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論文要旨

　本論文は，大規模空間で行われるイベントを，時間。空間を越えて，自由に視点を動かしなが

ら観察することが可能な“大規模空間における自由視点映像メディア”の実現を目的とレたもの

である．これまでにも，コンピュータビジョン技術とコンピュータグラフィックス技術を融合し，

自由な視点位置から対象空間の観察を可能にする，自由視点映像生成・提示方式に関する研究が

盛んに行われている．しかし，本論文で目的としているような大規模空間を撮影対象とし，かつ

遠隔地において，その自由視点映像の鑑賞を実現する研究は過去に例を見ない．本論文では，こ

れら解決すべき課題への取り組みについて述べる．主に，大規模空間に拡張可能な多視点映像情

報を獲得するシステムの開発，大規模空間に適した3次元形状表現手法とそれを用いた自由視点

映像の生成手法，ネットワークを介した自由視点映像の配信・提示手法について順に述べる．

　大規模空間において，完全に同期のとれた多視点映像を獲得する手法と，高精度カメラキャリ

ブレーション手法を開発し，正確な3次元形状推定やテクスチャマッピング処理を可能にする．大

規模空間には，多くの物体が存在するため，それら全てを高精細3次元形状モデルで記述するた

めには，膨大な計算コストとデータ量が必要になる．3次元形状を断面形状の集合として定義する

手法を採用し，それらを観察者視点画像に依存して適応的に配置することで，自由視点映像を生

成するために必要な3次元形状データを効率的に生成する手法を提案する．無駄な計算コストや

データ量の削減が可能になるため，対象空間の大規模化に伴う処理データ増加の間題を解決する

ことができる．大規模空間では，3次元空間中の同一点の観測値であっても，多視点画像上での観

測カラー値の間に大きな差が生じることがある．Shape丘om　Si1houe枇e法によって3次元形状を

推定することで，この間題を解決する．形状の推定誤差により，生成映像の画質が劣化すること

が考えられるが，正確な3次元形状の推定ではなく，観察者視点映像の画質の改善を優先するテ

クスチャマッピング。レンダリング手法を適用することによりこの問題を解決する．遠隔地の観

察者に運動視差の再現可能な自由視点映像を提示するためには，大規模空間の仮想化処理と映像

生成用データの配信とを，ビデオレートに近い速度で実行する必要がある．しかし，既存のネッ

トワークによる転送を行う場合，3次元形状データとテクスチャデータを全て伝送することは不可

能である．3次元形状データを簡単化することで仮想化処理時間を大幅に短縮し，さらに，自由視

点映像の生成に必要なテクスチャデータのみを選択。配信することで，既存のネットワークによ

る高遠配信を実現する手法を提案する．
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第1章　序論

　我々人間は，外界情報のほとんどを視覚によって獲得しているといわれている．その視覚情報

を時間。空間を越えて伝達する映像メディアの発明と発展により，我々の知覚世界は飛躍的に拡

大してきた．例えば，地球から遥か彼方に存在する天体の風景や，我々自身がこの世に誕生する

以前の世界の様子など，実際には経験することが不可能な時代や場所の様子も，映像メディアを

介することでうかがい知ることができるようになった．さらに，近年の携帯映像機器やユビキタ

ス・ネットワーク杜会の出現により，映像メディアを“好きなときに好きなところで”鑑賞する

ことが可能になりつつあり，個人の知覚要求に応えるパーソナル。メディアとしての特性が注目

されている．このように，映像メディアの発展は，視覚情報の獲得と鑑賞の自由度の向上により

実現されてきた．しかし，従来の映像メディアでは，対象世界を“観る位置”はその制作者によっ

て決定され，観察者にそれを移動させる自由は与えられていない．一方，現実世界において物体

を注意深く観察する場合，我々は視点を様々な位置に移動させながら観察を行い，より多くの色

や形状に関する情報を獲得しようとする．つまり，視点の選択権を観察者に持たせることが，我々

個々の知覚要求をさらに満足させる，次世代の映像メディア実現に欠かすことのできない要素で

あると考えられる．

　サッカーやコンサートのような大規模空間で行われるイベントは，その視聴需要の大きさから，

映像メディアのコンテンツとして頻繁に取り上げられ，多くの視聴者に提供されている．このよ

うな不特定多数への一斉配信を可能とする，マス・メディア性も映像メディアの特長である．こ

れまでは，伝送技術。速度の問題から，一つの事象に対して一つのチャンネル，つまり，先述した

ような，観察者に視点選択権のない単一視点の映像が配信されるのみであった．しかし，近年の

放送技術のブロードバンド化，多チャンネル化の発展により，より多くの映像情報を同時に配信

することが可能になり，単一事象・単一視点の関係は崩れつつある．例えば，2002年6月に開催

されたサッカーワールドカップでは，複数チャンネルを使用し同一試合を異なるアングルで放送

する試みが行われ，視点の選択権を視聴者に与える映像メディア。コンテンツヘの期待の大きさ

が示された．

　我々が実現を目指す自由視点映像メディアとは，時間。空間を隔てた実世界で行われるイベント

を，各観察者の希望する視点位置から観察することを可能にする技術であり，不特定多数への一

斉配信というマス。メディアと，伝達情報の消費者である個々の観察者の知覚要求に応えるパー

ソナル・メディアの，両方の特長を兼ね備えた，新しい映像メディアであるといえる．

　近年になり，コンピュータの処理能力の向上やネットワークの通信速度の高速化，ビデオ機器

の高性能化，記録デバイスの大容量化を背景として，自由視点映像メディアの実現が現実的な段



階に入りつつある．また，それと同時に，新しい映像メディアとしての自由視点映像メディアに

注目が集まっている．自由視点映像メディアの実現手法の一つとして，あらゆる視点位置におい

て映像を実際に撮影し，それらを観察者の視点位置に合わせて適当に選択。提示する方式がある．

この方式は，コンピュータによる計算処理が少なく，かつ，実写映像をほとんどそのまま提示する

ので，高画質な映像の提示が可能であるという特長がある．この方式は，アメリカのCBSテレビ

局が2001年1月に行ったスーパーボール中継で，“Eye－Vision”システムとして実際に使用され

た．このシステムでは，30台以上の完全に同期した姿勢制御カメラにより対象物体の追跡撮影を

行い，それ剖頼次切り替えることで，視点の移動感を再現している［30］．この放送により，視点位

置を自由に切り替えた映像を提示する新しいスポーツ観戦法が示され，大きな反響を呼んだ．ま

た，1999年に上映されたワーナー・ブラザーズの映画“The　Ma虹ix”では，百台以上のカメラに

よって撮影された画像や映像を，モーフィング処理によってつなぎ合わせながら切り替え，観察

者の視点がなめらかに空中を飛び回るような視覚効果を実現しているE31］．これらの方式は，先述

したように，高画質な実写映像の提示が可能であるが，見え方の再現が行える，つまり観察者視

点の移動が可能な範囲は，実際に撮影用カメラを設置した位置，およびその内挿位置に制限され

てしまう．また，なめらかな視点移動を再現するためには，人手による膨大な処理，または，多

数のカメラを小さな間隔で配置する必要があり，大規模空間における自由視点映像メディア実現

時の大きな問題となっている．

　一方，多視点カメラによって撮影された映像データを3次元形状推定やモデリングといったコ

ンピュータビジョン（CV）技術を使ってコンピュータ内部で融合し，その情報を元にイメージベー

スまたはモデルベースのレンダリングに基づくコンピュータグラフィックス（CG）技術を駆使して

自由視点からの見え方を提示する研究が盛んに行われている［1，2，3，4，51．これらのシステムで

は，対象空間の3次元的な情報を復元するため，多視点映像の撮影位置による制限の少ない，よ

り自由な視点位置からの観察が可能である．しかし，撮影対象とする空間が大きくなればなるほ

ど，完全に同期のとれた多視点映像の撮影や，正確なカメラキャリブレーションが困難になるた

め，従来研究のほとんどは，比較的小規模な空間を対象として行われている1また，対象空間を

大規模化することにより，観察者視点の移動可能範囲も広大になり，その結果，自由視点映像上

での対象物体の見え方は，近距離で観察した高精細なものから遠距離で観察した低解像度のもの

まで幅広く変化する．従来の研究のように，対象空間の大きさが直径5m程度であれば，対象物体

数は高々1，2個に限られるため，十分に高精細な空間分解能を持つ3次元形状モデルを用意して，

観察者の視点移動に対庫することが可能である．しかし，大規模空間には，はるかに多くの物体

が存在するため，それら全てを高精細3次元形状モデルで記述するためには，膨大な計算コスト

とデータ量が必要になる．一方，せっかく高精細3次元形状モデルを生成したとしても，観察距

離が遠い場合には，その情報量のごく一部しか対象物体の見え方生成に利用されない．逆に，空

間分解能が不十分な3次元モデルにより観察者に提示する映像を生成した場合，量子化誤差やエ

イリアシングの影響により，生成画像の画質が劣化する問題が発生する．さらに，遠隔地の観察

者を対象とした自由視点映像提示を実現するためには，3次元シーン情報をネットワークを介して
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実時間で配信する必要があるが，上述したような大容量の3次元CGモデルを既存のネットワー

