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全方位高解像度複合センサカメラと映像配信システム
岩 井 儀 雄†1
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谷内田
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ブロードバンド化の急速な伸びにより，高品質な映像配信への需要は急速に拡大してきて
いる．高品質な映像として，広視野，高精細，高フレームレートが考えられるが，本研究
では，広視野として 360◦ の全方位映像，高精細として 4000 × 2000 画素の高解像度，高フ
レームレートとして 30 fps の動画を入力できるカメラの開発と，それを高能率で配信する
システムの開発を行う．著者らが開発した全方位カメラを用いると，周囲 360◦ （全方位と

近年のブロードバンド化の急速な伸びにより高品質な映像配信への需要が拡大して
きている．著者らが開発した全方位カメラは周囲 360◦ を 1 度に閲覧することができ，
インタラクティブに閲覧することで臨場感がある映像を提供できるが，視野角あたり
の解像度が劣り実用化の妨げとなっていた．そこで，高解像度だが時間的には粗い画
像と，通常の解像度だが時間的に密な画像を同時に撮影できる複合視覚センサカメラ
を開発し，安価に高品質映像を得る方法を開発することを目指す研究プロジェクトを
平成 15 年より行っている．本論文では，このプロジェクトで得られた成果について
述べる．

Omnidirectional Compound Camera and
High-resolution Video Delivery System
Yoshio Iwai,†1 Hajime Nagahara,†1
Kiyotaka Watanabe†2 and Masahiko Yachida†3
In recent years high quality video streaming is required in conjunction with
broad-band network. We have proposed an interactive video streaming with
360-degree-view by using omnidirectional image sensor, but its resolution is
not high and it prevents the wide spread of interactive players with 360-degreeview. Therefore, we started the compound-sensor camera project that enables
high resolution camera with low cost in 2003. A compound-sensor camera can
capture two video sequences with the same field of view simultaneously. These
sequences record high resolution with low frame rate and low resolution with
high frame rate. This paper introduces the compound-sensor camera and algorithms to synthesize a high spatio-temporal resolution video from these two
sequences.
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呼ぶ）のシームレスな動画像がリアルタイムで撮影でき，非常に臨場感の高い映像を得るこ
とができる．この全方位映像をインターネット配信すれば，閲覧者（クライアント）は全方
位映像を見ることができると同時に，各ユーザが各自の見たい方向の視野を見ることができ
るので，臨場感，現実感の高い映像を見ることができる．このため，全方位映像の入力と処
理技術は世界的にも研究が活発化し，市販されるようにもなってきた．しかし，全方位カメ
ラの欠点は，ある部分に着目したときの解像度が劣るという点である．すなわち，通常のカ
メラが水平画角 40◦ 前後であるのに対し，全方位カメラでは 1 台で周囲 360◦ を撮影してい
ることから，ある部分に着目したときの空間分解能は 1/9 程度しかない．このため，通常
の解像度の全方位カメラではその用途が限られてくる．たとえば，遠隔監視を例にとってみ
ても，人がいることは分かってもその人の顔を判別できるまでの解像度がない．この解像度
の低さが，全方位映像の実用化の妨げとなっていた．
このように，全方位映像を実用化するためには，安価に高解像映像を得る方法の開発が不
可欠である．そこで，本研究ではまったく同一の視野を持った 2 種類の全方位動画像，a)
高解像度だが時間的には粗い画像と，b) 通常の解像度だが時間的に密な画像を同時に撮影
できる全方位カメラを開発し，これら 2 つの全方位動画像から，空間的に高解像度で，しか
も時間的にも密な全方位動画像を作成する技術を開発する．これにより，全方位カメラの欠
点であった解像度の低さの問題が解決され，全方位カメラの実用化が可能となる．また，こ
れら 2 種類の全方位画像を圧縮してインターネットにより複数の閲覧装置に配信するサー
バシステムと配信された 2 種類の全方位動画像から閲覧者側で高解像度で，かつ実時間の
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することができ，またディジタルであるため画質の劣化がない．現在，4 K フォーマットと
呼ばれる 4096 × 2160 画素，24 fps の超高精細の映像規格が策定され，これに対応する機
器の開発が行われている．しかし，これらのシステムは，高価な機材を利用することで高
品質な映像を実現しており，一般的な利用に結び付けるのはコストの面からも困難である．
一般的なテレビ放送映像方式である NTSC 方式では，フレームレートはスムーズな動画像
を表現できる 30 fps であるが，解像度は 640 × 480 画素で，高解像度であるとはいい難い．
一方で，ディジタルスチルカメラには 4000 × 4000 画素という高解像度のものが存在す
るが，フレームレートは低く滑らかな動画を撮影するには無理がある．このように，単位時
間あたりの画像データレートは CCD の画素数とフレームレートの積で表され，カメラの画
像掃き出し速度の制限のために解像度とフレームレートはトレードオフの関係にある．つま
り，一般的なカメラを用いての高解像度と高フレームレートを両立させた撮影を行うのは困
難である．
そこで，本研究では高解像度と高フレームレートを両立させた撮影を実現するために特性
の異なる 2 台のカメラを複合して用いることを提案する．この複合センサカメラでは解像
度を重視した高解像度低フレームレートのカメラと，フレームレートを重視した低解像度高
図 1 全体システムのイメージ図
Fig. 1 Overview of the proposed system.

