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多視点画像の反射光解析に基づく
布の異方性反射モデリング
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あらまし

素材に固有の布物体の光沢や質感は独特であり，これを忠実に再現することが CG や CV にお

ける重要な課題である．本研究では，繊維の断面形状と織り構造の違いにより布の光沢感に相違が現れるこ
とに着眼し、織り構造の直交二軸性に基づいて選択された少数の多視点観測画像から，布の異方性反射モデ
ルを自動生成する方法を提案する．まず，シルクライクな無彩色 (黒色) の合成繊維を対象として、繊維の
断面形状と織り構造に基づく布表面の微視的幾何構造と反射特性の拘束関係を、実測データに基づいて明
らかにする．次に，布の織り構造の直交二軸性に基づいて選択された直交する４方向のみの観測画像デー
タから，布の力学特性を定式化した KES 法を用いて補間し，対象布物体の双方向反射分布関数 (BRDF) を
高精度に効率的に生成する．得られた異方性反射輝度モデルを用いて，同素材の布物体の任意に彩色され
た任意視点画像を合成し，提案手法の有効性を確認した．
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Abstract
One of the most challenging problems in computer graphics and computer vision is the
modeling of deformable objects with anisotropic reflectance properties such as textile fabrics. In this
paper, we propose an eﬃcient image-based anisotropic reflectance modeling method of textile fabrics
based the microfacet surface geometry determined by the cross-section shape of fibers, twist of strings,
and a type of weave. We first examine the relationship between the reflectance properties and the
microfacet surface geometry of a textile fabric using a silk-like synthesized fabric. We then develop an
anisotropic model, which provides a bi-directional reflectance distribution function (BRDF) from small
numbers of images observing the orthogonal characteristics of textile fabrics, based KES(Kawabata’s
Evaluation system for fabrics) method. Experimental results show the eﬃciency and eﬀectiveness of the
proposed approach．
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はじめに

最近ではコンピュータグラフィクス (CG)・コンピュー
タビジョン (CV) 研究による３次元視覚情報処理技術の進
展により，貴重な文化財や文化遺産のデジタル記録・保存，
デジタルアーカイブ化・コンテンツ化の研究が精力的に進
められている。博物館等の所蔵する資料や文化財には, 能
装束や衣装等の様々な布物体が存在する．素材に固有の布
物体の変形，光沢や質感は独特であり，これを忠実に再現
することが CG や CV における重要な課題である．
ＣＧにおける布の質感表現の研究は，1980 年代後半よ
り始められ，まず，布の変形挙動を力学的特性に基づいて
モデル化し，皺やドレープなどの布形状やその動的な変形
を表現する方法が提案された [1]〜[4]。また，布の異方性
反射特性を表現するために，phong のモデルの異方性拡
張をはじめとし，直交二軸性の異方性反射を仮定したモデ
ル等，様々な異方性反射特性のモデル化やその計測方法に
ついて研究が進められてきた [6]〜[10]。しかし，布の縦糸
横糸が織り成す複雑な３次元の表面幾何構造を忠実に表現
する異方性反射モデルは提案されていない。
物体表面の反射特性は，任意の光源からの入射光と任
意の視方向への反射光の比率として，双方向反射分布関数
(BRDF：Bidirectional Reflectance Distribution Function)[5] により記述される。布表面の反射光には表面幾何
学的構造における光学特性が含まれており，その質感は，
肉眼の分解能を問題とする微小な部分の集合体の３次元的
特性の観察から得られている。そこで，布地の微視的幾何
構造 (micro facet geometry) を基にした布の異方性反射
を表す BRDF の生成法が提案された [12]〜[15]．布表面
の微視的幾何構造から反射特性を求め，サテンやベルベッ
トをモデル化しレンダリングした結果が報告されている。
しかし，微視的幾何構造における繊維の断面形状，織り構
造と反射特性の関係については言及されていない．
また，Ward の Gaussiann reflectance model[9] に基づ
いて，画像計測により BRDF を求める方法 [11] が提案さ
れたが，布の異方性反射特性を高精細に表現するためには
不十分であった．最近では，全方位型の光学異方性測定装
置が開発され，多数の入射方向と視方向の組み合わせによ
る計測データから BRDF を獲得し可視化する方法が提案
された [16]．しかし，高精度の BRDF を獲得するために
は，膨大な数の計測データを必要としている．
そこで本研究では，繊維の断面形状と織り構造の違いに
より布の光沢感に相違が現れることに着眼し、織り構造の
直交二軸性に基づいて選択された少数の多視点観測画像か
ら，反射光解析に基づいて布の異方性反射モデルを自動生
成する方法を提案する．まず，シルクライクな無彩色 (黒
色) の合成繊維を対象として、繊維の断面形状，単糸のよ
りと織り構造に基づいて布表面の微視的幾何構造と反射特
性の拘束関係を、光学異方性測定装置による実測データに
基づいて明らかにする．次に，布の織り構造の直交二軸性
に基づいて選択された直交する４方向のみからの観測画
像データから，KES(Kawabata’s Evaluation System for
fablic) を用いて補間し，対象布物体の BRDF を高精度に
効率的に生成する．得られた BRDF 異方性反射輝度モデ
ルを用いて，同素材の布物体の任意に彩色された任意視点
画像を合成し，提案手法の有効性を確認した．

