-based method で作成した sub-aperture image

ら多視点画像を経由せずに高解像度化する手法を提案し

を L1 ノルムを用いて超解像を行った画像である．(ii) は

た．多視点画像を経由せずに高解像度化する手法では，リ

direct method で作成した sub-aperture image を L2 ノルムを

フォーカス画像の統合において奥行きが正しく選択される

用いて超解像を行った画像である．(iii) は direct method で

場合には，多視点画像を経由する高解像度化手法よりも鮮

作成した sub-aperture image を L1 ノルムを用いて超解像を

鋭感のある画像を得ることができた．今後は，リフォーカ

行った画像である．なお，interpolation-based method によ

ス画像の統合における奥行き選択の改善に取り組みたい．

る sub-aperture image は，Light Field Toolbox v0.3[11] によ
り作成した．Direct method で作成した sub-aperture image
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