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不十分な計測情報に基づく実物体の写実的な画像合成
山崎

俊 太 郎†

池

内

克

史††

実世界の風景や物体を計測した情報を利用して，仮想空間で物体の画像を写実的に合成するために
は，対象物の三次元形状（幾何情報）とテクスチャ（光学情報）が一定量以上必要である．ところが，
実際には多くの場合，計測装置の精度の制限や，計測コストや容量などの現実的な制約から，必ずし
も十分な計測情報が利用できるとは限らない．そのため，計測が困難な対象物や環境では写実的な再
現を行うことができず，手法の適用範囲を制限してきた．本論文では，このような問題を克服するた
めに，3 つの相補的な手法を提案する．

Photo-realistic Rendering of Real-world Objects
Based on Insuﬃcient Measurement
Shuntaro Yamazaki† and Katsushi Ikeuchi††
In order to display real scenes and objects in a virtual space by synthesizing photo-realistic
virtual views based on the measured data sets, suﬃcient amount of geometric and photometric information of the objects is required. In practice, however, it is often unfeasible to
take suﬃcient measurements to achieve photo-reality due to the limitation on sensor accuracy,
storage size and other practical restrictions. In this dissertation, we present three mutually
complementary methods designed to solve the problem described above.

る場合もあり，結果として描画の解像度や描画視点の

1. は じ め に

自由度，写実性が犠牲となる．この問題は，抽出信号

本論文では，実世界の風景や物体を仮想空間で再現

である特定の計測情報から，原信号である実物体の見

するために，計測によって得られた情報から，対象の

え方を復元する問題を信号処理のサンプリング理論を

仮想 3 次元視点画像を写実的に合成する手法を提案す

用いて定式化することにより，定量的に判定可能であ

る．仮想視点画像の合成は，電子商取引における電子

る．Plenoptic Sampling 理論は Light Field Render-

カタログ，遠距離通信における視覚情報伝達，仮想現

ing における画像数と焦点面数の関係からこの問題を
解析しており9) ，ある視点間隔で対象物を計測した場
合に，その間隔から決まるナイキスト周波数が存在す

実感モデル，娯楽など，非常に広い応用が見込まれる，
応用範囲の広い研究分野である．
計測情報に基づく描画法は過去に数多く行われてき

ることを示した．描画対象がその周波数以上の複雑な

たが，実際に利用する際には次にあげるような問題点

特徴を持っている場合に合成画像中にエイリアシング

からその利用範囲が制限されてきた．

が発生し，その結果として現実感が損なわれる可能性

第 1 に，入力画像集合が疎であるために十分な量の

がある．

計測情報を得られず現実感のある画像を合成できない

第 2 に，計測技術の制限から，現実感のある画像

場合がある．多くの場合，対象物の計測は一度しか行

を合成するのに十分な正確さを持つモデルを構築でき

うことができず，描画結果に問題が発生することが分

ない場合がある．たとえば，CCD（Charge-Coupled

かっても，追加の計測を行うことができない．また，

Devices）素子を用いた光学センサを用いた計測では，
解像度の制限から毛髪などの微細な形状を正確に計測
できず，結果として描画の写実性が損なわれてしまう．

記憶容量の制限から計測画像集合のサイズを制限され

この問題も，対象物が計測可能な詳細度以上に複雑で
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あることが原因だが，多くの場合そのような極端な複
雑性を合成画像中で再現する必要はない．むしろ問題
となるのは，計測装置の限界を超えたことによって計
1

2
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測におけるエラーが外れ値となって誤差を生み出すた
め，計測情報をそのまま信頼することができない点で
ある．
第 1 の問題は理論限界であるため，通常の信号処理
では解決することができない．そこで計測情報だけか
ら正確なモデルを作るのではなく，本来の目的である
現実感のある画像を直接合成することにより解決でき
る可能性がある．一方，第 2 の問題は，既存のモデル
化手法に対して計測情報の信頼性に対する考慮を加え
た拡張を行い，さらに違和感の発生しやすい部分に対
して画像処理を適用し見た目の解像度を上げることに
よって解決できる．このような考えに基づき，次の 3
つのアプローチを提案する．

(1)
(2)
(3)

物理的には正しいとは限らないが，視覚的に違

図 1 計測情報に基づく描画法の関連研究の関係．横軸：幾何（形
状）情報量，縦軸：光学（写真）情報量．グラフ：写実的な描
画に必要な情報量の下限
Fig. 1 Related work arranged in a two-dimensional graph
according to the amount of geometric and photometric information required in their rendering.

和感の少ない画像補間を行う．

る．1 つは形状（幾何情報）を表す幾何モデルであり，

対話的な編集を行うことによって，サンプリン

計測情報を用いる際には，レーザ光を用いた形状計測，

グの不足を補う．

ステレオ視や視体積交差法などによる画像からの立体

復元した幾何モデルの信頼性を考慮すること

復元などによって得られる情報が利用される．もう 1

によって，計測誤差による不具合の発生を除去

つは色（光学情報）を表す光学モデルであり，カメラ

する．

計測された 2 次元カラーが用いられることが多い．

( 1 )，( 2 ) は主に第 1 の問題点における理論限界を
超えるための方法であり，( 3 ) は第 2 の問題を解消す

1 章で述べたように，Light Field Rendering のエ
イリアスの解析から，写実的な描画を行うために必要

る方法である．なお，ステレオ視などを利用した計測

な幾何情報と光学情報の量が Chai らによって解析さ

画像からの形状復元は計測の一種であると考え，その

れている9) ．その下限は幾何情報と光学情報の空間に

ような形状復元が困難な状況，または対象物であると

おいて図 1 に示すような曲線で表されることが知ら

仮定する．

れている．写実的な描画を実現するためには，利用可

本論文は，これら 3 つの異なるアプローチを実践

能な情報量が，グラフ中で曲線の上側にある必要があ

するための方法で構成されている．1 つ目の自動モー

り，このとき様々な入力の組合せに適した描画法が提

フィングによる視点画像生成法（3 章）では，描画対象

案されてきた．

の幾何情報がまったく利用できない場合に，形状の再

紙面の都合上，個々の手法に関する説明は省略する

構築を行うことなく，画像のモーフィング処理によっ

が，本論文で提案する 3 つの手法とグラフ上に示す既

て自由視点画像を合成する．2 つ目の Pop-up Light

存手法が異なる点は，提案する手法は理論曲線の下に

Field 法（4 章）では，1 つ目の手法と同様に幾何情
報が利用できず，さらに入力画像から付加的な情報を

ある不十分な計測情報から描画を行うことを目指して

得ることが難しい場合，利用者による対話的な幾何モ

自動画像モーフィングを使って，モデルを構築せずに

いる点にある．図中 (a) は 3 章で述べる方法であり，

デル生成を用いて，写実的な表示を実現する．3 つ目

自由視点画像を合成する．図中 (b) は 4 章で述べる

の Microfacet Billboarding 法（5 章）では，光学情

方法であり，対話的作業を利用することによって，幾

報に加えて粗い幾何情報も利用し，既存の計測装置で

何情報を増やし違和感を除去する．図中 (c) は計測情

は取得が困難な微細な形状を持つ対象物に対しても写

報の信頼性によって解像度を決定する視点依存モデル

実的な描画を実現する．

と，透過度推定による見た目の解像度の向上を用いて

なおすべての方法において，描画の対象物や光源環
境は，計測中に変化しないことを仮定する．

2. 関 連 研 究
静的な対象物の仮想 3 次元視点画像を描画するため
には，対象に関して 2 つのモデルを構築する必要があ

写実的描画を実現する手法であり，5 章で述べる．
提案する各手法に関連する研究は，各章で個別に紹
介する．

3. 自動モーフィングによる画像生成法48)
単一物体を複数視点から計測した画像が入力として
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与えられたとき，画像の各画素間における対応関係が