フレームレートのカメラを複合して用いる．シーンからの入射光をハーフミラーで分光し，
時空間周波数の異なる 2 台のカメラでそれぞれ撮像することにより同一視点，同一視野で
高解像度と高フレームレートの撮像を行うことができるカメラシステムを構築した．さら

動画像を作成する技術を開発する．これにより，遠隔からのモニタリング，セキュリティ，

に，2 台のカメラの特性が各々異なるため，レンズ歪みなどの幾何学的特性を一致させる幾

遠隔会議，遠隔医療，遠隔教育，コンサートやスポーツなどのインタラクティブ放送などへ

何学的キャリブレーションと，画素値の光学的特性を一致させる光学的キャリブレーション

の応用が実現可能となる．図 1 に本研究で行った全体システムのイメージ図を示す．

を行う必要がある．このような 2 枚の画像を一致させるためのキャリブレーション手法を
提案し，改良を行った．また，これらのキャリブレーションによる画像補正を実時間で行う

2. 全方位複合センサカメラ

ハードウェアの開発を行った．

現在，カメラ技術の発達により様々なカメラが市場に出回っており，それにともなって高

2.1 複合センサカメラ6)

品質な映像に対する世の中のニーズも高まっている．高品質な映像の条件としては高臨場感

図 2 に示すように，複合センサカメラでは，ハーフミラーを用いて，ミラーの透過光と

を与える高解像度や，スムーズな動画像再生を実現する高フレームレートがあげられる．ま

反射光を 2 台のカメラでそれぞれ撮像することで同一視点，同一視野を撮像する．さらに，

た，そのような高品質な映像を実現するために多くの研究が行われてきた．その例として，

図 3 に示すように，複合センサカメラと，画像を取り込むための PC，画像記録用の RAID

日本放送協会（NHK）が開発した超高精細カメラ1) があげられる．暫定的な仕様ではある

システム，画像表示用のディスプレイ，フレームレートの異なる 2 台のカメラを同期させ

がこのカメラは走査線 4,000 本，フレームレートが 60 fps とかなり高品質な映像を撮像で

て撮像するためのパルスジェネレータから構成される．このようにして得られた画像を PC

2)

きる．また，映画の撮影から上映までをディジタルで行うディジタルシネマ

が提案され

ている．これはフィルムに匹敵する品質の高精細映像を電子的手法により撮影，編集，保存
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図 4 カメラの補正処理の流れ
Fig. 4 Process flow of camera calibration.

図 2 複合センサカメラ
Fig. 2 Compound sensor camera.

レンズを用いた撮像系では，輝度が一様なシーンを撮影しても画像中心から離れるに従っ
て明度が低下する周辺明度低下が知られている．2 台のカメラでこの明度低下の度合いが異
なるため，2 枚の画像の輝度差を正確に補正するためには，事前に各カメラで周辺明度低下
の補正を行う必要がある．本研究では，cos4 θ 現象や口径蝕現象による明度低下に加え，そ
の他の要因による明度低下や画素間の感度のバラツキによる固定パターンノイズも考慮に
いれるため，そのようなモデルを持たずに，放射輝度一様の白色シーンを撮影し，画像全体
で一様な輝度を持つと仮定し補正マップを作成することで周辺明度低下を補正する．
また，高解像度カメラと低解像度カメラの幾何学的モデルとして，ピンホールカメラモデ

図 3 複合センサカメラシステムの構成
Fig. 3 Architecture of the compound sensor camera system.

ルを利用し，レンズ歪みとしては樽型レンズ歪みを扱った．カメラの各パラメータの推定に
は，Tsai の方法7) を初期値として非線形最適化により行った．この最適化により求めたパ

ラの 2 台のカメラが，3 軸ステージに固定されており，位置の調整ができる．2 台のカメラ

ラメータで幾何学補正を行うことで，2 つの画像間の輝度差を最小にすることができる．

間で視点が一致するように，3 軸ステージで位置を調整して配置する．また，ハーフミラー

さらに，周辺明度低下の補正後，画像間で異なる濃淡や色調を一致させるため，低解像

の反射光と透過光の比は 4 : 6 にしてある．高解像度低フレームレートカメラの方が感度が

度側の画像に対して輝度変換を行う．本研究では，2 枚の画像の輝度ヒストグラムが一致す

低いために，光量の多い透過光を高解像度低フレームレートカメラで，反射光を低解像度高

るように補正を行った．ヒストグラムの変換には Yang らの手法8) を用いた．この手法に

フレームレートカメラで撮像する．

より，変換テーブルを前もって作成しておくと，以後は異なる画像に対しても，同一の変換

2.2 複合センサカメラのキャリブレーション

テーブルを用いて補正が行える．

複合センサカメラには 2 つのカメラ間での CCD 特性やレンズ特性の違いにより画像間で

2.3 全方位ミラー9)