2
2.1

布地の構造
繊維・糸・織りの構造

図 1 に示すように，布地の最小構成単位は繊維 (fiber)
で，一般に，繊維は太さに対して十分な長さをもつ．繊維
を数十から数百本集めて束にした一本を単位糸または単糸

(unit string) という．図 2 に示すように，絹やナイロンな
どの長い繊維はよりがかけられずに，繊維がほぼ平行に並
んでいるものが多く，これををフィラメント糸 (filament
string) という．一方，木綿などの短い繊維はよりをかけ
て，繊維と繊維をつなぐ事により，長い糸を構成する．こ
れをスパン糸 (spun string) という．単糸が一本または数
本集まり，一般に呼ばれる糸 (string) となる [13]．布の織
り方は様々であるが，縦横一本ずつの糸を交互に織り重ね
たものを平織り，縦糸または横糸がの表面に多く出ている
ものを，朱子織り (サテン) という．

2.2

繊維の断面形状

合成繊維は，天然繊維が持つ光沢や風合いを再現する
ために，図 3 に示すような様々な断面形状をしている．図
4(a) に示すように，絹の繭糸は２本のフィブロンとそれら
を披覆するセシリンから成り立ち，織物にした後，精錬す
ると，セシリンが除去され，絹の風合いがもたらされる．
フィブロンの断面はやや扁平な丸味を帯じた三角形状をし
ている．そのため，図 4(b) に示すように，ポリエステル
のように絹を模倣したシルクライク合成繊維の断面は三角
形状をしている [17]．
本研究では，繊維の断面形状・糸のより・織り構造と反
射特性との微視的幾何拘束関係を考察する．そのため，図
5 に示すように，三角断面形状の繊維がよりがかけられず
ほぼ平行に並んでいるフィラメント糸の朱子織のポリエス
テルを対象織布とする．

図 1: 布の構造

図 2: 単糸

図 3: 合成繊維の断面形状

(a) 天然シルクの繭糸 (b) ポリエステル繊維
図 4: 繊維の断面形状

2.3

布の力学的異方性

布は直交する縦糸と横糸を結びつけている内部摩擦力
で構成され，布の異方性は直交異方性板理論が当てはま
るとされている [19][20]．繊維業界では，布の引張り特性
や曲げ特性等の力学的物理特性を測定する方法として、
KES(Kawabata’s Evaluation System for fabric) 法が広
く用いられている．KES 法は本来，縦糸・横糸特性から，
布の風合いを定量化する目的で開発されたものであり，縦
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2.4