画像の輝度に関する拘束のみを使って対応点を計算

分かると，対象物に遮蔽がない限り補間によって中間

する手法として，非拘束画像マッチング法43) が Shi-

視点における仮想視点画像を合成することが可能であ

nagawa らによって提案されている．ここで，非拘束
画像マッチングとは，画像の輝度分布以外に対象に関
する仮定を必要としない，対応点の探索を指すものと

る．対応点問題に対する既存の多くの研究では，対象
物が視点間で対応付け可能な特徴を持つこと，視点画
像間の幾何学的関係が既知であること，視点間の見え

する．ただし，Optical Flow における開口問題同様，

方の変化が微小であること，といった拘束を用いて対

輝度分布に基づく類似度では対応点の候補が一意に決

応点を計算する．したがって，これらが満たされない

まらない場合が考えられるため，ある画像中で隣接す

場合には，対応点を計算することが困難である．

る 2 点は対応先の画像中でも近くにあるという仮定を

補間を行う際に，対応する点の輝度分布が異なって

おく．Shinagawa らは Critical Point Filter（CPF）

いると，補間の過程において，対象物表面の色の変化

と呼ばれる非線形フィルタを用いて画像特徴を抽出し，

や，対象物の消失といった本来ありえない現象が発生

多重解像度計算によって目的関数を最小化することで

し，現実感が損なわれる．仮に対象物の幾何情報を既

対応点を計算している．CPF の特徴として画像輝度

知とすると，対象表面のある部分に対応する画像中の

のピークに非常に強く反応するため，ノイズを含む画

点は，対象物表面の色が変化しない限り不変である．

像では結果が大きく歪む．提案法は，輝度の変化やノ

逆に，色が変化しないように対応点を決定しても物体

イズに対して頑健な特徴抽出法を提案し，局所解に陥

表面上で同一箇所に対応する保証はない．

りにくい計算手法を提案することによって，視点画像

対応点間で色が一致するような対応が得られると，

補間に適した非拘束画像マッチング法を提案する．

ことができる．すなわち，補間画像の生成を目的とし

3.2 対応点問題の定式化
D を画像座標空間，V を画像輝度空間，I : D → V を

た場合には，物理的に正しい対応は必ずしも必要では

画像の輝度分布関数とする．このとき，画像間の対応点

ない．そこで，画像の輝度分布の対応を拘束とする対

問題は，画像 Isrc から画像 Idst への写像 m : D → D

応点決定法を提案する．

のうち，Isrc (m(·)) と Idst (·) との差 ε2D が最小とな

上で述べた補間の過程における違和感の発生を抑える

3.1 関 連 研 究
対応点計算の手法は，様々な対象物，計測環境の組

るようなものを見つけること，として定式化できる．
多くの場合，画像は離散的な画素の 2 次元集合とし

合せに対して数多く提案されてきた．この節では，画

て与えられるが，画素を補間して再サンプルすること

像間の密な対応を計算する手法を簡単に紹介する．

により，D をさらに高解像度で定義できる．また，写

画像間の視差が小さく，また対応点間で画像輝度が
変化しないとき，Optical ﬂow を計算することによっ
3)

像 m は全単射とする．すなわち，m−1 は D の各点
で一意に定義できるものとする．

てカメラまたは対象物の移動を検出できる ．Optical

以降では，議論を単純化するため，2 次元のグレー

ﬂow はその原理から，画像間の視差が小さく，また輝
度変化が線形近似できる場合にのみに適用可能な手法

スケール画像の対応点計算の手法を説明する．提案法

である．また，画像輝度が変化しないという拘束によ

グレースケール 3 次元画像（ボリューム）などへの適

り，光源の変化を伴う場合や，画像がノイズを含む場

用も，自明な拡張によって容易に実現可能である．カ

合に推定が不正確となる．

ラー画像への拡張は 3.6 節で述べる．

対象物や計測カメラに関する情報があらかじめ得ら
れている場合，対応点の計算を低い次元で行うことが

は，より高次の，たとえばカラー 2 次元画像，または

3.3 特 徴 抽 出
画像中の輝度は必ずしも画像間で一定とは限らない．

可能である．たとえば，ステレオ視による 3 次元復元

そのため，画像輝度を直接，特徴量とすることはでき

の手法では，カメラの姿勢からエピポーラ拘束を導く

ない．また，対応点は人間の視覚的に違和感のないも

ことにより各対応点の探索範囲を 1 次元にすることが

のであることが望ましい．このような考察から，人間

6)

14)

や，医療画

の初期視覚で用いられる特徴抽出フィルタと類似した，

像の位置あわせ27) 手法では，各画像が類似の形状を

回転偏微分ガウスフィルタによって特徴抽出を行う．

持っており，輝度分布に一定の規則性を仮定できるこ

このフィルタのカーネルは次の式で定義される．

可能である ．また，顔画像の対応付け

とから，テンプレートのあてはめによって問題を簡単
化することが可能である．本手法ではこのような事前
知識なしに対応を計算する．

Kσ,n,θ (x, y) =
(0)
G(n)
σ (x cos θ−y sin θ)×Gσ (x cos θ+y sin θ)
(1)

4

情報処理学会論文誌：コンピュータビジョンとイメージメディア

June 2005

M 推定量18) である．入力画像の視差が大きいとき，
3.5 節で述べる反復計算における初期対応点の精度は
低いことが予想される．M 推定量を用いることによっ
て，精度の低い初期解から始めたときに局所解に陥る
可能性を減らすことができる．
実 験 で は ，M 推 定 量 と し て 次 の 式 で 表 さ れ る
Lorentzian を用いた．



図 2 特徴抽出に用いたフィルタバンク
Fig. 2 Filter bank used to generate feature vectors.
(n)

ここで Gσ

は分散 σ 2 の 1 次元ガウス関数の n 階微

Lorentzian の和である．
次に写像の滑らかさの基準として，次の ε2S を用
いる．

分である．

Malik らはこのフィルタを組み合わせてフィルタバ
ンクを構成して画像から特徴量を抽出する手法を提案
している

28)

  

1 x 2
ρ(x) = log 1 +
(3)
2 σ
ただし ρD は，Fi ∗ I の各要素に対する σ = σD の

．ただし複数のフィルタが線形従属性を持

ε2S =





dimD

ρS (∇md (p))