幾何学的，光学的な差が生じる．複合センサカメラにより得られる 2 つの画像列情報を統合

全方位ミラーと組み合わせることにより，複合センサカメラを全方位の広視野角で利用す

するためには，キーフレームでの画像一致を前提としている．そのため，幾何学的特性およ

ることができる．本研究では，実時間撮像と無歪みの仮想視野画像変換の利点より，双曲面

び光学的特性の差を 2 つのカメラ間で補正する必要がある．補正処理の流れを図 4 に示す．

ミラーを用いた全方位光学系を設計，作成した．設計パラメータとしては，2 枚の双曲面形

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

Vol. 2

No. 1

1–13 (Mar. 2009)

c 2009 Information Processing Society of Japan


4

全方位高解像度複合センサカメラと映像配信システム

図 5 2 枚ミラーシステムの幾何学特性
Fig. 5 Geometric properties of the two mirror system.

状パラメータ，2 枚のミラーの間隔，双曲面ミラーの大きさなどがある．さらに，さらに高
解像度化に向く 2 枚反射全方位光学系のシミュレーションによる光学特性の評価とミラー

図 6 像面湾曲の例
Fig. 6 Example of curvature distortion of an image field.

の評価と試作を行った．

2 枚反射全方位視覚センサの光学系では，反射曲面として 2 葉双曲面を用いた．2 葉双曲
面とは双曲線を Z 軸周りに回転させることで得られる曲面である．2 枚反射光学系は，図 5
に示すように，鉛直下向きの双曲面ミラー（第 1 ミラー）と鉛直上向きの双曲面ミラー（第

2 ミラー），そして第 1 ミラーの内側にカメラを設置した構成をとる．双曲面は図 5 に示す
ように，焦点 F 1 に向かって入射する光線は他方の焦点 F 1 に向かって反射するという幾
何的な性質を持つ．そこで 2 枚ミラーシステムでは，第 1 ミラーの一方の焦点 F 1 と第 2
ミラーの一方の焦点 F 2 を一致させ，第 2 ミラーの他方の焦点 F 2 とレンズ中心 P を一致
させる構造をとる．この構造によって，第 1 ミラーの焦点 F 1 に向かって入射した光線が
カメラで撮像されるため，2 枚ミラーシステムにおいても単一の投影中心が実現される．つ
まり，光学特性が透視投影となるので，2 枚ミラーシステムは双曲面ミラーを用いた 1 枚ミ
ラーの全方位視覚センサ同様，様々な画像処理に適している．2 枚ミラーシステムは，従来

図 7 試作した 2 枚反射系全方位ミラー
Fig. 7 Experimental product of an omnidirectional mirror composing two mirrors.

の単一ミラーの場合に比べ，カメラに対する入射視野角が小さくなり，像面湾曲が抑制され
るという特性がある．図 5 の∠ β と∠ γ の比較から，カメラに対する入射視野角が小さく

組み合わせることにより，複合視覚センサを全方位の広視野角で利用することができるが，

なっていることが確認できる．この像面湾曲の抑制により，2 枚ミラーシステムは全方位視

単一双曲面ミラーによる全方位視覚センサはその形状に起因する像面湾曲が問題になってい

覚センサの高解像度化や小型化を実現できる．

る．像面湾曲とは，入射角に対して焦点距離が異なることから像点位置が湾曲する収差で，

また，提案した複合視覚センサ用の全方位ミラーの設計，試作を行った．全方位ミラーと
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図 8 全方位複合センサカメラ画像
Fig. 8 Example of an omnidirectional image captured by the compound sensor camera.

図 10 視野角と焦点面との関係
Fig. 10 Relation between a view angle and a focus plane.