(a) フィラメント単糸の朱子
(b) ポリエステル朱子織り

織りの断面

図 5: フィラメント糸の朱子織り布
糸・横糸の特性のみを考慮しているため，布特性のその
複雑な異方性が表現できていない．そこで，坂口ら [2] は
ＫＥＳ法を拡張し、縦糸と横糸特性と共に、バイアス (45
度/135 度) 方向の特性を用いる、直交二軸性の布の力学
的異方性を定式化した．
拡張 KES 法において，任意の方向の引張り特性は，以
下の式 (1)，(2) により表される．

φhθ (f ) =
G0 =

cos4 θ
sin4 θ
(f ) + G0 sin2 θcos2 θ + h
h
φu
φu (f )

4
1
1
−
− h
φ hπ (f ) φhu (f )
φv (f )

(1)
(2)

4

ここで，φh
φhu (f )，
φhπ (f ) は，それぞれ，縦糸方向，
v (f )，
4
横糸方向，バイアス (45 °/135 °) 方向の引張り特性であ
る．θ は横糸方向と成す角度，f は引張り力，h は履歴を
示す．
任意の曲げ特性は，式（1）における変数 f(＝引張り力)
を η(＝曲率) に置き換えたものに等しい ．また，光学異方
性の場合は，摩擦力を考慮する必要がないことから，h ＝
0 とすることができる．
図 6(a)(b) にポリエステルの引張り特性と曲げ特性の実
測値（実線）と補間値（波線）の比較を示す．式（1）に
よる補間結果は実測値と良く一致していることがわかる．

布の光学的異方性

フィラメント単糸の朱子織り布の断面は、図 5 のよう
に、縦糸（または横糸）のみが布表面に多く表れるように
織られており、繊維の多層構造として考えられる．ポリエ
ステル繊維の断面形状は、図 4(b) に示すように、ほぼ三
角形であるが、単糸の形状は織られているため、上下につ
ぶされた扁平な丸味をもつ三角柱と考えられる．従って、
観測される反射光は、単糸の最上層の扁平な三角断面形状
の繊維表面での光反射について考えることにより、その反
射傾向を推定することができる．
最上層の繊維表面を構成する微小面の法線方向は，図
7 のように分布している．これを縦糸断面から見ると，図
7(b) のように，左右の斜面方向を向く微小面が最も多く，
上部の扁平な部分に近づくにつれて微小面の分布が減少
し，さらに，頂上部では水平な微小面の分布が増加してい
る．一方，図 7(a) のように、横糸断面（繊維の走ってい
る方向）から見た場合，繊維がほぼ平行に走っており，ほ
とんど微小面は鉛直上方を向いている．
以上の 2 断面方向の分布特性から，扁平で対称な形状
の 3 次元的な微小面分布が推定できる．以上の３次元微
視的幾何構造の法線分布に基づいて、１）横糸方向，２）
縦糸方向，３）バイアス 45 度方向から，入射角 45 度の
光を照射した場合の反射光分布を推定する．
横糸方向から入射した場合は、ほとんど微小面法線は
鉛直上方を向いているので、図 8(a) のように正反射方向
への反射光が強く，また，単糸の形状が上下につぶされた
扁平な丸味をもつ三角柱であるため，鉛直上方向の反射も
少しあると推定される．
バイアス方向から光を入射させた場合は、図 8(b) のよ
うに，反射方向は正反射方向以外にその断面形状にした
がって正反射方向が強く，左右に少し開いたような反射傾
向が推定される．
縦糸方向から光を入射させた場合は、図 8(c) のように，
正反射方向以外に，左右の三角斜面の断面形状から，その
両翼に大きく広がるような反射が予測できる．
図 9(a)(b)(c) に、横糸方向から、バイアス 45 度方向か
ら、縦糸方向から、それぞれ入射角 45 度で入射した光に
よる、反射光の実測データを示す．上記の微視的幾何構造
モデルにより推定した反射特性と、十分に一致した実測値
が観測された。
以上から、フィラメント単糸の織布の反射特性は、繊維
の断面形状，糸のより織り構造による，布表面の微視的幾
何構造に基づいていることが確認できる．