(4)

p∈D d=1

つ場合，フィルタの反応に冗長性が生じて計算効率が

ここで ρS は，∇md の各要素に対する σ = σS の

下がる．そこで，多くの異なる θ，σ ，n の組合せに
空間の次元を決定して無駄のないフィルタバンクを構

Lorentzian の和である．入力画像に遮蔽がある場合，
対応写像には不連続性が生じる．M 推定量を用いるこ
とにより写像の不連続性を扱うことが可能となる．

成する．実験では，n 階の偏微分フィルタは n + 1 次

式 (2) と式 (4) を重み付け係数 α2 を用いて線形結

元空間を構成するという結果20) に基づき，図 2 に示

合することにより，最終的に最小化する目的関数 ε2

すような 4 種類の異なる分散を持つ，1 階および 2 階

は次のようになる．

対するカーネルに対し主成分分析を適用し，カーネル

フィルタから構成されるフィルタバンクを用いた．
画像の対応計算の際には，まず Isrc ，Idst に対し，
Nf 種類（実験では Nf = 20）の異なるカーネル

ε2 = ε2D + α2 ε2S
(5)
本手法で利用している特徴量は Nf 次元の情報を持
つため，多くの場合 ε2D だけを用いて対応点の候補を
絞ることが可能である．ε2S は特徴ベクトルから写像

Kσ,n,θ から構成されるフィルタバンク F = {Fi }(i =
1, . . . , Nf ) を適用する．このフィルタの反応は Nf 次
元のベクトル画像であり，これを特徴ベクトル画像と

を決定できない場合，すなわち画像輝度分布が一定の

呼ぶ．以降の処理では，特徴ベクトル画像のみを用い

がって，一般に α2 は非常に小さい値でよい．また，

て計算を行う．

抽出された特徴ベクトルは対応点を決定する唯一の情

3.4 目的関数の構成
Isrc から Idst への最適写像 m は，Isrc (m(·)) と
Idst (·) の類似度を m の滑らかさを保ちながら最大化

報であるため，σS は大きめにとる必要がある．σD は

することにより計算する．そのために，特徴ベクトル
画像間の類似度と m の微分から構成される目的関数
を構成する．
まず，類似度に関する基準として，次の ε2D を用

実験的に決定する必要があり，実装では画像サイズの

5%となるように設定した．
3.5 目的関数の最小化
入力画像間の差が大きい場合には，初期推定の精度
が低くなるために，最適な α2 を選択することは非常
に困難である．この節では，写像が凸性を保つという
拘束を考慮することによって，計算する課程で写像の

いる．

大きな歪みを防ぎ，比較的小さい α2 でも滑らかな拘

ε2D =



領域における写像を確定するために用いられる．した

Nf


束が得る方法を提案する．

ρD ((Fi ∗ Isrc ) (p)−(Fi ∗ Idst ) (m(p)))

p∈D i=1

Isrc の隣接する 4 格子点なる正方形が，写像 m に
よって Idst に向って変形するとき，m の全単射性か

(2)
ここでオペレータ ∗ は畳み込み積分であり，ρD は

ら，変形後の 4 格子点の位置関係は 図 3 のとおりで
ある．四辺形内部における全単射性を満たすためには，

(c) と (d) を候補から除外する必要がある．現実には，
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図 3 隣接 4 点からなる四辺形の対応候補
Fig. 3 Possible conﬁgurations of four vertices.

(a) Isrc

(b) Idst

(c) 対応点

図 5 非拘束画像マッチングの例
Fig. 5 Example of mappping between images determined
by our algorithm.

さらに，局所解を防ぐために，目的関数 ε2 の最小
化を多重解像度計算で行う．対応点計算をする前に，
特徴ベクトル画像をダウンサンプルして解像度を下
図 4 凸写像拘束を満たすための対応点の探索範囲
Fig. 4 Search area for single correspondence.

げ，ピラミッド構造を構築しておく．写像の推定時に
は 2 × 2 サイズの画像から計算を開始し，各解像度で
目的関数が最小化されたときの写像を，1 つ上の解像

これらの写像は，たとえば画像が遮蔽領域を持つ場合

度における推定の初期値する．これを必要な解像度に

に存在しうるが，四辺形が非常に小さくつぶれる場合，

なるまで繰り返す．実装では，各解像度における推定

大きく広がる場合を考えることによって，(c) と (d)

には反復法を用い，最初の局所最適解をその解像度に

の場合を無視しても画像間の対応は矛盾なく決定でき

おける最適解とした．

る．次に，(b) の変形が存在すると，図中の頂点 2 を

また画像がカラー情報を持つ場合には，3.3 節で述べ

含む隣接四辺形における可能な写像が制限され，全体

た特徴抽出フィルタを各カラーチャネルに対して適用

として写像が局所解に陥りやすい．そこで (b) も目的

して，特徴ベクトル画像を生成した．すなわち，RGB

関数の最小化の際に候補から除外する．以上より，推

画像の場合，R，G，B の各チャネルに対し Nf 次元

定の各段階において (a) の場合の写像のみを考えるこ

のフィルタバンクを適用し，全体として 3Nf 次元の

とにより，目的関数とは別に，最小化の過程において

特徴ベクトル画像を生成した．

写像の滑らかさを保証することができる．この拘束を
凸写像拘束と呼ぶ．
全体として凸写像拘束を満たす写像 m を決定する
ためには，局所的な写像の推定の際に凸写像拘束が

現在の実装では，ε2 の積分計算は，D を離散的に
サンプリングして和をとることで行っている．サンプ
リング幅は画像の画素サイズと一致する必要はなく，
解像度を上げると精度が向上するが，計算時間が増す

満たされるようにすれば十分である．これは次のよう

傾向にある．実験では，画素幅を 1.0 としたとき，サ

にして実現できる．図 4 のように，Isrc 中の点 px,y

ンプル幅を 0.1 から 0.5 程度に設定した．

が，m によって Idst に対応付けられる場合，p の対応

3.7 実 験 結 果

点の候補を m(px+∆x,y )，m(px,y+∆y )，m(px−∆x,y )，

3.7.1 非拘束画像マッチング

m(px,y−∆y ) からなる四辺形の内側に限定すればよい．

図 5 は，回転している物体の画像間における推定
写像の結果である．画像解像度は 128 × 128 である．

3.6 実
装
凸写像拘束によって導入された写像の隣接対応点
の幾何的な依存関係のため，画像中の各点の写像を

像である．

同時に推定することは困難である．そこで，我々は
Shinagawa らの手法43) を拡張し，反復法による逐次

図 5 で用いた画像間の推定写像において，Shinagawa

最適化を用いる．まず Isrc 中の 1 点 p に対し，Idst

らの手法43) で推定した写像 (a) およびその拡大図 (b)

(a) と (b) が入力画像で，(c) が提案法で推定された写
図 6 では，写像の滑らかさに関して比較を行った．

中で m(p) として選択可能なすべての点に関して目的

は，四辺形が部分的に交差し，対応順序が部分的に裏

関数を計算し，最も関数値が小さい点を m(p) とする．

返っているが，提案法では滑らかさが維持されている

この操作を Idst 中のすべての点に関して繰り返すこ

ことが分かる．

とにより，画像全体に対する写像 m を推定する．ま

3.7.2 視点画像補間

た，p の選択順序による写像の偏りを防ぐために，p

推定された対応写像を基に，入力画像を trilinear 補

は乱数を用いて選択する．

間して中間画像を生成した結果を示す．
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t=0.00 (Isrc ) t=0.25