クを介して配信することは現実的ではない．

　本研究の目的は，コンピュータビジョン技術とコンピュータグラフィックス技術に基づく自由視

点映像生成。提示方式に存在する制限を取り除き，大規模空間で行われる動きのあるイベントを，

時間。空間を越えて，自由に視点を動かしながら観察することが可能な，大規模空間における自

由視点映像メディアを実現することである．本論文では，そのための我々の取り組みについて述

べる．

　第2章では，我々の研究目的である大規模空間における自由視点映像メディアについて述べる．

これまでに行われてきた関連研究や，開発課題について詳しく紹介し，それらを解決するための

我々の取り組みについて述べる．

　第3章では，大規模空間に適応可能な多視点映像情報獲得手法について述べる．大規模空間に

おいて，動きブレの影響を受けない完全に同期した多視点映像を獲得する手法と，高い精度でカ

メラキャリブレーションを行う手法を提案する．実際の大規模空間で行った撮影実験を紹介し，提

案手法の実用性を検証する．

　第4章では，自由視点映像を生成するために必要な3次元形状データを効率的に生成し，対象

空間の大規模化に伴う処理データの増加の問題を解決する手法について述べる．断面形状の集合

による3次元形状表現手法を拡張し，この断面群を，観察者視点，多視点カメラ，対象物体の相対

的位置関係に対して適応的に配置することで，観察者に提示する映像を生成するために必要な最

小限のデータで3次元形状を表現する手法を提案する．また，適応的に配置した断面形状の集合

を介して多視点画像を融合し，3次元形状を推定する手法について紹介する．多視点映像撮影シス

テムによって撮影したデータを用いて，観察者視点が広い範囲を移動するときの3次元形状推定

実験を行い，提案手法の有効性を確認する．

　第5章では，第4章で推定された断面形状の集合で表現された3次元形状を用いて自由視点映

像をレンダリングする手法について述べる．自由視点映像の画質劣化の原因を考察し，その解決

手法について，自由視点映像の生成結果を交え紹介する．本宇法は，対象物体の3次元形状を復

元する自由視点映像生成手法と，復元しない手法の特長を併せ持つという長所があり，表現力の

高い自由視点映像提示の実現が可能である．また，一提案3次元形状表現手法のもう一つの特長で

ある，高速処理への取り組みについても述べる．実際に1台のPC上で自由視点映像を実時間で

生成。提示するシステムを構築し，提案手法の有効性を確認する．

　第6章では，遠隔地の大規模空間で行われる動きのあるイベントの運動視差を再現することが

可能な自由視点映像生成。提示方式について述べる．簡単化した3次元形状情報を用いて対象空

間の仮想化処理の計算コストを削減する手法，および，ストリーム状に編集した3次元データを

ネットワーク経由で配信する手法と，そのデータを用いた自由視点映像生成手法について述べる．

建造物の設計時に使われたCADモデルをリアルタイム描画が可能なレベルにまで簡単化し，背景

となる静止物体の見え方を生成・提示する．データ配信部と自由視点映像生成。提示部のプロト

タイプシステムを構築し，提案方式により遠隔地の動きのあるイベントについて運動視差再現す



る自由視点映像提示が実現可能であることを示す．

　第7章では，大規模空間で行われるイベントを，時間。空間を越えて，自由に視点を動かしな

がら観察することが可能な，自由視点映像メディアの実現を目的とした本論文の結論を述べる．



第2章　大規模聖聞における自由視点映像メディア
　　　　　　　とその解決すべ蜜課題

2，1　関連研究

　コンピュータビジョン（CV）技術を使って多視点映像から3次元モデルを復元し，その情報を元

にコンピュータグラフィックス（CG）技術を駆使して自由視点からの見え方を提示する研究が盛ん

に行われている．大田は，それらの自由視点映像生成。提示技術を次の4項目で分類している［24］．

1．観察者が視点位置を移動することが可能な範囲

2．観察者が見回し可能な視野範囲

3．観察者の視点移動に対応した見え方の変化を実時間で提示する運動視の可否

4．撮影対象の動きの記録や，撮影から再生までの実時間性といった時間再現性

　1．の“観察者が視点位置を移動することが可能な範囲”が広いほど，様々な位置からの観察が

可能になり，視点移動の自由度が高いといえる．しかし，そのためには，実際に広範囲において

撮影を行う必要がある．2．の“観察者が見回し可能な視野範囲”とは，観察者に提示する映像の

画角を意味する．この角度が大きいほど，観察者は3次元空閲への没入感を得ることができるが，

全天周カメラや魚眼カメラなどの非常に広角な機材を用いるか，1視点で様々な方向の撮影を行う

必要がある．我々の生活する現実世界では，観察者の視点移動に伴い，対象物体の見え方が変化

する．このような，3．の“運動視の可否”は，観察者の知覚要求を満足させるために必要な要素で

ある．自由視点映像メディアでは，観察者の視点移動検出から，それに対応した見え方の変化の

再現。提示までを実時間処理することで運動視を実現する．4．の“時間再現性”には，二つの要

素がある．一つめの要素である“撮影対象の動きの記録”とは，被写体の動きを記録することが

可能か否かである．例えば，写真技術では動きの記録はできないが，映画技術は動きの記録が可

能である．動きの記録を行うためには，映像情報を高速に撮影・記録する技術が必要となる．ま

た，遠隔地で行われているイベントの撮影，伝送，提示処理にかかるレイテンシを非常に小さく

することで，二つ目の要素，“撮影から再生までの実時間性”を実現する．映画技術は，前者の時

間再現性の実現にとどまっていたが，テレビジョン技術は，両方の時間再現性を実現した映像メ

ディアの代表である．

　従来の関連研究をこれらの項目に当てはめて整理する．Satohらの多眼ステレオを用いた3次元

画像提示方式は，カメラマトリクスと呼ばれる同一平面上に配置した多視点カメラによって対象3
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次元空間の撮影を行う．撮影した多視点画像から，多眼ステレオ法SEA（St鉗eo　by　Eye　Array）161