ンサカメラの 4008 × 2672 画素という高解像度に対応するため，2 枚の双曲面反射型ミラー
を試作した．図 7 に試作ミラーの外観を示す．実際に複合センサカメラに試作ミラーを接
続し，撮像した結果を図 8 に示す．また，図 9 に，図 8 の拡大図を示す．図 9 (b)，(d) に
示した実際の撮像画像により，試作全方位ミラーが複合センサカメラの高解像度側の解像度
（4008 × 2672 画素）に十分対応できていることを確認した．さらに，図 10 に，焦点面の
(a) Low resolution

移動量と視野角の関係を示す．この図からも，周辺部において試作全方位ミラーが像面湾曲

(b) High resolution

の問題を解決していることが分かる．また，この研究から発展して単一焦点で均一解像度特
性を有する全方位視覚センサの開発も行った10) ．

3. 高解像度動画像の作成
上記で試作した複合センサカメラから得られる 2 つの動画像から，空間的にも高解像度
で，しかも時間的にも密な動画像を作成する．時空間解像度の異なる 2 つの画像系列（高解
(c) Low resolution

像度低フレームレート動画像，低解像度高フレームレート動画像）の情報を統合する手法と

(d) High resolution

図 9 図 8 の拡大図：静止領域（上段），動領域（下段）
Fig. 9 Zoom-up images in Fig. 8: static region (upper), dynamic region (lower).

して周波数アプローチとモーフィングアプローチの 2 つの手法を考案し，それらのソフト
ウェアを実装した．さらに，様々なシーンの実画像を用いて実験を行い，手法の適応範囲や
問題点の評価を行った．また，他の周波数変換手法や特徴点追跡手法を利用するなど提案ア

像が得られなくなる現象である．図 6 に像面湾曲の例を示す．被写界深度がミラーの高さ

ルゴリズムの改良を行った．

より浅いため周辺部がぼけていることが分かる．この像面湾曲の影響からミラーの高解像度

周波数空間アプローチによる高解像度画像の作成では，複合センサカメラから得られる 2

化やセンササイズの小型化が制限されていた．本試作では，この像面湾曲を抑制して複合セ

種類の動画像から，画像処理によって高解像度・高フレームレート動画像を生成するアルゴリ
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ズムを開発した．開発手法の有効性を確かめるため，MPEG テストシーケンスと試作した複
合センサカメラから得られた実画像に対して各手法を適用し，高解像度動画像を生成する実
験を行った．また，生成画像のピーク信号対雑音比（PSNR）を測定し手法の性能を比較した．

3.1 周波数空間アプローチによる高解像度画像の作成
本研究では離散コサイン変換（DCT）を用いる方法，および離散ウェーブレット変換
（DWT）を用いる方法を開発した．本研究で提案する 2 種類のアルゴリズムは，いずれも
以下のアイデアに基づいている．

(1)

低解像度・高フレームレート動画像を用いてシーン中の動きを推定する．

(2)

推定された動き情報を高解像度画像（キーフレーム）に適用することにより，動き補
償を行う．

(3)

動き補償によって生成された高解像度画像と，これに時間的に対応する低解像度画像
を，周波数空間で合成する．

図 11 DCT を用いた高解像度画像生成処理の流れ
Fig. 11 Block diagram of the proposed method by using DCT.

提案手法は，解像度の異なる 2 種類の画像を周波数空間で合成することにより，キーフ
レーム間でのシーンの変化（画像全体の明るさの変化など）を生成画像に反映させることが

る．また，低解像度画像に対してサイズ 8 × 8 のブロック DCT を実行する．

できるのが特徴である．

3.1.1 DCT を用いた高解像度生成

11)

(4)

DCT を用いた高解像度画像生成手法では，生成する高解像度画像の高周波成分と低周波
(5)

成分を異なる方法によって推定する．

• 生成画像の高周波成分は，画像空間上で動き補償を行った高解像度画像のスペクトルを
そのまま利用する．シーン中の動きは低解像度画像を用いて推定する．ただし，補償で

解像度画像のスペクトルを合成することによって生成する．

合成したスペクトルに対してサイズ 8κ × 8κ の IDCT（逆離散コサイン変換）を実

提案手法は，解像度とフレームレートのいずれかをそれぞれ優先サンプリングした 2 種類
レームレート動画像のみを使用することで，高解像度高フレームレート動画像を生成するア
プローチに低解像度画像補間手法がある．代表的な補間手法としては，最近傍法（Nearest

は次の手順で行う．

(3)

置の DCT スペクトルを合成する．

(6)

の動画像を入力として高解像度高フレームレート動画像の生成を行う．一方，低解像度高フ

DCT を用いた高解像度画像生成処理の流れを図 11 に示す．具体的な高解像度画像生成

(2)

動き補償された高解像度画像の DCT スペクトルに対し，低解像度画像の対応する位

行することにより高解像度画像を生成する．

きない部分については低解像度画像から補間する．

• 生成画像の低周波成分は，画像空間上で動き補償された高解像度画像のスペクトルに低

(1)

高解像度画像とフレーム間差分のそれぞれの DCT スペクトルを DCT 領域で足し合
わせることにより，動き補償された高解像度画像の DCT スペクトルを求める．