図 7: シルクライク布の微小面方向分布

図 6: ポリエステルの力学的異方性
本研究では、１）布の光学的異方性は、力学的異方性
と同様に、縦糸横糸の直交する織り構造に起因していると
考えられること，又，２）バイアス方向は布表面で最も光
が透過する特徴的な方向と一致していることから，縦糸横
糸，45 度と 135 度のバイアス方向の反射特性を，KES 法
を用いて，補間することにより，全方向の布の異方性反射
特性を獲得することを試みる．
3
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(a) 縦糸断面拡大図

(c) 横糸断面拡大図

図 11: 朱子織りの縦糸・横糸断面

3.2

図 8: 微視的幾何構造に基づく反射光モデルの推定

(a) 横糸方向から入射(b)45 °方向から入射(c) 縦糸方向から入射

図 9: 横糸・バイアス・縦糸方向から入射角 45 °の
入射による反射光の実測値

3

縦糸・横糸・バイアス方向の反射率測定

入射方向，視方向と織り方向の 3 方向間の相対関係の
違いによる反射強度を測定するために，入射方向と視方向
の成す角を 90 度に保ち，正反射面に対し，光源入射角は
87 度から 3 度まで，視点角は 3 度から 87 度まで変化さ
せ，29 組の (入射方向，視点方向) の反射光（輝度）を画
像計測する．同じ条件で，縦糸方向，45 度/135 度バイア
ス方向の正反射面において反射光を計測し，合計 116 組の
反射光データを獲得する．同時に計測した標準白色板を用
いて補正した結果を図 12 に示す．横軸は，入射角とカメ
ラの回転角度（正反射方向との 12 ずれ角に相当する）を
示し，入射角が 45 度のとき（x = 0）カメラは正反射を
観測する．反射強度は，正反射方向を軸に対称性を持つ．
つまり，ずれ角が等しい場合は，反射強度が等しいことが
確認できる．また縦糸方向に現れている 2 つのこぶは横
糸の影響が出ていると考える．

布の異方性反射特性の計測

布は素材ごとに光学異方性が異なっているため，対象の
高精度の高次関数である BRDF を獲得するためには莫大
な測定数 (入射方向と視方向の組み合わせ) が必要になる．
そこで本研究では，1) 織り布は直交二軸の異方性を持ち，
糸は一軸の異方性を持つため，資料を一周分測定すれば，
異方性の次元がわかること．また，2) 布の二軸異方性が
KES 法の補間式で補間可能ならば，４方向の測定で十分
であることから, 試料を 45 度ずつ回転させて, 直交 4 方向
の反射率を測定する．

3.1

測定環境

本研究で用いた，全方位型光学異方性反射測定装置
(OGM:Optical Gyro Measering Machine) を図 10 に示
す．測定には CanonPowerShot S40, 解像度 2272 × 1704,
有効画素数約 400 万画素のデジタルカメラを，光源には
メタルハライドランプ 180W(外部調光機能付) を使用し
た．OGM は、光源 2 軸, カメラ 1 軸, ステージ 1 軸, 合計
4 軸の回転自由度を持つ．この自由度を組み合わせること
によってあらゆる光源入射角, 視点角からの計測を可能と
する．

図 10: OGM（光学異方性測定装置）
対象織布として図 11(a)(b) の縦糸・横糸断面を持つポ
リエステル製のサテン布（図 5(b) 参照）を用いた．

(a) 角度 (=
反射率

1
2

ずれ角) と (b)3 次元表示

図 12: 正反射方向とのずれ角と反射率の関係

3.3

全方向反射測定

微視的幾何構造と反射光分布の関係を明らかにするた
めに，1）横糸，2）45 °方向，3）縦糸方向から入射した
光の反射光を全方向から計測する。
今回測定した光源入射角度は 0・15・30・45・60・75 度
であり，これを横糸方向・バイアス方向・縦糸方向から入
射させる．また各々の入射に対して，視点角を正反射方向
に 0 度から 87 度まで 3 度ずつ，また正反射方向と反対側
も 0 度から 87 度まで 3 度ずつ撮影する．またその各々に
対して布を，5 度ずつ回転させて撮影し，合計 127440 組
の反射光データを獲得する．
横糸方向・バイアス方向・縦糸方向から入射角 45 °で光
を投影した場合の反射光を全方向から観測した実測データ
を図 24,25,26 に示す．入射光 0 °，15 °，45 °，60 °，75
°の実測データをそれぞれ，水色，白色，緑色，黄色，赤
色，青色で彩色し表示した．
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4