を用いてシーンの3次元情報を復元し，多視点画像とそれらの画像の奥行き情報（視差画像）で構

成される3次元シーン表現を構築する．この3次元シーン表現を元に，任意の場所に配置した仮

想カメラによって撮影される画像を生成する．観察者視点の上下左右前後の移動をセンサによっ

て追跡し，視点位置に適した見え方の変化を実時間で生成・提示することで，運動視差の再現を

実現する［1］．同一平面上に配置したカメラマトリクスにより撮影を行うため，物体の側面に回り

込むような視点移動や見回しはできず，座ったまま首を動かす程度の狭い視点移動と視野範囲が

実現されている．運動視は可能だが，動きの記録は実現していない．

　KanadeらのV虹危捌ized　Rea1i亡yシステム［2］は，直径約5mの半球状のVirセua1Domeに約50

台のCCDカメラを設置し，その内部で行われる動きのあるイベントの撮影・記録を行う．撮影し

た多視点映像からM砒i　Base1ine　S辻ereoと呼ばれる多眼ステレオ法を用いて各多視点カメラから

の奥行き情報を求め［7］，それらを3次元空間内で統合することで3次元形状を復元する［8］．この

3次元形状データを用いて，自由な視点位置からの見え方映像を生成し，提示する．後に，Sai竜o

らによって，教室の壁や天井に約50台の多視点カメラを設置したVir危ua1Roomが開発された［3］．

この研究では，Proj㏄七ive　Grid　Spa㏄という射影幾何に基づいた3次元空間表現手法を提案し，

その空間中におけるSh＆pe血om　SiIhouet七e法により3次元形状の復元を行っている．物体の全周

囲からの撮影を行っているため，物体を回り込むような視点移動が可能であるが，Vir七ua1Dome，

Virtua1Roomの大きさにより多視点映像を撮影する空間規模が制限されるため，観察者の移動可

能範囲は，室内程度に限定される．また，周囲を見回すような広い視野範囲の映像生成は行って

いない．3次元形状の推定処理，および，自由視点映像のレンダリング処理速度の問題から，撮影

から提示までを実時間で処理することはできず，運動視も実現されていないが，オフライン処理

による3次元情報の復元，及び，自由視点映像の再生により，動き記録と再生を実現している．

　Moezziらの3次元ビデオシステム［4］は，Vir亡uaIized　Rea1ityシステムと同様に，室内に構築

した撮影スタジオにおいて多数のビデオカメラで動きのあるイベントを撮影し，それらの画像か

らShape血om　Si1houe批e法を用いて3次元形状情報を復元する．この3次元形状データを用いて，

自由な視点位置からの見え方映像を生成し，提示する．また，このシステムの撮影対象を建物の

中庭で行われるイベントに拡張した実験も行っている．その結果，視点移動範囲を建物規模に拡

張してるが，獲得された多視点映像情報が，正確な3次元形状を復元するための精度を満たして

いないため，生成される自由視点画像の品質が大きく劣化している．視野範囲，時間再現性につ

いては，Virtua1ized　R⑧a1ityシステムと同様である．

　M榊sikらのImage－b搬d　Visua1Hu11［5］は，室内に構築した撮影スタジオにおいて多数のビデ

オカメラで動きのあるイベントの撮影を行う．このように，撮影対象が室内に限定されているた

め，視点移動範囲はその制限を受ける．また，周囲を見回すような広い視野範囲の映像生成は行っ

ていない．この研究の特徴は，先に紹介した関連研究とは異なり，明示的な3次元形状の復元を

行わず，観察者に提示する映像を生成するために必要な3次元情報の推定だけを行うことである．

この手法により，画質の劣化の少ない自由視点映像を高速に生成することが可能になり，動きの



　表2．1：関連研究の分類

視点移動範囲　　運動視

Sa亡oh：多眼ステレオ 座位で首を動 可能 記録不可能

を用いた3次元画像提 かす程度

示方式

Kanade：　Vir亡ua1三zed 室内程度 不可能 動きのあるイベントを

Rea1ityシステム 記録再生（非実時間）

Moezzi：3次元ビデオ 建物程度 不可能 動きのあるイベントを

システム 記録再生（非実時間）

Ma危usik：　　Image一 室内程度 可能 動きのあるイベントを

based　Visua1Huu 記録再生（毎秒8フ
レーム）

Sugaw孤a，小林：3次 狭い 可能 遠隔地の動きのあるイ

元仮想空間通信システ ベントを記録・伝送。再

ム 生

あるイベントに対して毎秒8枚程度の速度で処理を行い，運動視を実現している．

　Sugaw肌aらや小林らの3次元仮想空間通信システム［9，25］では，対象物体の3次元形状を2次

元平面と仮定することで，1視点の撮影映像から自由視点映像を高遠に生成することができる．ま

た，3次元物体を表現するデータ量が小さいため，ネットワークを介した伝送が可能であり，これ

らを組み合わせて遠隔地におけるイベントの運動視を再現することが可能である．しかし，対象

物体の見え方として，1視点から撮影した映像しか与えられないため，観察可能な範囲がその方向

近辺に制限されてしまい，視点移動範囲，視野範囲ともに狭い．

　以上，関連研究ををまとめたものを表2．1に示す．このように，従来の研究で実現された自由視

点映像メディアには，各項目について何らかの制限が存在する．特に，大規模空間における自由

視点映像メディアを実現した研究はこれまで例を見ない．一方，我々は，大規模空間で行われる

イベントを，時間・空間を越えて，自由に視点を動かしながら観察することが可能な“自由視点

映像メディア”の実現を目的としている．そのためには，上述した分類項目において，大規模な

空間を自由に視点移動が可能で（広い視点移動範囲），運動視が可能で，遠隔地で行われている動

きのあるイベントを対象とし，撮影から再生までリアルタイムで処理することが要求される．な

お，本研究を含め，汎用2次元モニタを用いた映像提示を行う場合，視野範囲は“狭い”に分類

されるが，自由視点映像の生成処理は画角の大きさに依存しないため，視野範囲の間題は，撮影。

提示デバイスの高画質。高解像度化により解決可能であると考えている．
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図2．1：大規模空間における自由視点映像生成・提示システム

2．2　大規模空間における自由視点映像メディア

　図2．1に大規模空間における自由視点映像生成・提示システムの概念図を示す．我々が目的とす

る自由視点映像メディアの実現のためには，以下に示すような解決すべき課題がある．

大規模空間における多視点映像の撮影

　動きのあるイベントの正確な3次元形状を推定するためには，対象物体の動きによるブレがな

く，かつ完全に同期した多視点映像を撮影する必要がある．また，処理の効率化を考慮すると，コ

ンピュータに入力後に各フレームの撮影時刻が識別可能でなければならない．しかし，これらの

要求を満たす多視点映像の撮影を大規模空間で行った研究は過去に例を見ない．

大規模空間におけるカメラキャリブレーション

　正確な見え方の変化を再現するためには，正確な3次元形状推定を行う必要があり，そのため

には，カメラキャリブレーションを高精度で行う必要がある．3次元空間中の点〃の3次元座標

とその点の映像上での観測点mの2次元座標の正確な組み合わせを多数獲得する手法の開発が，
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図2．2：対象空間の大規模化に伴う観察距離と3次元モデルの空間分解の変化

大規模空間におけるカメラキャリブレーションを行うために必要となる．

粗に配置された多視点カメラによって撮影された映像による3次元形状推定

　正確な3次元形状を推定するためには，対象物体を様々な角度から撮影する必要があるが，大

規模空間では，それらを密に配置することは現実的ではない．カメラを粗に配置した場合，3次元

空間中の同一点であっても，照明条件の変化などにより，多視点映像上で観測されるカラー情報

が大きく異なることが考えられる．この様な観測値の変化にロバストな3次元形状推定手法の開

発する必要がある．
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対象規模の大規模化に伴う処理データの増加

　大規模空間における対象物体の見え方は，図2．2に示すように，近距離で観察した高精細なも

のから遠距離で観察した低解像度のものまで幅広く変化する．従来の研究，例えば，Ka肋deらの

Virtua1ized　R脇1i七yシステムでは，3次元物体（人物）の形状を数万個の三角形ポリゴンで表現して

いる．このシステムのように，対象空間の大きさが直径5㎜程度であれば，対象物体数は高々1，2

個に限られるため，十分に高精細な空間分解能を持つ3次元形状モデルを用意して，観察者の視

点移動に対応することが可能である．しかし，大規模空間には，はるかに多くの物体が存在する

ため，それら全てを高精細3次元形状モデルで記述するためには，膨大な計算コストとデータ量

が必要になる．一方，せっかく高精細3次元形状モデルを生成したとしても，観察距離が遠い場

合には，その情報量のごく一部しか対象物体の見え方生成に利用されない．対象空間の大規模化

に伴う処理データ増加の問題を解決し，大規模空間における自由視点映像生成を実現するために

は，観察者に提示する映像を生成するために必要な3次元情報について検討し，それを適切に表

現する手法が必要である．

運動視差の再現

　運動視を実現するためには，観察者が移動し得る全ての視点位置からの見え方を実時間生成す

るか，あらかじめ用意し，それらを小さいレイテンシーで提示しなくてはなくてはならない．しか

し，実際の空間で行われる動きのあるイベントについて，全ての視点位置からの見え方の映像を

予め撮影しておくことは困難である．まして，我々が対象としている大規模空間においてそのよ

うな撮影を行うことは不可能である．そのため，従来の自由視点映像生成の研究では，コンピュー

タビジョン技術により多視点映像データを融合することで対象実環境の3次元モデルを計算機内

部に構成し，そのモデルに対してコンピュータグラフィックス技術を駆使することで，あらゆる視

点位置からの見え方を再現する手法が用いられてきた．しかし，物体の忠実な3次元データの獲

得や描画には，複雑な計算処理が必要であり，実時間処理を必要とする運動視差の再現上の大き

な課題となっている．

逮隔地の観察者への提示

　TVのように実時間で遠隔地の空間を移設するためには，3次元空間を記述したデータをネット

ワークなどにより伝送する必要がある．しかし，従来の研究で用いられている3次元モデルはデー

タ量が大き過ぎるため，既存の通信インフラによる実時間伝送は現実的ではない．情報圧縮技術

により伝送データ量を削減することは可能だが，その圧縮伸張処理に伴い，新たな計算処理が増

えることになり，実時間性を損なう可能性がある．

本論文では，これらの課題に対する我々の取り組みについて順を追って述べる．
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第3章　大規模聖聞における多視点映像情報の獲得