(a) CPF

(b) (a) の拡大図

(c) 提案法

図 6 推定写像の滑らかさの比較
Fig. 6 Quality comparison of mapping.

t=0.50

t=0.75 t=1.00 (Idst )

図 8 透明物体に対する視点画像補間の結果．t は線形補間のパラ
メータ
Fig. 8 Results of view-interpolation for a translucent and
specular object. t is a blending parameter in trilinear interpolation.
表 1 性能評価．計算時間の単位は秒，誤差は画像輝度差の二乗和

（ p |Isrc (p) − Idst (m(p))|2 ）である
Table 1 Performance comparison of image matching algorithms. The left column in each cell shows the
execution time (seconds) and the right shows the
sum of the squared diﬀerences of intensities.

data (size)
(a) 入力

(b) 入力

boxes (1282 )
textures(1282 )
faces (2562 )

time
2.1
2.0
8.2

CPF 43)
error
6.0 × 106
3.8 × 108
1.3 × 108

proposed method
time
error
8.5
5.0 × 106
10.7
1.6 × 108
51.3
1.1 × 108

元は現実的ではない．提案法では，画像の対応に基づ
く視点画像補間を行うため，このような画像に対して
(c) 合成結果

(d) 実画像（計算には使用せず）

図 7 視点画像補間の結果
Fig. 7 Result of view-interpolation for Pokemons.

も，補間による像の二重化や対象物体の不自然な変形
がない中間視点画像を生成することが可能である．こ
こで，推定される対応点は幾何的に正しい対応となっ
ている保証はないが，合成される中間視点画像は人間

図 7 は 2 枚の画像を用いた視点画像補間の結果で
ある．(a) と (b) が入力画像，(c) が画像モーフィング
によって生成された中間視点画像である．入力画像の

の視覚にとって正しく見えることが期待できる．

3.7.3 性 能 評 価
本章で提案した手法を Pentium3 1 GHz，主記憶

内部，外部カメラパラメータは未知である．対応点は

768 MB の PC で実装し，性能を比較した．表 1 は

256 × 256 解像度で推定した．(d) は，(c) と同一の視

計算速度と対応点の輝度の自乗差である．非拘束画像

点で実際に計測された画像であり，(c) の合成には用

マッチング法の 1 つである Shinagawa らの手法43) と

いていない．合成画像はほとんどの部分で，実際の計

比較した場合，特徴量の次元が高いこと，また推定に

測画像と似ているが，遮蔽が存在する部分では対応す

反復法を利用していることから計算時間は増加してい

る点が存在しないために，補間画像中に本来存在しな

る．一方，得られた写像はより画像輝度差の小さい対

い色が現れている．この問題を改善するためには，推

応を得ることができていることから，より大域的な最

定した対応写像中で，隣接対応点が近い場所では Isrc

適解に近い推定ができていることが推定される．

を，離れている場合には Idst を重み付けして補間画像
を生成するなどの工夫が考えられる．本項では対応点
計算の手法の提案を主眼としており，補間手法に関し
ては紙面の都合上これ以上踏み込まないものとする．

4. Pop-Up Light Field 法44)
2 次元画像の補間によって仮想 3 次元視点画像を合
成する場合，入力として大量の画像が必要となる．密

図 8 に，透明物体に対する視点画像補間の例を示

な画像集合に基づく描画手法である光線空間法26) で

す．この物体は，透明で，テクスチャがほとんど存在

は，対象物の幾何情報がまったくない状況下でも立体

せず，強い鏡面反射成分を持ち，また蛍光灯下で自動

的な描画が可能であるが，一方で，入力画像が少ない

ホワイトバランスを使って安価なカメラで撮影した．

場合には補間が不正確となり，合成された画像中にエ

このような画像に対して，特徴点抽出に基づくカメラ

イリアスと呼ばれる不具合が生じて写実性が損われる．

姿勢の推定を行うことは困難である．また，カメラパ

一般に，入力画像が不十分な場合，画像の空間解像

ラメータが未知であるため，ステレオ視による立体復

度を下げるか26) ，3 章で述べた方法や，ステレオ視や
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視体積交差法を用いて画像から対象物の形状を復元す
ることで補間精度を向上させる7),17) などの工夫が必
要である．ところが，画像の対応点計算に基づく補間
では遮蔽があるときに精度が悪くなるという問題があ
り，必ずしも写実性の高い画像を合成できるとは限ら
ない．このことが，実際にこれらの手法を用いる際の
不安要素となり，現実的には手法の応用範囲を狭めて
いる．
そこで，本章では，利用者による対話的な操作を用
いることによって，疎な画像集合からエイリアスのな
い自由視点画像を合成するためのシステムを提案する．

4.1 関 連 研 究
4.1.1 対話的モデル生成
対話的なモデル生成を考慮した多くのシステムでは，
1 枚の画像を入力とし，対象物が単純な幾何構造を持
つことを仮定している．たとえば，Tour Into Pictures
法19) では透視投影における消失点が画像中に存在する
ことを仮定し，クモの巣状のメッシュ構造のパラメー

図 9 Pop-up Light Field 描画の例
Fig. 9 An example of rendering with Pop-up Light Fields.

タを利用者が決定する．また，Photo editing 法32) で
は，利用者が，画像の各画素に対して深度情報を割り

よって Bayes 推定を使った精度の良い方法に拡張され

当てる必要がある．これらの手法は単一画像に対して

ている．また，この手法を複数画像に適用するために

は適用可能であるが，複数画像が入力となる疎な光線

Video Matting 法12) が提案されている．ただしこの

空間に対して適用することが困難である．複数画像を

手法ではフレーム間の透過度の一貫性が考慮されてい

用いて対話的モデル生成を行う方法として，Debevec

ないという問題があり，自由視点画像合成での利用に

らは Facade 法を提案している16) ．このシステムでは

は適していない．

4.2 Pop-up Light Field 表現
4.2.1 多 層 構 造

対象物を平面の集合として近似するが，すべての入力
画像に対して平面境界を指定する必要があるため，モ
デル生成のコストが非常に高い．

4.1.2 Layer によるモデル化・描画

光線空間のサンプル密度が不十分な場合，古典的な
Light Field 法26) による描画ではエイリアスと呼ばれ

画像に基づく描画法は対象物の形状を Layer 構造を

る不具合が発生する．図 9 上は 5 × 5 枚の画像から

用いて表現することで，効果的に実現できる2),25),42) ．

構成される光線空間を 1 つの補間平面を用いて描画し

Layered Depth Image 法では，深度情報を持った

た結果である．エイリアスによる画像の二重化現象が

Layer を効果的に表示するための 2 段階描画法を提

発生している．図 9 下は 4 つの平面で表現された多層

案している．また，このような Layer を自動生成す

構造を用いることによりアンチエイリアス描画を実現

る手法について，コンピュータビジョンの分野で多く

した例である．対象物を複数の層に分割することによ

の研究がなされてきた2),22),46) ．これらの手法を用い

り，各層における深度変化を小さくすることができ，

ても正しく Layer 境界を決定できない場合も考慮し，

画像の二重化現象を抑えることができる．

提案法では利用者による対話的な Layer 生成を利用

Pop-up Light Field を構成する Layer を Coherent
Layer と呼ぶ．Coherent Layer の数や形状は対象の

する．

4.1.3 透過度推定
Layer 表現では，その境界においてアンチエイリア
ス処理を行うために，正確な透過度を推定する必要

複雑度や入力画像の計測密度に応じて必要なだけ，利

がある42) ．画像から透過度を推定する最も古典的な
方法は，固定の背景色（たとえば青）を用いる方法で

Coherent Layer Lj は，光線空間を構成する各画像
I 中の対応する Layer 領域 Rji の集合として表現さ

ある45) ．近年，任意の背景を持つ画像に対して透過

れる．図 10 中の例では，これらの領域の幾何情報は

度推定を行う手法が提案され

4),31),38)

，Chuang らに

用者によって対話的に Pop-up されて生成される．

4.2.2 Coherent Layer
i

単純な固定平面 Pj として表現されている．より複雑
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図 11 Coherence Matting の処理の流れ
Fig. 11 Illustration of major steps in Coherence Matting.