布構造に基づく異方性反射補間

0 °(横糸方向)，90 °(縦糸方向)，45 °/135 °(バイアス
方向) の正反射面において計測された 4 方向の反射率から
2.1 節で述べた拡張型，KES 法を用いて全周方向の反射
率を補間する．
まず，正反射方向から等しいずれ角の各 0 °,45 °,90 °,135
°の 4 方向の反射率 ρ0 ，ρ π4 ， ρ π2 ， ρ 3 π を得る．これは図
4

12 において，等しい角度 (= 12 ずれ角) で計測されたｙ軸
に平行な線上の 4 点に対応する．これらを，式 (1)，式 (2)
h
において，φh
，φh
，φh3 π = ρ 3 π ，
u = ρ0 ， φ π = ρ π
v = ρπ
4
2
4

4

5

布の BRDF 異方性反射モデリング

図 17 に, 4 章においてＫＥＳ法を用いて生成した等ず
れ角反射率曲線群を，X 軸 Y 軸を横糸縦糸とし，Z 軸を
正反射方向とする 3 次元空間に，反射率の大きさを原点
からの距離として球座標表現したものを示す．これを，異
方性反射率表現と呼ぶ．
異方性反射率表現より，BRDF は以下の式で与えられ
る．

4

として代入し，式 (1)，(2) から任意方向の方向の反射率
ρhθ を φhθ を用いて補間する．
（ただし，h=0 とする）
図 13 に，図 12 において，ずれ角が-84 °から+84 °まで
の 29 組の等ずれ角の全方向反射率を，拡張 KES 法を用
いて補間した結果を，横糸縦糸，横糸ずれ角，縦糸ずれ角
平面のそれぞれに, 投影した図を示す．また，図 14 にず
れ角-60 °，ずれ角+60 °, 正反射方向の KES 法を用いた
反射率補間値（実線）と実測値（破線）の比較を示す．実
測値は，直交二軸性を示し，KES 補間値と十分に一致し
ていることが確認できる．

ここで，TR は W を軸として P を θi sin β 回転させたも
のを示す．N は布の法線ベクトル，L は光源ベクトル，V
は視点ベクトル，R は反射方向ベクトル，Si は R の XY
平面への射影ベクトル，V’ は V の正反射面への射影ベク
トル，W は V×Si の法線ベクトル，P は，異方性反射率
表現において，V に対応する点で正反射方向から γ ，横糸
方向から θ ずれた点，φi は反射面から横糸方向のずれ角，
θ i は光源の入射角，φr は正反射面から視点ベクトルのず
れ角，θ r は法線ベクトルから視点ベクトル V のずれ角，β
は Si から V のずれ角，γ は R から V’ のずれ角，θ は横
糸方向と視点ベクトル V の成す角，α0 (γ), α π4 (γ), α π2 (γ)
はそれぞれ，横糸，45 °，縦糸方向の正反射面における反
射率関数で，γ の関数である．

(b) 横糸・ずれ角平面 (上),

(a) 横糸・縦糸平面

縦糸・ずれ角平面 (下)

図 13: KES 法による等ずれ角の反射率補間

(a)-60 °ずれ角

(b)+60 °ずれ角

(c)0 °(スペキュラ方向)

反射率

反射率

反射率

点線：実測値，実線：KES 補間値．
図 14: KES 補間値と実測値の比較
図 15:

異方性反射の幾何関係

図 16: 異方性反射率表現

さらに，各方向の誤差は図 14(a) に示すように，四葉
状に二軸性を持つため，KES 補間の (1) 式は (2) に誤差
値を加えることにより以下の (3) 式とする．