　コンピュータビジョン技術とコンピュータグラフィックス技術に基づく自由視点映像生成。提示

方式では，より自由な視点位置からの観察が可能であるが，正確な3次元形状推定やテクスチャ

マッピング処理のためには，完全に同期のとれた多視点映像や，正確なカメラキャリブレーショ

ン情報などの入力情報が必要である．しかし，撮影対象とする空間が大きくなればなるほど，こ

れらの入力情報の獲得が困難になるため，ほとんどの研究は数メートル四方の空間内でのイベン

トを対象にしている．我々は，このような撮影対象空間の制限を取り除き，自由視点映像生成・提

示技術を，スポーツ競技場やコンサートホールサイズの大規模空間に拡張することを目的とした

研究を行っている．

　本章では，我々が開発した，大規模空間に適応可能な多視点映像情報獲得手法について述べる．

3．1節では，実際の大規模空間に構築可能な多視点映像撮影システムについて述べ，3．2節では，大

規模空間への拡張が可能なキャリブレーション手法を提案する．最後に3．3節で，実際の大規模空

間において行った撮影実験を紹介し，本システムの有効性を確認する．

3，1　大規模空間に対応可能な多視点映像撮影システム

　コンピュータビジョン技術とコンピュータグラフィックス技術に基づいた自由視点映像生成。提

示方式を実現するためには，以下に示す要求項目を満たす多視点映像撮影システムを構築する必

要がある．

⑧被写体の動きによるブレのない鮮明な映像の獲得

⑧完全に同期した多視点映像の獲得

⑧各フレームの撮影時刻の特定

⑧より高解像度。高速な撮影

⑱高い大規模空間への拡張性

　本節では，これらの要求項目を大規模空間において実現するための取り組みについて述べる．ま

た，動きのあるイベントを対象にした場合の同期撮影の必要性について検証を行う．
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図3．1：大規模空間に対応可能な多視点映像撮影システム

3．1．1　多視点映像撮影システム

　図3．1に，本研究で構築した多視点映像撮影システムの構成を示す．本システムでは，大規模空

間内の壁，天井，床に，プログレッシブスキャン3CCDカメラ（ソニーDXC－9000）を多数設置し

撮影を行う．各カメラには同期信号発生器から共通の外部同期信号を供給している、プログレッ

シブスキャンカメラの使用と外部同期信号の供給により，ディジタイズされた各フレームは、イ

ンタレーススキャンによる動きブレが発生することがなく、かつ、完全に同期した多視点映像と

なっている．LTC（Longitudina1Time　Code）発生器によって生成されたタイムコードをタイムス

タンパ（TS）でWTC（仇rtica1Interva1Time　Code）に変換した後，ビデオ信号の垂直ブランク領

域に書込むことで，フレームの撮影時刻の特定が可能になる．なお，同期信号とタイムコードは、

GPSの電波を受信して取得した標準時によって生成しているため、仮に、同期信号やタイムコー

ドを配信するためのケーブルの敷設が困難な大規模空間であっても、完全に同期した映像信号を

タイムコード付きで取得することができる。

　タイムコードを書き込んだ映像信号は，ピデオ取込み用PCに装着された画像ポードにより，PC

のメモリ上にディジタルカラー画像としてフルサイズ（640×480画素），ビデオレート（毎秒30

フレーム）で取り込まれる．撮影システムの制御は全て，システム制御用PCからEtherネット
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　　　〃

w＝一　　d鳥ん
（3．1）

　同期撮影のタイミングのずれは，正負両方に発生するため，この移動量！Vを2倍した値2Wが，

1画素よりも大きくなる場合，多視点画像間の幾何学的整合性が崩れる．我々が撮影対象としてい

るサッカーの試合を例にとると，焦点距離∫＝48（mm），1画素の大きさ具二9．9x1O－6（m）の

カメラで，カメラからの距離∂＝50（m）の位置で遠度γユ6．o（㎜／舵c）で移動する被写体をビデ

オレート（毎秒30フレーム）で撮影する場合，式（3．1）から，フレーム間での被写体の移動量は，

2W＝38．4画素となる．このことから，サッカーの試合を撮影した多視点画像間で幾何学的整合性

を維持するためには，40倍以上のフレームレートでの撮影か，同期撮影を行う必要性があること

がわかる．
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3，2　大規模空聞における多視点カメラのキャリブレーション

3．2．1　多視点カメラのキャリブレーシ螢ン

　3次元空間の座標系とカメラで撮影した画像の座標系の関係を求めることをカメラキャリブレー

ションという．カメラキャリブレーションの処理手順を述べる．まず，式（3．2）に示すような，3

次元空間中の点（X，XZ）とその画像上での観測位置（刎，〃）の関係を表す3行4列の射影変換行列

1）を求める．具体的には，3次元座標値（Xれ，篶，Z仰）が既知のW点のランドマークとその観測点

の2次元座標値（吻，〃れ）の組み合せを多数用意し，最小自乗法を用いて式（3．3）を満たす射影変換

行列Pを求める（れ＝O＿1VI＿1）．最低4点の同一平面上に存在しないランドマークの情報が与

えれれば，射影変換行列Pを求めることができるが，対象3次元空間の全体にわたって正確な3

次元形状を推定するためには，ランドマークを対象空間全体に万遍なく多数配置することが望ま

しい．

（3．2）

λ［∵汁・llギ㌻ll
（3．3）

　さらに，射影変換行列Pを分解し，3次元空間中におけるカメラの位置。姿勢を表す外部変数

と，カメラ固有の射影特性を表す内部変数を求める処理があるが，本研究では，多視点カメラの

位置や姿勢などの厳密な外部変数を求める必要がないため，射影変換行列Pの算出までをカメラ

キャリブレーションとし，撮影に用いた全ての多視点カメラ0㎜について射影変換行列みを求め

る処理を多視点カメラのキャリブレーションとする．

3．2．2　カメラキャリブレーションのためのデータ獲得手法

　正確なカメラキャリブレーションを行うためには，3次元空間中の点の3次元座標値（X，XZ）

とその点の画像上での観測位置（也，〃）の組合せが多数必要である［10トしかし，大規模空間を撮影

対象とする場合，正確な3次元座標値が既知であるランドマークを空間全体に配置するのは非常

に困難である．一方，3次元座標値の測定誤差は，キャリブレーションの精度に大きな影響を与え

ると考えられる．そこで我々は，土木建築分野で用いられている高精度3次元測量器と移動可能
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L7

キャリブレーションボード

M＝4

図3．3：カメラキャリブレーションボード

なキャリブレーションボードを併用して，ランドマークの3次元座標値を簡単に精度良く測定す

ることにより，この問題を解決した．

　図3．3に示すように，キャリブレーションボード上にプリントした格子パターンの格子点をラ

ンドマークとし，それらすべてについて3次元座標値（X，KZ）と画像上での観測位置（仙，ω）を獲

得する．入力画像上での観測位置（仙，〃）は，入力画像にエッジ検出処理を施した結果から格子の

直線を抽出し，それらの直線の交点として推定する．3次元座標値（X，XZ）を測定する時，剛性

の高いキャリブレーションボードを使用することで，たわみやねじれによるキャリブレーション

ボードの歪みを無視することができ，最低3点の基準点の測定値からすべてのランドマークの3

次元座標値を求めることが可能になる．図3．3に示すように，格子パターンの4角のうち3ヶ所

に基準点を設置し，それらの3次元座標値工1，工2，工3を3次元測量器を用いて測定する．工1～

工2間に〃個，工1～工3間に1V個の格子パターンがプリントされている場合，ランドマークの3

次元座標五（ωは，式（3．4）に示すように，角の3次元測量値の内挿値として求めることができる

（づ＝1＿〃＿1，ゴ＝1＿W＿1）．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　づ　　　　　　ゴ
　　　　　　　　　エ（ω一工1・（工・一ム・）・π・（L・一工・）・亙　　　　（3・4）