Matting 法では L(α) は一様分布であるとして式 (6)
から省略する．
Video Matting 法では，既知の F ，B を持つ領域
マップ（Trimap）を隣接画像へと伝播させることに
図 10 画像 I1 と I2 から構成される Light Field を L1 と L2
からなる Coherent Layer で表現する
Fig. 10 A light ﬁeld (with images I1 and I2 ) can be represented by a set of Coherent Layers (L1 and L2 ).

よって，透過度推定の処理の半自動化している．とこ

な対象を表現する場合には，各画像 I i に対して定義

化し，連続的に変化させた場合に視覚的な不具合を生

された視点依存の平面 Pji を使うことも可能である．

じる．

Pop-up Light Field における Layer は次の 2 つを
満たすときに Coherent と呼ぶ．

(1)
(2)

各 Layer が単独でエイリアスなく描画可能．

理論

て決定されるため，画像中に遮蔽などが存在すると，
隣接する画像の対応する点における透過度が大きく変

この問題を解決するために，我々は Coherence Matting と呼ぶ新たな透過度推定法を提案する．この処理
の流れを図 11 に示す．まず，利用者が指定した領域

各 Layer が背後の Layer に対してエイリアス

境界をすべての入力視点画像に伝播させる (a)．次に，

なく描画可能．

各画像中で，境界線付近の画素集合を選択し，透過度

第 1 の条件を満たすためには，Plenoptic Sampling
9)

ろが推定される透過度は各画像中の色分布のみによっ

から，Layer 内の深度分布は十分に小さくなけ

ればならない．これを満たすために，提案法では利用

推定領域とする (b)．次に，隣接視点画像を利用して，
遮蔽領域中の画素を，モザイク化によって埋める (c)．
これにより B を確定することが可能であり，式 (6)
から L(B) を省略できる．最後に，式 (6) を解くこと

者による対話的なモデル生成を導入する．
第 2 の条件を満たすためには，Layer 境界が画像間

によって F ，α を推定する (d)．このとき α がアンチ

で正確でなければならない．Layer 境界を画素サイズ

エイリアスのための透過度であることから，対数尤度

以下の精度で表現するためには，境界における透過度
の推定が必要である．また視点移動にともない境界部
分の画素を補間したときにエイリアスが生じないよう

L(α) = −(α − α0 )2 /σa2

(7)

を用いて α の事前確率を推定結果に反映させる．
ただし α0 = f (d) は d に関する feathering 関数

に，フレーム間で透過度は一貫している必要がある．

で，σa2 は α の分散である．d は Layer 境界からの

これを満たすような透過度を推定する手法を 4.2.3 項

画素の距離である．実装では fethering 関数として

で述べる．図 10 に Coherent Layer の例を示す．

f (d) = (d/w) ∗ 0.5 + 0.5 を用い，

4.2.3 Coherence Matting
Coherent Layer の各画像中における領域境界での

w をパラメータとして調整した．
尤度関数 P (C)，P (F ) がガウ

透過度を推定する単純な方法として，画像列に対し

ス関数で表現できるとすると，C ，

て Video Matting 法12) を適用することが考えられ
る．Video Matting 法は Bayesian Matting 法13) に

F の局所性を仮定することにより
近傍での値を用いて次のような式

基づく透過度推定法であり，次に示す事後確率最大化

を構成することができる．
2
L(C|F, B, α) = −||C −αF −(1−α)B||2 /σC

（MAP）を行うことにより推定を行う．

arg max P (F, B, α|C)
F,B,α

(8)
L(F ) = −(F − F )
− F)
(9)
2
ここで σC
は C の分散，F は近傍における前景色
T

= arg max L(C|F, B, α)+L(F )+L(B)+L(α)
F,B,α

(6)
ただし L(·) = log P (·) は対数尤度，C は画像中で観
測された RGB 色，F ，B ，α はそれぞれ前景色，背
景色，透過度である．Video Matting 法や Bayesian

Σ−1
F (F

の重み付き平均，ΣF は同様に重み付き共分散行列で
ある．
式 (6) の F と α に関する偏微分を 0 とおくと，次
の式を得る．
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いる部分があった場合に，次の 4 つの処理を行うこと
で画質を改善する．

Layer pop-up： 利用者は光線空間を構成する画像
集合の中からキーフレームを選択し，エイリアス
の発生する画像領域の輪郭線，および Layer 平面
の位置を対話的に決定する．この輪郭線を別のフ
レーム画像に伝播させることによってすべての入
図 12 Video Matting と Coherence Matting の比較
Fig. 12 Comparison between Video Matting and
Coherence Matting.

力画像で領域分けを行う．
Background construction： Coherence matting
に必要な背景モザイクを生成する．背景モザイク
は通常，Layer の輪郭線の近傍でのみ生成すれば
よい．平面による形状の近似精度が良い場合，こ
の処理は自動化が可能である．
Foreground refinement： Coherence matting
により前景色，およびその透過度を推定する．透
過度の性質上，視点から遠い Layer から順にこの
処理を行う．

図 13 Pop-up Light Field 生成の処理の流れ
Fig. 13 Flowchart of Pop-up Light Field construction UI.

Rendering feedback： 以上のすべての変更は処
理が終わり次第すぐに反映され，その結果が表示
される．表示された結果に対して描画視点移動を
行うことによってエイリアスの発生を確認し，画

F =
α=

Σ−1
F F
(C −

+

2
Cα/σC
Σ−1
F +

− Bα(1 −
2
Iα2 /σC

2
α)/σC

2
B) · (F − B) + α0 · σC
/σa2
2
2
||F − B||2 + σC /σa

(10)
(11)

式 (10) と式 (11) を使い，F と α の一方を固定し，
他方に関して最小化を行う，という処理を交互に繰
り返すことにより MAP 推定を行う．初期値として

α = α0 とした．
図 12 に推定された透過度の視点間における一貫性

像全体で写実性が十分に高まるまで以上の処理を
繰り返す．

4.3.2 Layer 境界の生成
Pop-up Light Field の生成で最も複雑で時間のか
かる部分は Layer 境界の設定である．そこで本項でそ
の詳細を述べる．
まず，Layer の輪郭線は複数の制御点をつないだ環
状の連結線分として表現する．この表現は，構造が直
感的であるとともに，輪郭線の変更が容易であるとい

