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はじめに

提案手法

3

シーン中の光は，直接成分と大域成分で構成される．

3.1

偏光プロジェクタの利用

直接成分は，光源から出た光が直接物体表面で反射し

静的シーンでは，照明の空間的パターンを変化させ

たもので，鏡面反射や拡散反射が含まれる．大域成分

ることで，2 枚以上の画像から直接・大域成分の分離

は，光源から出た光が他の物質を介して間接的に物体

が可能である．また，偏光カメラを用いたり，照明の

を照らすことにより生じるもので，相互反射や表面下

偏光状態を変化させた 4 枚以上の画像を用いたりする

散乱が含まれる．このように，様々な成分が混在してい

ことで，鏡面反射・拡散反射成分の分離が可能である．

ることが画像解析を難しくしている一つの要因である．

したがって，これらを併用して鏡面反射・拡散反射・

静的シーンでは，高周波パターン光の投影による直

大域成分の分離が行える．しかし，動的シーンにおい

接・大域成分の分離 [3]，および，偏光を用いた鏡面反

ては，例えば偏光カメラを用いて 30fps で撮影を行う

射成分・拡散反射成分の分離 [1] が可能である．とこ

と，空間的パターンの異なる 2 枚の画像を撮影する間

ろが，これらを動的シーンに適用するには，照明の空

（15fps）に動きぶれが生じる．

間的パターンと偏光状態の両方を高速に切り替える必
要がある．

そこで本研究では，DLP プロジェクタのカラーホ
イールを直線偏光板に付け替えることで，約 8.3ms の

そこで本研究では，偏光と明るさの両方を高速に変

周期（約 120fps）で偏光状態を連続的に変化させるこ

化させることのできる偏光プロジェクタを試作し，偏

とができる偏光プロジェクタを作成する．また，プロ

光プロジェクタで照明したシーンを高速度カメラで直

ジェクタの 3D モード機能を用いることで，投影パター

線偏光板越しに観測することで，動的シーンの鏡面反

ンを約 8.3ms ごとに切り替える．これにより，照明の

射成分・拡散反射成分・大域成分の 3 成分への分離を

偏光状態と空間的パターンを高速に変化させることが

実現する．これにより，動的シーンにおける散乱・屈

できるため，偏光プロジェクタで投影したシーンを直

折・鏡面反射などの光学成分の解析や質感編集などが

線偏光板を取り付けた高速度カメラで撮影することに

可能になる．

より，高フレームレートの分離が可能となる．

2

関連研究

3.2

Wolﬀ ら [1] は，直線偏光板を用いた静的シーンにお

鏡面反射・拡散反射・大域成分の分離

偏光プロジェクタの 3D モード機能を用いて画素値

ける鏡面反射・拡散反射成分の分離を提案している．

が 255 と 0 のチェッカーパターンならびにその反転パ

また，Nayar ら [3] は，大域成分が低周波成分である

ターンを投影したシーンを，高速度カメラで直線偏光

ことに基づいて，高周波パターンをシーンへ投影する

板越しに撮影する．分離画像の 1 フレームに対応する

ことで静的シーンの直接・大域成分の分離を行ってい

時間では被写体は静止しているという仮定のもと，こ

る．また，Narasimhan ら [2] は，動的シーンに DLP

れらの撮影画像から，画素ごとに分離を行う．

プロジェクタでチェッカーパターンを投影して高速度

チェッカーパターンの画素値 255 で照らされたとき

カメラで撮影した際の明るさの変動から，動的シーン

の画素値を L+
，画素値 0 で照らさ
n（n = 1, 2, · · · , N ）

の直接・大域成分の分離をしている．さらに，Torii ら

れたときの画素値を L−
（m = 1, 2, · · · , M ）とすると，
m

[4] は，明るさの変動に加え，DLP プロジェクタのカ

ある画素値は

ラーホイールによる光源色の変動から，光源色ごとの
直接・大域成分の分離を提案している．
我々の研究では，偏光プロジェクタでチェッカーパ
ターンを投影し，高速度カメラで直線偏光板越しに撮