　このキャリブレーションボードの向きおよび位置（水平，垂直方向）は，調整用機材の配置によ

り自由に変化させることが可能であるため，図3．4に示すように，本手法はキャリブレーション

ボードを3次元空間全体に移動させながら，その3次元座標を高精度で測定するため，仮想的に

巨大なキャリブレーションボードを用いたのと同等の測定が可能であり，大規模空間への拡張性

が高い．
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図3．4：カメラキャリブレーションボードの移動による巨大キャリブレーションボックスの実現

3．2．3　3次元測量データの精度の検証

　入力多視点画像から正確な3次元形状を推定したり，推定した3次元形状に多視点映像をテク

スチャとしてマッピングしたりするためには，3次元空間と多視点画像との射影関係を正確に求め

る必要がある．本節では，自由視点映像の生成・提示を行うために必要なカメラキャリブレーショ

ンの精度を検証する．

　多視点画像中の1画素に射影された3次元空間の広がりを入力多視点画像の空間分解能と呼ぶ．

多視点カメラから距離dだけ離れた地点における空間分解能五は，式（3．5）により求められる．こ

のとき，多視点カメラの焦点距離を∫，1画素の大きさを鳥とする．この空間分解能よりも細か

い3次元形状の推定は理論的に不可能であり，この値が3次元形状推定精度の上限となる．つま

り，カメラキャリブレーションは，多視点映像の空間分解能を表現可能な精度で行われればよい

と考えられる．

　　∫
R＝一具
　　d

（3．5）

　標本化定理により，原信号に含まれる周波数成分をすべて正確にサンプリングするためには，原

周波数の2倍以上のサンプリング周波数が必要となる［26］．多視点映像によって表現可能な3次元
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図3．5：多視点画像の空間分解能と3次元測量の精度の関係

形状情報の最も細かな値は，空間分解能児の逆数であるので，月／2以下の間隔で3次元空間を標

本化，つまり3次元測量することにより，多視点画像が表現する空間分解能を損なわない3次元

座標値の獲得が可能になると考えられる．

　我々が撮影対象としているサッカーの試合を例にとると，焦点距離∫＝48（m肌），1画素の大き

さP、＝9．9x10－6（m）のカメラで，カメラからの距離d＝50（m）の被写体を撮影する場合，式

（3．5）から，空間分解能月は，1．1x1O－2（m）となる．一方，本研究で使用している高精度3次元

測量器（トータルステーション：ソキアNET2）の計測誤差は，1．omm程度であり1，E／2と比べて

も十分に小さく，高い精度で3次元測量を行っていることがわかる．

1計測精度：1皿m＋2ppm　x　D（Dは測定距離）
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図3．6：撮影実験を行った大規模空間（大分県別府市ビーコンプラザ）

3．3　大規模空間における撮影実験

　本節では，実際の大規模空間において行った撮影実験を紹介し，本研究で開発したシステムの

大規模空間への拡張性を示す．

3．3．1　多視点映像撮影システムの構築

　図3．6に示すような多目的ホール2（縦50m，横70m，高さ25m）に3．1節で紹介した多視点映像

撮影システムを構築し，撮影実験を行った．ホールの壁面に3次元空間を取り囲むように等間隔

で8台のCCDカメラと，3次元空間中央の真上25mの天井に1台のCCDカメラを配置した．す

べてのカメラは，3次元空間の中央の約5m立方の空間を撮影するように，ラフに輻鞍角・画角の

調整がなされている．撮影機材の台数に限りがあるため，本実験では，撮影対象範囲が大規模空

間の中央約5m立方に限られているが，撮影対象空間の拡大は，多視点映像撮影用カメラ・PCの

台数を増やすことで容易に実現可能である．

　このカメラ配置で撮影した映像の一部を図3．7，図3．8に示す．被写体には，特に制限を与えず

2大分県別府市ピーコンプラザ
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図3．7：撮影した多視点画像例：選手2名によるシーン

に動きまわってもらったが，動きぶれのない鮮明な映像が獲得できている．また，ビデオ信号の

垂直同期領域に記録されたタイムコードから，各フレームの撮影時刻の特定が容易に可能である．

このように，自由視点映像生成・提示技術を大規模空間に拡張するために必要な多視点映像の獲

得が，本研究で開発したシステムにより可能となる．

3．3．2　カメラキャリブレーションの精度の検証

　3．2節で述べた手法を用いて多視点カメラのキャリブレーションを行い，その精度を確認する実

験を行った．図3．9に本研究で使用した機材を示す．

　各多視点カメラ0刎について，N点のランドマークの3次元座標（X。，篶，Z刎）とその観測2

次元座標（吻，ω冗）の組み合せを入力として与え，射影変換行列みを最小自乗法により求める

（仰＝0＿W＿1）3．図3．10に，本実験でのキャリブレーションボードの配置を示す．なお，本実

験では，射影変換行列の算出までをカメラキャリブレーションとする．

　次に，射影変換行列の精度の検証を行う．多視点カメラ0mの射影変換行列みと，ランドマー

3本実験では，ランドマーク数Nは，最大448点とした．
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図3．8：撮影した多視点画像例：シュートシーン

クの観測点（刎m．伽）から，三角測量の要領でランドマークの3次元位置（X1，γ1，Z’）を推定する．

具体的には，〃台の多視点カメラについて，式（3．6）を満たす（X1，γ1，Z’）を最小自乗法により求

める．

r引一仙引一片［1ドー［刊一一11
（3．6）

　この推定結果と3次元測量器で測定したランドマークの3次元位置（X，γZ）の距離をカメラ

キャリブレーションの評価値とする．正確なカメラキャリブレーションが行われている場合，こ

の評価値が小さくなると考えられる．表3．1に，全多視点カメラを用いて計算した評価値の平均

値，（X’，γ’，Z’）推定時の誤差，多視点カメラ上でランドマークが観測されている領域の空間分解

能を示す．評価値の平均値，および，3次元位置（X1，γ1，Z1）推定時の誤差を2倍した値が，ラン
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図3．9：カメラキャリブレーションに使用した機材

　　表3．1：キャリブレーション精度の検証

評価値（平均値）

1．05（cm）

推定時の誤差

O．53（cm）

空間分解能（最大値）

1．08（cm）

ドマークが観測される領域の空間分解能と同程度になっていることから，十分な精度のキャリブ

レーションが行われていることがわかる．
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第4章　大規模蜜聞に適した3次元形状データ生成
　　　　　　　手法

　対象空間を大規模化することにより，観察者視点の移動可能範囲もまた広大になる．その結果，

自由視点映像上での対象物体の見え方は，近距離で観察した高精細なものから遠距離で観察した

低解像度のものまで幅広く変化する．従来の研究のように，対象空間の大きさが直径5m程度であ

れば，対象物体数は高々1，2個に限られるため，十分に高精細な空間分解能を持つ3次元形状モデ

ルを用意して，観察者の視点移動に対応することが可能である．しかし，大規模空間には，はる

かに多くの物体が存在するため，それら全てを高精細3次元形状モデルで記述するためには，膨

大な計算コストとデータ量が必要になる．一方，せっかく高精細3次元形状モデルを生成したと

しても，観察距離が遠い場合には，その情報量のごく一部しか対象物体の見え方生成に利用され

ない．本章では，観察者視点，多視点カメラ，対象物体の相対的位置関係から，自由視点映像を生

成するために必要な3次元形状データを効率的に生成し，無駄な計算コストやデータ量を削減す

ることで，対象空間の大規模化に伴う処理データ増加の間題を解決する手法を提案する．

　4．1節では，複数の平面上の形状（断面）で3次元形状を近似表現する手法について述べる．4．2

節では，観察者視点，多視点カメラ，対象物体の相対的位置関係から平面を適応的に配置し，3次

元形状データを効率的に生成する手法を提案する．4．3節では，適応的に配置した平面上に入カ多

視点映像を2次元射影変換した結果から断面を推定する手法について述べる．最後に，多視点映

像撮影システムによって撮影したデータを用いて，観察者視点が広い範囲を移動するときの3次

元形状推定実験を行い，提案手法の有効性を確認する．

4．1　3次元形状表現手法

4．1．1　Shape血om　Shi1houe枇e法によるVisua1Hu11の推定

　自由な視点位置からの見え方映像を生成するためには，対象物体を様々な角度から撮影する必

要がある．このとき，大規模空間全体に密にカメラを設置することは，膨大な数のカメラが必要

になり現実的ではない．一方，粗に配置した多視点カメラによって撮影された映像では，3次元空

間中の同一点を観測したときでも，図4．1に示すように，照明条件の変化などにより観測カラー

情報が大きく異なりやすく，ステレオマッチングなど，カラー情報を用いた3次元形状推定手法

が安定に行えない場合がある．そこで，本研究では，物体の輪郭情報から3次元形状を推定する

Shape血om　Si1houe枇e法を用いることにより，観測カラー情報の変化にロバストな形状推定を行

う．この手法により推定された3次元形状は，Visua1Huuと呼ばれ，対象3次元物体が存在する
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図4．1：3次元物体の同一点の観測カラー値のばらつき