位相相関法12) により，低解像度画像の各画素について動きベクトルを求める．動き

Neighbor），双線形補間法（Bilinear Interpolation），バイキュービック法（Bicubic Inter-

ベクトルは 1/κ のサブピクセル精度で推定する．

polation）などがあげられる．また，時間分解能と空間分解能の違いを相補的に補う時空間

求めた動きベクトルを用いて高解像度画像のフレーム間差分を推定する．ただし，動

超解像手法などもある13),14) ．上記のうちで実装の容易な最近傍法，バイキュービック法，お

きベクトルが推定できなかった部分は，高周波成分が高解像度画像からは得られない

よび提案手法の DCT 合成法により，高解像度高フレームレート動画像を生成した．図 12 に

ので，双一次補間により低解像度画像から画素値を補間する．

生成された MPEG テストシーケンス “Foreman” の 45 フレームを示す．なお，45 フレーム

高解像度画像とフレーム間差分に対してサイズ 8κ × 8κ のブロック DCT を実行す

目はキーフレームから最も離れたフレームであり，各手法ともに最も不利なフレームである．
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格である JPEG2000 にも採用されている．DWT は離散 Fourier 変換や DCT などの他の
多くの周波数変換とは異なり，周波数領域においても画像空間情報を保持しているという特
徴がある．また，1 枚の画像に対して DWT を実行すると，異なる解像度を有する階層的な
表現が得られる（オクターブ分割）．提案手法では，DWT が持つこれらの特徴を利用する．

DWT は周波数領域においても画像空間情報を保持しているのが特徴であるが，shift(a) 原画像

variant であることが知られている．なお，shift-variant とは，周波数変換の係数の値が画

(e) (a) を 4 倍拡大

像の位置に依存することであり，平行移動を行うとその値が変化する．このため，DWT 係
数に対して動き補償を行うと誤差を生じる場合がある．そこで，提案手法では，DWT を拡
張した変換である冗長ウェーブレット変換（RDWT）を採用している．RDWT を用いた
高解像度画像生成処理の流れを図 14 に示す．ウェーブレット変換を用いた高解像度画像生
成のアイデアは以下のとおりである．
(b) 最近傍法

(f) (b) を 4 倍拡大

(1)

動き推定により，低解像度画像の各画素に対して動きベクトルを求める．

(2)

高解像度画像に対して，RDWT をレベル α まで繰り返す．ただし，レベル α の低
周波成分LLα はこの後の処理に使用しないので求める必要はない．

(3)

( 1 ) で求めた動きベクトルを用いて，高解像度画像の高周波成分に対して動き補償を
行う．ただし，動きベクトルが推定できなかった部分については，高周波成分に 0 を
代入する．

(4)
(c) バイキュービック法

動き補償された高周波成分をダウンサンプリングし，RDWT 係数を DWT 係数に変
換する．

(g) (c) を 4 倍拡大

(5)

レベル α の低周波成分として低解像度画像を統合する．すなわち LLα = Ik とする．

(6)

( 5 ) で得られる DWT 係数に対して IDWT を実行し，高解像度画像を得る．

ここで，RDWT に使用するウェーブレット関数は任意である．画像統合によって解像度を
向上させるという目的に最も適合するウェーブレット関数は，実験を通して選択する．ま
た，動画像のネットワーク配信を考える場合は，上の ( 1 )，( 2 ) がサーバ側の処理，( 3 ) か
ら ( 6 ) がクライアント側の処理となる．
(d) DCT 合成法

Fig. 12

(h) (d) を 4 倍拡大

ウェーブレットによる高解像度画像生成は，動き補償および 2 種類の画像の合成の両方の

図 12 “Foreman” フレーム No.45
Experimental results of test sequence “Foreman” 45th frame.

処理を周波数空間（ウェーブレット領域）で実行できる．また，低解像度画像に対する周波
数変換が必要ないため，DCT 合成法と比較すると単純なアルゴリズムとなっている．しか

3.1.2 ウェーブレット変換を用いた高解像度画像生成

15)

し，RDWT による冗長な係数を扱う必要があるため，計算コストは必ずしも小さくならな

次に，直交周波数変換として，離散ウェーブレットを利用した方法について述べる．離散
ウェーブレット変換（DWT）は周波数変換の一種で，静止画像符号化の最新の国際標準規
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(a) Haar

(e) (a) を 4 倍拡大

図 14 ウェーブレット変換を用いた高解像度画像生成処理
Fig. 14 Block diagram of the proposed method by using DWT.