L+
n =

an P (θn )Ls +

an Ld +

L−
m = bm P (θm )Ls +

bm Ld +

1
(an + bn )Lg ，
2
1
(am + bm )Lg ，
2

(1)

影することで，動的シーンにおける鏡面反射・拡散反

で表せる．ここで，Ls は鏡面反射成分，Ld は拡散反射

射・大域成分の分離を行う．

成分，Lg は大域成分を表し，パラメータ an ，bn ，am ，

bm は投影されたチェッカーパターンの明るさ，P (θn )，
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1(c)(d) のような鏡面反射成分が最も大きく観測され
る画像と，図 1(e)(f) のような鏡面反射が観測されな
い画像をチェッカーパターンごとに獲得する．
(a) 偏光プロジェクタ (c) 鏡面反射最大１

図 2(b) に提案手法を用いて分離した結果を示す．上

(e) 鏡面反射最小１

から分離した鏡面反射成分，拡散反射成分，大域成分
である．なお，大域成分の画素値は 16 倍している．分
離結果より，スーパーボール，ろうの入った瓶の鏡面
(b) 分離前

(d) 鏡面反射最大２

(f) 鏡面反射最小２

反射成分，ろうの入った瓶のラベル，木のレールの拡
散反射成分，スーパーボール，ろうの入った瓶の表面

図 1: 偏光プロジェクタと撮影画像

下散乱や物体の相互反射などの大域成分が分離できて
いることが確認できた．

4.2

フレームレートによる比較

入力画像の枚数の違いによる分離結果の比較を行う．
偏光プロジェクタによって投影されるチェッカーパター
ンも偏光状態も約 8.3ms ごとに変化している．そこで，
常に 2 種類のチェッカーパターンのどちらも観測可能
なフレームレートのうち，今回は 120fps，60fps，40fps
の場合で分離を行った．
分離結果を図 2(a)(b)(c) に示す．分離結果よりフレー
(a) 120fps

(b) 60fps

(c) 40fps

図 2: フレームレートごとの分離

鏡面反射が観測されない画像を獲得できないことがあ

P (θm ) は入射面と光源の偏光がなす角 θn ，θm (0≤ θn ≤
π)，(0≤ θm ≤ π) の関数である．
まず，Ld と Lg を求めるために，鏡面反射の観測さ
れない画素を利用する．具体的には，bn = bm = 0 と
−
仮定のもと L+
n /an が最小値となるときと Lm /am が

最小値となるときの画素値を使用する．このようにし
てチェッカーパターンごとに求めた画素値，使用した
画像の an ，bn ，am ，bm を用いて P (θn ) = P (θm ) = 0
として式 (1) の連立方程式を解くと Ld と Lg が求ま
る．次に，求めた Ld と Lg と撮影画像中で bn = 0 と
仮定のもと L+
n /an が最大値となるときの画素値，使
用した画像の an ，bn を用いて P (θn ) = 1 として式 (1)
に代入することで鏡面反射成分 Ls も求まる．よって，
鏡面反射・拡散反射・大域成分の分離が可能である．
実験

4
4.1

ムレートが 120fps の場合，動きぶれは観測されないが，
るため，正確な分離が行えず拡散反射成分の画像に鏡
面反射成分が含まれることがあった．また，フレーム
レートが 40fps の場合，高精度な分離ができるが，スー
パーボールの周囲で動きぶれが確認された．

5

むすび
本稿では，偏光プロジェクタの試作機を使用し，投

影光の偏光状態と空間的パターンの変化がシーンに与
える影響を，高速度カメラを用いて捉えることで，動
的シーンの鏡面反射・拡散反射・大域成分への分解を
実現する手法を提案した．今後は，分離画像を生成す
る際のノイズを低減する方法や鏡面反射が観測されな
い画像に依存しない方法について検討したい．
謝辞 本研究の一部は，JSPS 科研費 JP17H01766，お
よび，JP18H05011 の助成を受けた．
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