3次元領域を包含する凸多面体となるヒとが知られている［11］．

4．1．2　観察者視点に依存した3次元形状表現

　多視点画像を融合してVisuaユHu11を推定する手法として，離散的3次元格子のボクセルモデル表

現を利用する手法がある．離散的2次元格子情報である画像の次元を拡張して3次元形状を表現す

るため，概念的に理解しやすく，実装が容易なことから，多くの研究で用いられている［12，13，14］．

最終的にポリゴンデータで3次元形状を表現する研究でも，多視点画像の融合時には，ボクセル

モデルを使用する場合がほとんどである．しかし，3次元空間を離散的に表現した影響が，自由視

点映像生成時の量子化誤差やエイリアシングとして現れ，生成画質を劣化させるという問題があ

る．また，・観察者からは見えない領域の3次元形状の推定も行うため，観察者視点からの見え方

映像を生成するという目的に対しては，3次元形状推定処理に無駄が存在する．

　つまり，3次元形状推定処理の目的が，自由視点映像を生成するためであるのなら，そのような

不可視領域の3次元形状は必ずしも必要ではない．MITのMatusikらは，3次元空間中にボクセ

ルモデルのような明示的なモデルを復元せず，観察者視点画像の画素毎にその3次元形状（奥行き）

情報を多視点画像上の対象物体の輪郭情報から直接求めるImage－based　Visua1Huuという手法を

提案している［5］．この手法は，観察者視点映像に依存した3次元形状を生成画像の画素毎に推定

するため，自由視点映像生成時の量子化誤差やエイリアシングの影響を受けない．さらに，観察

者から見えている領域の処理だけを行うため，無駄な処理を省略できるという特長がある．しか
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図4．2：断面群による3次元形状表現手法

し，奥行き情報の刻み幅は，多視点画像の空間分解能によって設定されるため，対象物体と観察

者の間の距離が大きい場合には，その刻み幅が小さくなり過ぎ，3次元形状の推定処理に冗長性

が存在する．本節では，奥行き情報も含め，観察者視点映像を生成するために必要な3次元形状

データを効率的に生成する手法について述べる．

4．1．3　断面群による3次元形状表現

　本研究では，図4．2に示すように，3次元形状を複数の断面形状の集合として定義する［15］．こ

の手法では，断面を形成する平面間の線形補間によって3次元形状の解像度を向上させることが

可能であるため，ボクセルモデルを中間媒体にする手法に比べ，高解像度の場合でも処理の高速

化が可能であるという優位性がある［19］．また，一般的なボクセルモデルは，複数枚の平面を平

行に等間隔で積み重ねたものと等価であると考えることができるが，それらの平面が持つ見え方

の情報には冗長性が存在するため，必ずしも効率的な表現であるとは言えない．一方，本手法は，

平面の配置を適応的に変化させることで冗長性の削減が可能である．
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図4．3：観察者視点映像に依存した自由視点映像生成方式．観察者視点情報を多視点映像の融合処

理にフィードバックすることにより，処理の効率化を行う

4．2　平面の適応的配置手法

　観察者に提示する映像を考慮せずに多視点映像を融合する場合，あらゆる視点からの見え方を

再現することが可能な3次元モデルを生成せざるを得ず，膨大な計算コストやデータ量が必要とな

る．本節では，図4．3に示すように，映像を提示する観察者視点，多視点カメラ，対象物体の相対

的位置関係を考慮して平面を適応的に配置し，それらを用いて3次元形状推定を行うことで，自

由視点映像の生成に必要な3次元モデルを効率よく生成する手法を提案する．

4．2．1　平面の向き

　観察者視点画像上の点m、で観測される3次元空間中の点巧は，観察者視点篶と点吻とを結

ぶ半直線上に存在する．一方，点巧の3次元座標が既知であれば，カメラキャリブレーションに

よって求めた射影変換行列を用いてその点の観測位置を計算することで，点巧の見え方（カラー

情報）を求めることができる．点巧は，観察者視点画像上の点吻で観測されることがわかって

いるので，あとは，観察者視点篶から点巧までの奥行き情報が与えられれば，その3次元座標
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観察者視点画像

図4．4：平面の向きと空間分解能の設定

が求められ，多視点画像から点m”の見え方を取得することが可能である．観察者視点からの奥

行き情報を表現するためには，平面は，図4．4に示すように，観察者視点画像面に対して平行に配

置するのが適切である［161．

4．2．2　平面の空間分解能

　平面の空間分解能とは，3次元形状を表現する平面を格子状に分割した各格子の大きさである．

図4．4に示すように，格子数と観察者視点画像の画素数が同じになるように分割を行うことで，観

察者視点画像を生成するために必要な平面の空間分解能を求めることができる．つまり，奥行きd

に設定された平面の格子の大きさ0、は，式（4．1）のように表現される．このとき，∫”は観察者視

点画像の焦点距離，んは1画素の大きさを表す．

　　　d
08＝一×P帥
　　ん

（4．1）
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多視点画像1n

撮影位置Mv

図4．5：平面間隔による観察者視点画像上での観測形状の歪み

4．2．3　平面の間隔

　平面の間隔を設定することは，観察者視点からの奥行きの量子化を意味する．この量子化幅が

小さいほど，正確な奥行きの表現が可能になるが，必要以上に小さな平面間隔は，無駄な計算コ

スト・データ量の原因となる．一方，この量子化された奥行きと，実際に対象物体が存在してい

る奥行きとが異なる場合には，多視点画像から観察者画像への射影関係に誤差が発生する．本節

では，生成する自由視点映像の画質に影響を及ぼさない範囲にこの誤差を抑える平面間隔（量子

化幅）の推定手法について説明する．簡単化のため，垂直成分を除去したXZ空間において説明

を行うが，3次元空間への拡張は同様の処理で行うことが可能である．

観察者視点画像上での観測形状の歪み

　観察者視点画像1”上の点m、で観測される対象物体上の点巧の3次元形状復元処理を考える．

図4．5に示すように，この乃が実際に存在する奥行きdに平面が配置されている場合，点巧の3

次元形状は多視点画像ム上の点m伽での形状情報から正確に復元することができる．しかし，量

子化により△d”だけ異なる奥行きで巧が表現される場合，多視点画像1n上の点mmでの形状情
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図4．6：観察者から対象物体までの距離と観測形状の歪みの関係

報により復元される3次元形状は点巧の位置になってしまう．この誤差を含む復元結果の点巧1

は，観察者視点画像1”上の点肌らに射影され歪んだ形状が観測される．この観測形状の歪み挑〃

は，式（4．2）によって表される．このとき，観察者視点画像の焦点距離を九，1画素の大きさをん

とし，観測点m、は画像中心から数えてん番目の画素であるとする．また，多視点画像∫ηの撮影

位置は，観察者視点位置からT（加，加）だけ離れているものとする．

　　　　△ム九　　一1　d　　　　　　　1
励8〃＝　　　　（　　（一鳥”ん一オ”）十一具泌）
　　　　∂一△ムd一ち＾　　　　　　　ん

（4．2）

　O．5，1．O，1．5，2．O，2．5（cm）の5通りの△∂”を設定し，観察者を移動させた場合の，観測形状

の歪み伽〃の変化を図4．6に示す．このとき，観察者視点はZ軸上を5mから150mの範囲で移

動し，多視点画像は（O，25m）において撮影されている．また，観察者画像と多視点画像の焦点距

離，1画素の大きさは等しいものとする．

　式（4．2），図4．6より，観測形状の歪み伽〃は，観察者視点から多視点画像撮影位置までの距

離が小さいか，観察者視点から対象物体までの距離dが大きくなるか，量子化誤差△ムがOに近
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図4．7：平面間隔による多視点画像上での見え方の誤差