(b) 整数 5/3

ウェーブレット，整数 2/6 ウェーブレットおよび Daubechies 4-tap フィルタを用いた場合

(f) (b) を 4 倍拡大

の生成画像である．(e) から (h) は，それぞれ (a) から (d) の画像の一部を 4 倍に拡大した
画像である．図 12，13 の各画像を比較すると，最近傍法および双 3 次スプライン補間によ
る拡大画像はぼけている．これに対し，提案手法により生成された各画像は，急峻なエッジ
が生成画像に見られるなど，高精細な画像となっていることが分かる．

3.2 モーフィングアプローチによる高解像度画像の作成16)
前節の画像合成では，周波数空間に変換して，時間的に新しい画像を混合することで，高
(c) 整数 2/6

解像度画像を生成した．しかしながら，周波数空間で混合するのではなく，画像空間で混合

(g) (c) を 4 倍拡大

しても同様の結果が得られるはずである．そこで，モーフィングというコンピュータグラ
フィックス（CG）分野でよく用いられている技法によって，高解像度低フレームレート動画
像の中間フレームを補間し，高解像度高フレームレート動画像を生成する方法を開発した．
低解像度高フレームレート動画像は時間的サンプリングの面で優れ，高解像度低フレーム
レート動画像は空間的サンプリングの面で優れている．提案手法では，これら両者の長所を
(d) Daubechies 4-tap

活かして，高解像度高フレームレート動画像を生成する．提案手法の概略を図 15 に示す．

(h) (d) を 4 倍拡大

一般的に入力の高解像度低フレームレート動画像のようにフレームレートが低い場合，特

図 13 “Foreman” フレーム No.45（ウェーブレット合成法）
Fig. 13 Experimental results of test sequence “Foreman” 45th frame.

徴点のトラッキングが難しい．また，モーフィングでの特徴点の位置変化は線形移動と仮定
することになる．そこで，本提案手法では，フレーム数の多い低解像度画像から特徴点を検

ル j + 1 におけるフィルタはレベル j のフィルタを 2 倍アップサンプリングしたものとなる．

出し，特徴点のトラッキングにより求めた位置関係変化を高解像度画像のモーフィングに用

ウェーブレット合成法により生成された “Foreman” No.45 のフレームを図 13 に示す．

いる．このように低解像度高フレームレート動画像を用いることで，トラッキングを比較的

(a)，(b)，(c)，(d) はウェーブレット関数としてそれぞれ Haar ウェーブレット，整数 5/3
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(a) 原画像

(e) (a) を 4 倍拡大

(b) 最近傍法

(f) (b) を 4 倍拡大

(c) バイキュービック法

(g) (c) を 4 倍拡大

(d) 提案手法

(h) (d) を 4 倍拡大

図 15 モーフィングによる高解像度画像生成処理
Fig. 15 Process flow of the proposed method by using morphing.

クスチャを生成することで，近似的に動領域の非線形的な変化を再現できる点が本手法の特
徴である．また，キーフレームは，両画像において時間的に対応がとれているため，高解像
度画像と低解像度画像の特徴点の対応付けも容易である．
ここでは，試作された複合センサカメラの仕様に合わせ，2 種類の入力動画像の解像度比
を 1 : 16（縦横比はともに 1 : 4），フレームレート比を 7 : 1 として実験を行った．図 16 に
理想画像である MPEG テストシーケンス，提案手法による生成画像，および 3 種類の補間
手法による生成画像の例として “Container” の第 18 フレームとその一部の拡大図を示す．
なお，18 フレームはキーフレームから最も離れたフレームであり，各手法ともに最も不利
なフレームとなっている．この結果より，提案手法，および補間手法のそれぞれにより高解
像度低フレームレート動画像には存在しないフレームが生成できていることが確認できた．
また，低解像度高フレームレート動画像同様 30 [fps] の動画像が生成でき，同様の動きが再
現できていることが確認できた．

3.3 提案手法の評価実験
最後に，提案手法の比較結果を表 1 に示す．従来手法としては，空間アップサンプリング
法として，最近傍法，双 3 次スプライン，時間アップサンプリング法としてフレームレート
変換法と比較した．入力として用いた動画像のフレームレートは，4.29 [fps] とかなり低い．

Fig. 16

図 16 “Container” Frame No.18
Experimental results of test sequence “Container” 18th frame.

このため，シーンによっては，連続する 2 フレーム間でかなり急激な動きが発生する．した
がって，動き推定が困難な場合が多く発生する．表 1 に示されているように，テストシーケ

これらのシーケンスは，シーン中の広い範囲を動領域が占めている．このため，シーン中の

ンス Football および Foreman に対する PSNR の値は，時間アップサンプリング（フレー

動き推定が困難となり，PSNR が下がった．一方，テストシーケンス Coast guard および

ムレート変換）よりも空間アップサンプリング（双 3 次スプライン補間）の方が上回った．

Hall monitor に対する PSNR の値は，双 3 次スプライン補間よりもフレームレート変換の
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表 1 PSNR の比較結果
Table 1 PSNR of each method.
シーケンス

最近傍法
双 3 次スプライン
フレームレート変換

DCT 合成法
整数 2/6 wavelet
整数 5/3 wavelet
Haar wavelet
Daubechies 4-tap wavelet
モーフィング手法