の比較を示す．図は α に関する EPI 画像（α-EPI）で

う特徴がある．また，同一の Coherent Layer の輪郭

ある．通常の EPI 1) が特定の空間方向と時間方向に

は，同じ位相を持つ，すなわち同数の制御点から構成

対する 2 次元の輝度変化を表示するのに対し，α-EPI

され，フレーム間で制御点が 1 対 1 に対応するものと

では特定の空間方向（(a) の水平方向，(b)，(c) の横

する．

軸）と視点変化の方向（(a) の画像が変化する方向，

制御点の設定，および編集はいくつかのキーフレー

(b)，(c) の縦軸）に対する透過度変化を表示してい
る．video matting の結果 (d) と coherence matting

ム中で行い，他のフレームへは内挿，および外挿補間

の結果 (e) より，提案法が透過度変化が小さいことが

点はキー制御点と呼び，各フレームの輪郭線の制御点

分かる．

は，一部またはすべてがキー制御点であるとする．

4.3 Pop-up Light Field の構築
Pop-up light ﬁeld を生成するために，簡単に使え
るユーザインタフェースを設計した．

によって伝播させる．利用者によって変更された制御

以上の操作を効率良く行うために，図 14 に示す
ユーザインタフェースを開発した．編集している制御
点周辺の画像が拡大表示されており，利用者は Layer

4.3.1 処理の流れ
図 13 は Pop-up Light Field 生成の処理の流れで

境界が正しく物体輪郭線上にあるかを簡単に確認する

ある．利用者は，入力である疎な光線空間を基に描画

あるフレーム画像中の制御点がキー制御点でないと

を行い，エイリアスの発生により写実性が損なわれて

き，その点の座標は近傍フレームの，対応するキー制

ことができる．
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表 2 描画性能
Table 2 Rendering performance.

Data

Resolution (w× Orig. LF Pop-up LF size FPS
h×#cameras) size (MB) (MB (#layers))
Tsukuba 384×288×25
8.3
19.4 (5)
62.5
640×486×16
14.9
38.3 (16)
58.8
Plaza
47.8
117.8 (5)
31.3
Pokemon 512×384×81
1136×852×23
66.8
140.4 (5)
46.9
Fur
124.8
161.2 (4)
37.1
Statuette 1136×852×43

表 3 利用者のモデル生成に要した時間
Table 3 User interaction.
図 14 Pop-up Light Field 編集のためのユーザインタフェース
Fig. 14 User interface for Pop-up Light Field
construction.

Data
Tsukuba Plaza Pokemon Fur Statuette
# frame
25
16
81
23
43
4
16
5
5
4
# layer
129
379
90
167
47
points/frame
6.3
62.4
8.6
16.1
12.3
key points/frame
≈ 0.5 ≈ 4
≈1
≈ 1 ≈ 1.5
Time (hours)

を描画する．

4.5 実 験 結 果
複数の光線空間データに対し Pop-up Light Field
を生成し描画した結果を以下に示す．
提案するシステムを OpenGL，およびその拡張機能
であるマルチテクスチャ，ピクセル単位照光を用いて
図 15

近傍の視点画像の選択．図はカメラが格子点上に配置されて
いる場合の例である
Fig. 15 Selection of neighboring view images. This ﬁgure
is an example for the camera array of regular light
ﬁeld.

実装した．実験で用いた PC は CPU が 660 MHz，主
記憶が 768 MB，グラフィクスハードウェアが NVidia

GeForce4 128 MB であり，描画速度は表 2 のとおり
であった．表 2 に示すように，すべての描画は実時間
で行うことができた．モデル生成に要する時間は対象

御点の座標から計算する．Light Field が 1 次元のカ

の複雑さに依存し，実際のデータでは表 3 に示すと

メラ配列の場合，近傍フレームとして，最近傍 2 つの

おりであった．

フレームを利用する．2 次元のカメラ配列の場合は，
キー制御点を含むフレーム画像の位置を Delaunay 三

図 16 は “time-frozen カメラ” によって撮影された
16 枚の画像から生成された Plaza データ☆ に対する実

角形分割し，三角形の頂点にあるフレームのキー制御

験結果である．対象物は多くの遮蔽領域を持ち，モー

点を使って三角形内部にあるフレームの制御点を生成

ションブラーなどの複雑な現象を含んでいるため，画

する．図 15 では，A，B ，D が b の近傍フレームと

像から幾何モデルを構築することが困難である．この

なる．Delaunay 三角形の外にあるフレーム IP の制

ような複雑な対象物に対しても，対話的な編集を使っ

御点を生成する際には，∠I0 IP I1 が最小になる I0 ，I1

てモデルを生成することによって，エイリアスのない

を選択して外挿する．図 15 では，A，D が a の近傍

描画を実現できる．
図 9 に 5 × 5 の Tsukuba データ☆☆ に対し 4 つの

フレームとなる．

4.4 実時間描画システム
編集中の Pop-up Light Field を待ち時間なく表示す
るために，グラフィクスハードウェアを用いた実時間

Coherent Layer を生成して描画した結果を示す．実
験では，Coherent Layer を 7 つにすることによって
3 × 3 の画像でほぼ同等のエイリアスのない描画が実

描画システムを構築した．具体的には，Unstructured

現できることが分かった．

8)

Lumigraph Rendering 法 を各 coherent Layer の描
画に適用し，描画始点から遠い Layer から順に，α 混

☆

合を行いながら描画を行うことで Pop-up Light Field

☆☆

提供：Dayton Taylor
提供：Prof. Ohta of University of Tsukuba
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図 16 遮蔽やモーションブラーを含む複雑な対象物の描画結果
Fig. 16 Result of Pop-up Light Field rendering
constructed from view images with motion blur.

11

図 19 微小面近似モデルを用いた場合の描画結果の比較．
（左図）固
定微小面で近似する場合．
（右図）視点依存微小面で近似する
場合
Fig. 19 Comparison of the images rendered using microfacets. (left) ﬁxed facets. (right) view-dependent
microfacets.

5. Microfacet Bilboarding 法49)
コンピュータグラフィクスで 3 次元物体を表示する
際に最も広く使われる手法は，物体表面を境界面表現
し，表面の属性をテクスチャで与えて表示するモデル
手前の物体に焦点

奥の物体に焦点

pop-up LF

図 17 Light Field 法と提案法の比較
Fig. 17 Comparison between Light Field rendering and
Pop-up Light Field rendering.

ベース描画法である．この方法では，物体表面の幾何
情報を精度良く計測するために，レーザレンジファイ
ンダや，パターン光投影法などが用いられる．しかし
幾何情報の取得は必ずしも容易ではなく，たとえば毛
髪や樹木のような細かく入り組んだ形状を持つ物体の
場合，計測精度が不足するため，得られる形状は不正
確，不完全である．また計測精度が撮影対象の表面特
性に影響されやすく，ノイズを多く含むため描画に利
用することができない．

(a)

(b)

(c)

図 18 視差の大きいカメラ配置で計測した疎な Light Field
Fig. 18 Results on sparse images taken with unstructured
camera positions.