いと小さくなることがわかる．このうち，観察者視点から多視点画像撮影位置までの距離に関し

ては，観察者視点画像面と平行なX方向成分ちが大きくなると大きくなり，観察者視点画像面と

垂直なZ方向成分古、が大きくなると小さくなるという特徴がある．この歪み挑〃が，観察者視

点画像の1画素の大きさん未満になるように量子化誤差△ムを設定することで，量子化による

影響のない3次元形状復元処理を行うことが可能になる．

多視点画像上での見え方の誤差

　観察者視点画像1”上の点m”で観測される対象物体上の点巧の見え方推定処理を考える。図

4．7に示すように，対象物体上の点巧の正確な奥行きdが与えられた場合，観察者視点画像1ω上

の点肌”では，多視点画像1れ上の点m㎜のカラー値が観測される．しかし，巧が量子化により

△dmだけ異なる奥行きで表現される場合，観察者視点画像1。上の点m、では，多視点画像1肌上

の点肌㌫のカラー値が観測されてしまい，見え方に誤差が発生する．この見え方の誤差伽〃は，

式（4．3）によって表される．このとき，観察者視点画像の焦点距離を∫”，1画素の大きさを～，多

視点画像の焦点距離を∫m，1画素の大きさを片mとし，観測点m、は画像中心から数えてた番目
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図4．8：観察者から対象物体までの距離と見え方の誤差の関係

の画素であるとする．また，多視点画像1れは，観察者視点位置からT（加，加）平行移動し，θ回転

した位置において撮影されているものとする．

　　　　　∫伽
曲8亡〃＝　　　　　　（亡、（αSinθ十△dmCOSθ）一㌔（αCOSθ一△dmSinθ））

　　　　P舳x3
（4．3）

　ただし，3＝（Xsinθ十dcosθ十亡。）（（X一α）sinθ十（d一△d㎜）cosθ十亡・）・X＝芳p舳ん・

α＝肯片泌とする．

　O．5，1．O，1．5，2．O，2．5（cm）の5通りの△d伽を設定し，多視点画像撮影位置を移動させた場合

の，見え方の誤差伽亡〃の変化を図4．8に示す．このとき，観察者視点はZ軸上を5mから150m

の範囲で移動し，多視点画像は（O，25m）において撮影されている．また，観察者画像と多視点画

像の焦点距離，1画素の大きさは等しいものとする．

　式（4．3），図4．8より，見え方の誤差挑右〃は，観察者視点から多視点画像撮影位置までの距離

が小さいか，量子化誤差△dmがOに近いと小さくなることがわかる．また，観察者視点から多視

点画像撮影位置までの距離に関しては，図4．7に示すように，両方の画像で対象物体が観測される
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ように回転角θが設定されている場合，観察者視点画像面と平行なx方向成分古ωが大きくなると

大きくなり，観察者視点画像面と垂直なz方向成分ちが十分に大きくなると，一定値に収束する

という特徴がある．この見え方の誤差伽〃が，多視点画像の1画素の大きさ鳥㎜未満になるよ

うに量子化誤差△dmを設定することで，量子化による影響のない自由視点画像のレンダリング処

理が可能になる．

　対象物体の全岡を取り囲むように多視点カメラを配置した場合，いくつかのカメラ面が3次元

形状を表現する平面に対して垂直になるため，そのようなカメラで撮影された多視点映像につい

ては，本節で述べた評価値d熾〃，挑〃が増加し，非常に細かい平面間隔が推定されることが

ある．しかし，観察者視点映像生成時には，そのような多視点映像からのテクスチャマッピング

はほとんど行われないため，これらの評価値は無視することができる．

　以上のように，伽老〃，ぬ彦γに対して平面間隔△dm，△ムが求められる．△みく△ムのと

きに，間隔△d㎜で平面を配置した場合，この平面間隔は観察者視点画像を生成するためには必要

以上に細かすぎ，冗長な処理の原因となる．このことから，より大きい平面間隔を選択すること

でこのような冗長性を除去し，自由視点映像の生成に必要な3次元モデルを効率よく表現するこ

とが可能になる．

4．3　3次元形状の推定手法

　3次元物体の形状を断面形状の集合として推定する手法について図4．9を用いて説明する．このと

き，カメラ位置0ωにおいて撮影された入力画像上の点ム（α，〃）と，平面上の点8d（づ，ゴ）の間には，

式（4．4）に示すような射影変換行列玲による関係が成り立っているのもとする（仰＝1＿W，伽二

1＿〃）［171．

∫椛（似，〃）＝玲8d（づ，プ） （4．4）

　まず，射影変換行列ムを用いて，平面3dの点（づ，プ）が，仰番目の多視点画像1物で観測される

位置（似，〃）を求める．この写像が背景領域に含まれている，つまりこの位置（刎，〃）では物体が観測

されていない場合，平面上の点3d（づ言ゴ）には物体が存在しないと判断され断面領域から削除する．

一方，写像が前景領域に含まれている場合には，平面上の点3d（壱，ゴ）と画像上の観測位置（刎，〃）を

結ぶ直線上に物体が存在し，それがこの平面上である可能性があるため，断面領域の削除は行わ

ない．平面8dに対する同様の処理を，多視点画像ムを順番に切り換えて行い，物体が存在しない

と判断された領域を削除することで，3次元物体を平面3dでスライスした断面を推定する．同様

の処理を平面の位置，向きを様々に変化させながらくり返すことで，断面形状の集合として3次

元形状を推定する．
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多視点画像1：11

平面1：Sブ

多視点画像2：乃
乃からの写像

平　1：Sブ

．、；◆

11からの写像

図4．9：3次元形状推定手法．多視点画像11，巧上の輪郭情報から平面1上の形状を推定する場合

4．4　適応的3次元形状の推定実験

　本節では，まず，CGモデラを用いて作成した合成多視点画像を用いて，観察者視点，多視点カ

メラ，対象物体の位置関係から，適切な3次元形状のデータ量を推定するシミュレーション実験を

行う．次に，実際の大規模空間で撮影した実写画像について，観察者視点映像に依存した3次元

形状データを生成する実験を行う．なお，多視点カメラのキャリブレーションは既に行われてい

るものとする．

4．4．1　合成画像を用いた適応的3次元形状の推定

　図4．1OにCGモデラを用いて作成した多視点画像を示す．多視点カメラの光軸間の角度は，実

際の大規模空間における撮影時と同等になるように45度間隔とし，周囲に8台，対象物体の真上

に1台の合計9台の多視点カメラを配置した．対象物体と多視点カメラの相対的位置関係を図4．11

に示す．多視点カメラから対象物体までの距離は25mに設定した．多視点映像上の1画素の空間

分解能は，最も細かい領域で約O．7cmである．

　これらの多視点映像を用いて，観察者視点移動時に提示映像生成に必要とされる3次元形状モ

デルのデータ量の変化を調べた．観察距離を5mから150mまで変化させ，観察者視点画面上での
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図4．10：CGモデラで作成した多視点画像

観測形状の歪みと，多視点画像上での見え方の誤差が，1画素以内になるように平面間隔を設定し

たときの3次元モデルの平面間隔とデータ量の変化を図4．12に示す．

　データ量は，対象空間を量子化するために必要な情報量であり，断面枚数と各断面に含まれる

格子数の積によって求められる．この結果から，遠距離から観察を行う場合は，生成画質を維持

しつつ，大幅なデータ量の削減が可能になることがわかる．

　観察距離が25mのとき，観察者視点と多視点カメラが最も近づくため，4．2節で述べたように，

その付近では，観察者視点画面上での観測形状の歪みと多視点画像上での見え方の誤差が小さく

なる．平面間隔が急激に増加し，データ量が急激に減少しているのはそのためである．観察者視

点と多視点カメラの位置が完全に一致した場合，3次元形状は1枚の平面で表現することが可能に

なるため，平面間隔は無限大となる．

4．4．2　大規模空間における実写映像を用いた適応的3次元形状の推定

　図3．6に示す大規模空間（大分県ビーコンプラザ）において，空間をとり囲むように壁に8台，天

井に1台，計9台の多視点カメラを設置して撮影実験を行った．撮影した多視点映像の一例を図
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図4．11：観察者視点，多視点カメラ，対象物体の位置関係