Coast guard
22.03
22.03
22.58
24.62
22.04
22.27
23.95
23.47
25.89

Football
20.69
20.76
16.44
21.15
20.91
19.72
20.53
20.51
19.12

Foreman
25.29
25.73
20.46
27.14
26.93
24.78
26.70
25.66
28.73

多チャネルで配信することによってクライアントが見たい部分を見られるようなインタラク
Hall monitor
22.82
22.89
29.18
30.31
29.39
24.82
29.51
27.12
32.21

Container
22.58
24.47
32.47
30.64
29.46
25.08
29.68
27.67
34.26

ティブな動画像配信システムを構築する．
上で述べたシステムを実現する際に，全方位画像全体を配信せずに部分画像を多チャネル
で配信する理由は，平成 15 年に研究を開始した当初，既存のプロトコルや伝送路には次の
ような制約があったためである．

(1)

平成 15 年当時では HDTV（1920 × 1080 画素）までの解像度の動画像しか配信でき
なかった17),1 ．

(2)

配信する伝送路には帯域制限がある．

よって，高解像度動画像を効率的に配信するためには，画像を分割することによってデー
タ量を落として配信する必要があった．また，分割して配信することにより各伝送路の帯域

方が上回った．これらのシーケンスは，シーン中のほとんどが静止領域か，あるいは単純な

幅を節約でき，クライアントが見たい部分だけを配信することによってチャネル数も節約で

並進移動が占めている．したがって，動き推定が正確に行え，結果として高い PSNR が得

きる．動画像を分割して多チャネルでストリーミング配信するために，既存の RTSP（Real

られた．

Time Streaming Protocol）を DSS（Darwin Streaming Server）を用いて拡張したプロト

以上より，最近傍法や双 3 次スプライン補間といった空間アップサンプリング法は，シー
ン中に占める動領域が大きい場合に有効であるといえる．また，時間アップサンプリング法

コルを使用した．また，映像配信には，MPEG-4 規格を利用した．

4.1 受信クライアントの開発19)

（フレームレート変換）はシーン中に含まれる動きが少ない場合に向いている．しかし，提

ここでは本研究の目的であるストリーミング再生プレイヤの開発において，ベースプログ

案手法はすべてのテストシーケンスに対し，PSNR の点で空間アップサンプリング法およ

ラムとした MPlayer 20) と目標システムの実装について述べる．MPlayer は動画や音声の

び時間アップサンプリング法を上回った．よって，提案手法はどのようなシーンに対して

再生ソフトで，動画は MPEG-1 や MPEG-2 だけでなく，ビデオ CD や DVD などを直接

も，より高品質な動画像を生成できる性能を有していることが分かる．また，提案手法の中

再生することも可能である．また，DivX や Windows Media Video にも対応しており，音

でも，静止部分が多く，動きが単純なものはモーフィング手法が優れており，動きが激しい

声も MP3 だけでなく Windows Media Audio など様々なフォーマットに対応している．ま

場合には DCT 合成法が優れていることが分かる．

た，MPlayer はフリーソフトウェアかつオープンソースであり，OpenGL の出力モジュー
ルをサポートしている．図 17 に多チャネル動画受信クライアントの通信モジュールと映像

4. 全方位高解像度映像配信ソフトウェア

生成モジュールの処理の流れを示す．

全方位視覚センサによって撮像された高解像度低フレームレートの動画像と低解像度高フ

MPlayer では，ストリーミングサーバとのやりとりを open stream，demux open とい

レームレートの動画像の 2 つの動画像から，高解像度高フレームレートの動画像を生成す

う 2 種類の通信モジュールが担っている．モジュールには，各 RTSP Method に対応した

る．生成された高解像度高フレームレートの動画像はサーバに保存されクライアントに配信

関数が用意されており，その関数を拡張する．本研究で提案する多チャネル動画配信に必要

される．ここでクライアントに配信する際において，クライアントが見たい領域のみを分

とされる通信モジュールの役割は，サーバから受け取った情報を映像生成モジュールに渡

割して多チャネルで配信する．クライアント側では，多チャネルで配信された複数の部分画

し，視点の変更がある場合は，映像生成モジュールからその視点情報を受け取り，サーバに

像を合成して 1 つの高解像度高フレームレートの全方位画像を作成し，それを幾何変換に
よって透視画像に変換してクライアントが望む領域を出力する．クライアントが別の視点を
見たい場合は，視点変更情報をサーバ側に伝え，サーバはそれに対応した部分画像を再び

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

Vol. 2

No. 1

1–13 (Mar. 2009)

1 なお，現在は ISO/IEC 19446-10 によって，約 4000 × 2000 画素，30 fps までの動画配信について規定され
ている18)

c 2009 Information Processing Society of Japan


11

全方位高解像度複合センサカメラと映像配信システム

図 17 モジュールの構成と処理の手順
Fig. 17 Module structure and process flow.