このような対象物の描画の際には，幾何モデルを
粗く表現し，画像ベース描画法を用いて描画する
ことで，表示精度を向上させることが可能である．

View-dependent texture mapping 法16) ，Unstruc-

タに対する描画結果である．5 つの Coherent Layer

tured Lumigraph 法8) ，Opacity-Hull 法30) などでは，
視点非依存（固定）の近似表面形状に対して視点依存

図 17 は比較的視差の大きい 9×9 の Pokemon デー
を用い，3 つを個々の物体，2 つを床面と手前の面と

テクスチャマッピングを行うことで描画を行う．しか

した．背面は一番後方の物体と同じ layer で描画して

しこれらの方法では，近似した表面と実際の表面のず

いる．

れの方向と視線のなす角が大きくなる描画視点におい

図 18 は，視点に依存して Coherent Layer の方向
を変化させる例である．この実験で用いた Statuette

て，形状の近似誤差が描画結果に大きく影響し，現実
感が著しく失われる問題がある（図 19，左図）．

データはカメラの計測範囲が広いため，ある視点に垂

本章では，視線とつねに垂直になるように視点に依

直な固定面を用いると，その視点では正しく表示でき

存して生成される微小平面の集合を用いて幾何モデル

るが (a)，別の方向でエイリアスが発生することがあ

を近似表現し，視点依存のテクスチャマップを行うこ

る (b)．視点依存の平面を用いることによりこのよう

とで描画を行う手法を提案する（図 19，右図）．提案

な不具合を防ぐことができる (c)．

手法は，画像を用いた表示手法の特徴として，任意の
対象に適用可能であると同時に，利用できる幾何情報
を最大限に活用することにより，入力画像中に含まれ

12

情報処理学会論文誌：コンピュータビジョンとイメージメディア

June 2005

ていない視点での描画を精度良く行うことができる．
また幾何モデルの近似表現を多重解像度化することが
容易であり，視点依存の詳細度制御が可能である．

5.1 視点依存微小面によるモデル生成と描画
5.1.1 計測データの取得
本手法では，センサによる計測やステレオ視などに
よって得られた物体の粗い幾何情報と，複数視点から
撮影されたカラー画像集合を光学情報として利用する．
一般に，幾何情報が正確であるほど，またカラー画像

図 20 物体表面と交差するボクセル内に微小面を発生させる
Fig. 20 A microfacet is a slice which intersects the voxel
and is perpendicular to the viewing direction.

の計測位置の数が多いほど最終的な描画結果の画質は
視線方向とするとき，微小面を視線方向と垂直になる

向上する．カメラパラメータは既知とする．

5.1.2 幾何情報のボクセル近似

ように，視線に対して一定の間隔で生成する（図 20）．

まず，与えられた幾何情報をボリューム空間で再サ

すなわち，微小面の発生間隔を l とするとき，各表面

ンプリングし，テクスチャを利用した描画処理に適し

ボクセルに対して，視点から nl（n は整数）の位置

たデータ構造に変換する．そのために，対象物体を完

に，視線が面の中心と交差するように微小面を生成す

全に含むボリューム空間を考え，各ボクセルにおいて

る．また，任意の視点で微小面がボクセル全体を被覆

入力の幾何モデルと交差判定を行って二値ボリューム

するように，ボクセルの幅を w とするとき，微小面
√
は 1 辺の長さが 3w の正方形とする．

を生成する．
入力形状が計測誤差を多く含む場合には，次のよう
にボクセルの信頼度を評価し，これに基づきボリュー
ムの空間解像度（ボクセル分割数）L を決定する．

5.1.4 テクスチャ画像
微小面は入力のカメラ画像を射影テクスチャマッピ
ング（Projective texture mapping）15) して描画され

(1)

L を十分に大きい値 Lmax に設定する．

る．カメラが複数ある場合には，視線方向とカメラの

(2)

表面形状を符号付距離変換して L3 個のボクセ

撮影方向のなす角 φ が小さいカメラから順に，カメ

ルからなるボリュームを生成する．

ラ画像中に微小面の占める領域が完全に含まれるもの

隣接するボクセルの符号付距離との差の絶対値

を選択し，画像を投影する．この処理はボクセルごと

が βw よりも大きいものの数 Ni を調べる．こ

に行い，ボクセルに対する視線としては，視点からボ

こで w はボクセル幅，β は許容度を表す係数

クセル中心に向かうベクトルを用いる．

(3)

（≥ 1）である．

(4)

選択されるカメラは視点の変更とともに描画時に動

閾値 t ∈ [0, 1] を与え，条件式

的に決定されるため，特にカメラの撮影間隔が疎な場

Ni
≤t
L3
を満たしていなければ L を

(12)
1
2

倍して処理 (2)

に戻る．満たしていれば終了．

合，視点移動の際にカメラ画像が切り替わることによ
る画像の変化が大きく，これによって描画結果の現実
感が損なわれる．そこで先の φ を用いてカメラ画像
を近いほうから順に複数枚選択し，それらを角度に応

求められたボクセル分割数を Lopt とする．式 (12)

じて内挿し，補間によって得られた画像をテクスチャ

左辺は，表面形状の不連続性のために信用できない値

として投影することで，カメラ画像が切り替わる際の

を持つボクセルの割合であり，これを入力形状の信頼

描画を滑らかに行うことができる．

度と考えることができる．β ，t は入力の幾何情報の

また画素サイズ以下の幾何情報を表現するため，4 章

精度に応じて変更すべきパラメータである．実験では

で述べた手法と類似の透過度推定をあらかじめすべて

β = 1.5，t = 0.01，Lmax = 256 とした．

の画像に対して適用しておき，透過度も補間する．

5.1.3 微小面の生成
生成された二値ボリューム中で，表面と交差するボ
クセルの位置に微小面を発生させて描画を行う．生成

5.1.5 距離情報を用いたテクスチャの切り抜き
微小面に対するテクスチャ画像の選択は，視線方向
とカメラの撮影方向から決定される．そのため，複数

する微小面は表示対象の表面形状の近似であり，表示

の微小面で同一のテクスチャ画像が選択される可能性

における方向依存性をなくすため，描画視点の変更に

があり，これによりテクスチャ上の 1 つの画素が複

ともなって方向と位置を変更する．

数回描画されてしまう可能性がある．テクスチャの各

提案手法では視点からボクセル中心に向かう方向を

画素は対象の 1 つの点から得られた情報であるから，
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そこで，描画に必要な精度の変化に応じて，微小面
の発生間隔を変更すると同時に，ボリュームの解像度
も変更して詳細度制御することを考える．ボリューム
の解像度が i × i × i のときのボクセル幅を wi とす
ると，微小面の発生間隔 l を変更する際に，
図 21 （左図）入力画像，
（中央図）対応する距離画像，
（右図）距離
に応じたテクスチャの切り抜きの例
Fig. 21 (left) One of the color images. (center) Range image from the same viewpoint. (right) Clipped result of the range image.

l∈

1
2



wi cosφ, wi cosφ

(13)

を満たすような解像度 i のボリュームを用いて微小面
を発生させることで，結果画像の現実感を損ねること
なく詳細度制御できる．

5.2 実 験 結 果
実験に用いる幾何・光学情報として，ミノルタ社製
VIVID900 を用いて取得した距離画像とカラー画像
を利用した．この装置を使用することにより，対象物
体の距離画像とカラー画像を同一視点で計測でき，両
level=0 (base)

level=1

level=2

level=3

図 22 視点移動に応じた微小面生成の詳細度制御
Fig. 22 Level-of-detail control of microfacet generation.