φhθ (f ) = (φhu (f ) − φhv (f ))(

φhu (f ) b c
) sin θ cosd θ (3)
φhπ (f )
a

ここで，a,b,c,d の値は素材により変化する．
以上より，全方向の正反射面における任意のずれ角の正反
射面における任意のずれ角の反射率を得ることができる．

(a) 横糸・縦糸平面

(b) 横糸・正反射平面 (c) 縦糸・正反射平面

図 17: 異方性反射率表現 (球座標表示)
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6

彩色布画像生成

再現色特性，CRT カラーモニタ（ディスプレイ）特性
を考慮した上で，異方性反射モデルを用いて同素材の任意
に彩色された布画像生成を試みる．
図 18 に，処理の流れを示す．

(a) 入射角 30 °による提案反射モデル (左) と実測値 (右)

図 18: 彩色布画像生成処理の流れ

(b) 入射角 45 °による提案反射モデル (左) と実測値 (右)

まず，分光測色計により，再現する布の色の 3 刺激値
を測定する．また，色彩色差計を用いて，使用するディ
スプレイ特性の輝度値と色度座標値を測定する．測定し
たディスプレイ特性をガンマ補正し，ディスプレイ上の
RGB の値を求める．次に，求めた RGB を明るさと色差
成分 (Y,Cr,Cb) に分ける．明るさ成分 Y に，異方性反射
モデルの反射光強度値を適用し，再び RGB に変換するこ
とにより，彩色した同素材の任意視点布画像を生成する.
得られた彩色布を図 27 に示す．

7
7.1

図 19: 縦糸方向からの入射による反射光

実験

異方性反射モデルの全方向変形精度評価
モデルの精度を評価するために 1) 横糸方向から 2) 縦
糸方向から 3)45 °バイアス方向からの入射角 30 °，45
°に対する全方向の反射光強度を実測値と比較する．
横糸方向からの入射光による反射光は正反射面をピークと
し，正反射面からずれると急激に減少している．また視点
が布に水平方向に近づくにつれ増大している．次に縦糸方
向からの入射光による反射強度は正反射方向でピークが表
れる．45 度方向からの入射光による反射は横糸・縦糸の
両方に光が当たることにより，２つのピークが生成される
と推定される.
図 19(a)(b) に縦糸方向からの光源の入射角 30 °,45 °
毎の提案モデルの変形と，また，図 20(a)(b) に 45 °バイ
アス方向からの光源の入射角 30 °,45 °毎の提案モデルの
変形の，実測値の全方向の反射強度の比較を示す. 両者と
も，モデル値と実測値が十分に一致していることが確認で
きる.

(a) 入射角 30 °による提案反射モデル (左) と実測値 (右)

(b) 入射角 45 °による提案反射モデル (左) と実測値 (右)

図 20: 45 °バイアス方向からの入射による反射光
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7.2

謝辞

KES 補間における誤差補正評価

式 (3) において，二軸の四つ葉上の誤差補正を行った結
果を図 21 に示す．点線は実測データ，実線は KES 補間
データ，太線は誤差データを示す．最小二乗誤差の最小値
から，a=4, b=0.9, c=50 を設定した．実験結果から，実
測値に近い補正結果が得られた．

本実験に御協力頂きました奈良女子大学才脇研究室の才脇
直樹教授, 三宅祐子様に謹んで感謝の意を表する．
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(a) 横糸・縦糸平面

(b) 横糸・法線平面

(c) 縦糸・法線平面

図 24: 横糸方向からの入射による反射光（入射角 45 度）

(a) 横糸・縦糸平面

(b) 横糸・法線平面

(c) 縦糸・法線平面

図 25: バイアス 45 度方向からの入射による反射光（入射角 45 度）

(a) 横糸・縦糸平面

(b) 横糸・法線平面

(c) 縦糸・法線平面

図 26: 縦糸方向からの入射による反射光（入射角 45 度）

図 27: 彩色布画像生成結果（上が実画像，下が CG 画像）

8
−48−