図 19 サーバ・クライアント通信概略図
Fig. 19 Outline of client-server communication.

際の応用に際しては，ビットレートをできるだけ上げる必要があるが同時に開かれる動画
チャネル数と通信容量とのトレードオフの関係にある．

4.2 配信サーバの開発21)
本研究で提案する配信システムでは，クライアントが見たい方向の高解像度動画像だけを
クライアントに配信することで，解像度とフレームレートを確保する．また，視点（見たい
方向）の指定より，サーバ・クライアント間のインタラクティブ配信を実現する．
全方位カメラから撮られた動画像は映像処理サーバで複数の小さな低解像度動画像に分
割して，ストリーミング配信サーバの動画像データベースに保存される．そして配信サーバ
を介し，クライアントに転送される．基本的なアイデアはストリーミングサーバがクライ

図 18 MPlayer の実行例
Fig. 18 Execution example of MPlayer.

アントに要求された視点情報に対応する多数の低解像度動画像をクライアントに転送する．
通信の概略を図 19 に示す．

送信するというものである．また，サーバから受信した動画ファイルのデコードや表示は

RTP の RFC により，多重配信は複数のストリームをクライアントの複数のポートに送

decode video，ﬂip page，vo check event という映像生成モジュールが担っている．本研究

信することが薦められている．クライアントは異なる SSRC より各ストリームを識別する，

で必要とされる映像生成モジュールの役割は，多チャネルによって配信された複数のファイ

各ストリームが対応する RTP チャネルと RTCP チャネルにより，パケット受信と通信状

ルを読み込んで 1 つに合成し，ユーザに透視投影画像を提示し，ユーザの操作によって視点

況の報告を行う．クライアントは SETUP で，各ファイルの受信 RTP 番号と RTCP 番号

変更を可能にするというものである．図 18 に，試作したソフトウェアで多チャネルの動画

をサーバに通知する．そして，PLAY Method よりサーバはクライアントが設定した受信

を受信した結果を示す．実行環境は，PowerBook G4（MacOS X 10.4.6）である．それぞ

番号にその対応する各ストリームパケットを順番に送信する．各ストリームはそれぞれの異

れの動画は，MPEG-4 の 128 kbps の低ビットレートでエンコードされているため，ブロッ

なる SSRC 同期源番号を持っている．クライアントはその SSRC 番号により，各ストリー

クノイズが多いが動画の境界（建物の稜線付近と，車のフロントガラス）が見てとれる．実

ムを区別する．また，サーバは PLAY に対する応答の中に，各ファイルのはじめの RTP
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PACKET 番号と RTP PACKET のサンプル時間情報を含めてクライアントに返す．この
情報によって，クライアントはパケットから動画像に復元することができる．各ストリーム
の配信スケジュールはストリーム 1 の最初のパケットから，順番に各ストリームのパケット
をクライアントに転送する．つまり，サンプル時間が同じような各ストリームのパケットを
一緒にクライアントに転送する．このように配信することで，クライアント側は同時刻の低
解像度動画像を同期化することができる．
また，サーバにはクライアントから送られる視点情報パラメータ（水平方向角度，垂直方
向角度，水平視野範囲角度，垂直視野範囲角度）から，視点情報が対応する透視投影領域を
計算し，転送するファイルリストを構築する．

5. あ と が き
全方位映像を実用化するためには，高解像度映像が必要であり，安価に高解像度を得る必
要がある．そこで，本研究では，2 種類のカメラを組み合わせて，安価に高解像度映像を得
る方法を開発した．また，全方位高解像度映像配信を配信するためのプロトコルを設計し，
サーバとクライアントを実装することでその有用性を明らかにした．
「高解像度だが時間的には粗い画像と低解像度だが時間的に密な画像から高解像度でかつ
時間的に密な画像を作成する」という着想の新しさから，多くの方々が本研究に興味を持た
れ，活発な議論が行われた．また，この複合センサの考え方は，その後，各種の異なったセ
ンサを組み合わせた複合センサが研究されるようになったという波及効果を持った．この 2
種類の動画像から高解像度でかつ時間的に密な画像が作成できる方法は，複合センサとして
のみでなく，圧縮率の高い効率的な記録技術，配信技術としても注目されるようになってき
た．これは，研究開始時点では強く意識していなかったが，今後，波及していく可能性の強
い技術と思われる．なお，本論文では，紙面の都合上，プロジェクトの成果の概要のみを紹
介した．詳細については，それぞれの原著論文などを適宜ご参照いただきたい．
謝辞 本研究は，独立行政法人情報通信機構「民間基盤技術研究促進制度」および，独立
行政法人科学技術振興機構「産学協同シーズイノベーション化事業」，科学研究費補助金基
盤研究（A）「3 次元高精細全方位動画像の獲得と提示」（課題番号 18200012）の援助を受
けた．
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