者の相対的な位置合わせを行う必要がない．計測して
得られた距離画像を三角形メッシュの集合に変換し，

これは描画時に同一の物体が複数現れる現象（dou-

Neugebauer らの手法33) を用いて相対位置合わせを行
うことで，カメラの相対姿勢を決定した．描画処理の実
験に使った計算機環境は，PentiumIII 1 GHz，主記憶

ble imaging）として観測され，描画結果の現実感を
損なう．

512 MByte，グラフィクスカード GeForce4 Ti4600，
ビデオメモリ 64 MByte の PC である．

そこで，カラー画像中の各画素に対してあらかじめ

実験結果を図 23 に示す．毛で覆われた物体を回転

描画対象までの距離を持たせておき，各画素の距離と

台上に設置し，物体の周囲から 10◦ 間隔で，合計 36

描画対象の微小面の距離を比較して，それらが一定の

視点から計測を行った．計測したカラー画像と距離画

閾値内に含まれる場合のみ表示することでこの問題を

像の解像度はともに 640 × 480 である．入力の幾何情

解決する．図 21 にその一例を示す．カメラ画像（左

報を 5.1.2 項で述べたアルゴリズムでボリューム化し

図）の各画素に，色情報のほかに対象物体までの距離

て得られた 64 × 64 × 64 サイズの符号付距離ボリュー

を記録しておき（中央図），描画時にその値を微小面

ムを図の左列に示す．図中，赤で示されている部分が

の位置と比較し，距離が一致する領域だけを切り抜い

符号付距離が正の領域，緑が負の領域を意味し，図示

て表示する（右図）．

のために不透明度を部分的に変化させて表示している．

5.1.6 詳細度制御

このボリューム中で表面と交差するボクセルに対して

描画の速度を決定する最も大きな要因の 1 つは，微

視点依存の微小面を発生させて幾何情報を近似し，対

小面の数である．この数を減らすことにより描画速度

象物体を表示した結果が図の中央列，最終的な描画結

を向上させることが可能であるが，同時に結果画像の

果が図の右列である．ここに示されている画像は，隣

画質が悪化することが考えられる．そこで，描画面上

接する 2 つの入力画像のカメラ視点の中間の位置で表

で対象物体が占める領域が小さく，画質への影響が無

示した結果であり，それら 2 つの画像と近似幾何モデ

視できる範囲で微小面の数を減らし，最終的な描画効

ルから合成されている．また詳細度制御は行っていな

率を上げるという，視点依存の詳細度制御できること

い．結果画像中において，物体境界付近の幾何情報が

が望ましい（図 22）．

不完全な部分も正確に表示できていることが分かる．

微小面の数を減少させる手段は 2 種類あり，1 つは

また，この実験における描画速度は表 4 のとおりであ

ボクセル分割数を下げる方法であり，もう 1 つは微小

り，ほぼ対話的な速度で描画処理を行うことができる．

面の発生間隔を上げる方法である．ただし後者に関し

図 24 は入力のカメラ位置の中間に視点がある場合

ては，微小面の発生間隔を一定値以上に設定すると，

の見え方を従来法と比較した結果である．データの計

微小面が生成されないボクセルが発生して結果画像に

測は対象物体の周囲から 10◦ 間隔で合計 36 視点で行

穴が観測される問題が生じる．

い，それらを半分に間引いた 18 組の距離画像とカラー
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性の高い表示を行うための手法について，3 つの基礎
的な方法を提案した．
提案した 3 つのアプローチは相補的なものであり，
それぞれに長所と短所がある．
まず，自動モーフィングは処理に必要な計測情報が
任意の 2 つの画像だけであり，手法の適用が容易であ
るという利点を持つ．
しかし実際には，特徴量が一致する対応が得られる
保証はなく，モーフィング結果が現実感を保つとは限
らない．
図 23 描画結果．
（左列）ボリューム化された幾何情報，
（中央）視
点依存微小面，
（右列）最終結果
Fig. 23 Experimental results: (left) Voxelized geometry,
(center) View-dependent microfacets, (right) Final
result.

一方で，Pop-up Light Field 法は，画像が校正され
ている必要があるものの，入力画像が疎であることに
起因する不具合を，ユーザが対話的に編集することで
解決することができる．特に遮蔽の問題に関しては，
複数画像を使うことによって解決している．ただし，

表 4 描画速度
Table 4 Rendering performance.

Size of volume
# facets
FPS

323
2460
>30

643
11207
>30

1283
50560
26.3

視線と垂直な平面で物体形状を近似することから，平
2563
208289
8.1

面の切り出しが困難である複雑な輪郭を持つ物体や，
視線方向に長く伸びた物体を扱うことが難しいという
欠点がある．

Microfacet Billboarding は境界面が複雑な形状を
した物体を扱うことができる手法であるが，そのため
には画像のほかにある程度の距離情報が計測できてい
る必要がある．また，入力画像が少ない場合には結果
画像に不連続性が現れる可能性がある．これを防ぐ手
法としては，テクスチャの切り抜き幅を大きめに設定
図 24

入力画像のカメラ位置の中間から見たときの描画結果．
（左図）
実際にその視点で撮影した画像．
（中央図）固定微小面に視点
依存テクスチャマッピングした結果．
（右図）本手法の結果
Fig. 24 The image rendered at a location between original
camera positions. (left) An image not used for rendering. (center) The image synthesized by texturemapped surface at the position of the image on left.
(right) The image synthesized by microfacet billboarding at the same viewpoint.

する，隣接するカメラ画像を用いて亀裂を埋める，な
どの方法が有効であるが，このことにより Microfacet
上でエイリアシングが発生する可能性がある．
以上の 3 手法を組み合わせることによって，短所を
補うといったアプローチが有効であると考えられる．
たとえば，モーフィングで合成した画像の画質が十分
でないと判断した場合に，Pop-up Light Field を構築
して画質を向上させたり，Microfacet Billboading 法

画像を用いて表示した結果と，そこに含まれていない

で合成した画像の局所的な不具合を，モーフィングや

カラー画像を比較した．左図が，結果描画の合成には

Pop-up Light Field 法で改善するといった使い方が

用いられていないカラー画像である．同一の視点にお

考えられる．その際，たとえばモーフィングによって

いて，従来法の 1 つである固定のポリゴンモデルに対

得られた対応点情報を，Coherent Layer 境界の編集

して視点依存テクスチャマッピングを行って表示した

に利用するための工夫や，逆に対話的編集や粗い距離

結果を中央図，提案手法で表示した結果を右図に示す．

画像から得られる対応点情報を，自動モーフィング計

従来法では，微小面の近似誤差が描画結果に大きく影

算の初期値として使うといった精度の向上が必要であ

響しているが，視点依存の微小面を使うことにより現

る．これらは今後解決していくべき将来課題である．

実感ある描画が可能になることが分かる．

6. ま と め
本論文では，計測情報に基づき，実物体の仮想 3 次
元画像を合成する際に，計測が不十分であっても写実
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