4．13に示す．対象物体と多視点カメラの相対的位置関係は，図4．11に示したものと同様である，

先述の合成画像を用いたシュミレーション実験と等しい．多視点カメラから対象物体までの距離

は約25m，多視点映像上の1画素の空間分解能は，最も細かい領域で約O．7cmである．多視点カ

メラ，観察者視点，対象物体の相対的位置関係は，先述した合成画像を用いたシミュレーション実

験と等しいため，観察者視点移動時に提示映像生成に必要とされる3次元形状モデルのデータ量

は図4．12と同様に変化する．

　図4．i4に，観察者視点を，5m，25m，50m，150mと移動させた場合に推定される3次元形状

データを示す．この結果は，対象物体から5m離れた位置においてレンダリングしたものである．

観察距離が大きくなるに従い，平面間隔（奥行き分解能）と平面の空間分解能が増大した粗いデー

タが生成され，3次元形状を表現するデータ量が減少していることがわかる．

　25m，50m，150mの観察距離を想定して生成した3次元モデルを用いて生成した自由視点画像を

図4．15に示す．図の上段は，25m離れた観察者に提示することを前提として生成した3次元モデ

ルを用いてレンダリングした画像であり，中段は50m、下段は150mの観察距離を前提としたも

のである．また，左から順に150m，50m，25m離れた視点においてレンダリングした自由視点画

像になっている．生成画像の空間分解能は，各々，4．3cm，1．3cm，O．2cmである．各観察距離に
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図4．12：観察距離と平面間隔，データ量の関係

対して適切な3次元モデルが生成され，ひずみのない良好な画像が生成されていることがわかる．

38



~
 

Wall-camera-5 

~
,
 

c
 

tr '1S. ,
*
 

;r'~ 

~l 4.13: ~~~~~f'-*~~~'~f.~~~~:i~llJ 

39 



　’　　■

．鰯
　　I　■

図4．14：推定される3次元形状：（a）観察距離が5mの場合，（b）観察距離が25mの場合，（c）観察

距離が50mの場合，（d）観察距離が150mの場合
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第5章 畠歯視点映像の生成手法

　大規模空間では，密にカメラを配置することは現実的ではない．そのため，3次元空間申の同一

点を観測した場合でも，照明条件の変化などにより多視点画像上での観測カラー値の閻に大きな

差が生じる．また，Visuamuu近似した3次元形状に基づいたテクスチャマッピングを行う場合，

その近似誤差により生成映像の画質が劣化することが考えられる．さらに，Shape血om　Si1houe批e

法による3次元形状推定処理は，多視点映像における領域分割処理の結果の影響を強く受けるが，

大規模空間では，ブルーバックのように撮影環境を制限することは困難であり，不適切な領域分

割結果に対してロバストな自由視点映像の生成手法が必要とされる．本節では，断面形状の集合

で表現された3次元形状を用いて自由視点映像をレンダリングする手法と，上述の問題に対する

解決法について，自由視点映像の生成結果を交え紹介する．また，本研究で提案する3次元形状

表現手法のもう一つの特長である，高速処理への取り組みについて述べる．

　5．1節では，4．3節で述べた手法により推定した3次元形状情報を用いた自由視点映像の生成手

法について説明する．5．2節では，自由視点映像のレンダリング手法の画質改善のための取り組み

について述べる，5．3節では，観察者の視点移動から映像提示までを実時間で処理することを目的

とした，処理の高速化の取り組みついて述べ，実際に1台のPC上で実時間生成提示システムを

構築し提案手法の有効性を確認する．

5．1　自由視点映像のレンダリング

5．1．1　提案自曲視点映像生成手法の特長

　CV技術を用いて多視点映像を統合し，CG技術を用いて自由視点映像を生成する手法は，対象物

体の3次元形状を復元する手法と復元しない手法とに大きく分けることができる．View　Morphing

に代表される3次元形状を復元しない手法は，多視点映像の内挿処理によって自由視点映像を生

成するため，入力多視点映像と同じレベルの空間解像度の観察者映像を生成することが容易であ

るが，観察者の視点移動の自由度が制限され，本研究のように観察者が大規模空間内を自由に動

きまわるシステムヘの適性は低いμ8］．一方，完全な3次元形状を復元する手法は，視点移動の自

由度は高いが，観察者視点から見えない部分の形状の復元や，入力多視点映像の空間解像度に対

して，過度に細かいまたは粗い3次元形状を推定するといった閥題がある．本手法は，仮想的に

ではあるが，3次元空間中に配置した平面を介して物体の形状を推定することで，高い観察者視点

移動の自由度を実現する．また，第4章で述べた手法により，その平面の解像度や間隔を適応的
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図5．1：自由視点映像の生成手法

に設定することで，入力多視点映像と同レベルの空間解像度の観察者視点画像を生成することが

可能である．

　これまでにも自由視点映像の実時間生成・提示を目的とした研究が行われているが，それらの

研究では，3次元形状復元処理の高速化に主眼がおかれ，上述した空間解像度の不一致の問題は解

決されていない［19，20］．Image－b棚d　VisuaユHul1sでは，観察者視点映像に依存した3次元形状

を復元することで対象物体形状の量子化誤差やレンダリング時のエイリアシング問題が改善され

ているが，奥行き情報の解像度は，多視点映像の空間解像度に依存しているため，観察者視点映

像に対して最適に設定されない場合がある［5］．本手法は，奥行き情報の解像度を含め，観察者視

点映像に依存した3次元形状を推定することで，適切な計算コストによる観察者視点画像生成処

理の高速化が可能である．

5．1．2　提案3次元形状表現手法を用いた自由視点映像のレンダリング

　断面形状の集合として推定した3次元形状から，自由視点映像を生成する手法について述べる．

図5．1に，3次元シーン中の点〃（X，KZ）　と，各入力画像1ω，観察者視点映像ムにおける観

測点との幾何的関係を示す．3次元形状情報が既知であれば，カメラキャリブレーション結果を用

いて，注目点がどの入力画像上のどこで観測されるかを求めることが可能である．また，与えら
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れた観察者視点映像撮影用カメラの3次元位置・姿勢から，3次元シーン中の点〃（X，KZ）と観

察者視点画像ムにおける観測点の射影変換島を求めることができる．射影変換島を用いて注目

点の観察者視点画像上での観測位置と注目点〃の各入力画像上における観測位置を求め，そのカ

ラー情報を見え方候補として獲得する．

　複数の見え方候補が存在する場合，まず，撮影された位置が観察者視点から近い順番に見え方

候補をソートする．そして，近い方から順に，注目点〃が他の3次元物体による隠れの影響を受

けずに撮影されているかを調べ，隠れが発生している場合，見え方候補から除外する．次に，注

目点〃が存在する物体表面の法線ベクトルを計算し，見え方候補を撮影する画像面とのなす角度

を求める．撮影位置が観察者視点から近い0個1の見え方候補のうち，この角度が最も小さい見え

方候補を観察者視点画像上の観測位置にマッピングする．

　図5．2に，見え方侯補の選択方法による，自由視点映像生成結果の違いを示す．（a）は撮影位置が

観察者視点から近い3枚の多視点画像上における観測カラー値の平均値を見え方とした場合，（b）

は撮影位置が観察者視点から最も近い画像上における観測カラー値を見え方とした場合，（C）は撮

影位置が観察者視点から近い3枚の多視点画像上における観測カラー値から，距離が小さくかつ

隠れ発生していない見え方を選択した場合，（d）は，カメラ間の距離ではなく，物体表面の法線ベ

クトルと多視点映像の光軸間の角度が最小となる見え方を選択した場合である．

　（a）では，3次元形状の推定誤差などの影響により，不正確な対応点間でカラー値の平均を求め

ているため，全体的にぼやけた画像が生成されている．（b）では，撮影位置が最も近いカメラでは

撮影されていない領域の見え方を再現することができていない．（c）では，（b）で発生する隠れの

問題は解決されているが，多視点画像の解像度が観察者視点画像の解像度よりも低い場合には，不

連続なテクスチャが観測される．（d）では，より解像度の高いテクスチャを選択することが可能で

あるため，物体表面に不連続が発生しない観察者視点画像が生成されている．

　撮影された位置が観察者視点から近い見え方候補を優先することで，ハイライトのような急激

な明るさの変化の再現が可能であり，隠れの影響を考慮することで，自然なテクスチャマッピン

グを実現する．また，物体表面をできるだけ正面から撮影したテクスチャを利用することにより，

より高解像度な見え方の再現が可能になる［21，221．

　大規模空間において撮影した多視点映像から推定した3次元形状データに，本手法を適用して

自由視点映像を生成した．図5．3に，仮想カメラが図左下に示すように3次元空間内を移動した時

に生成される自由視点映像の例を示す．このように，実際には撮影していない位置からの見え方

を再現することが可能になる．

19台の入力多視点画像を用いた場合，0は3に設定．
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（d）

伽島㎞

図5．2：見え方候補の選択方法による自由視点映像生成結果の変化：（a）撮影位置が観察者視点か

ら近い3枚の多視点画像上における観測カラー値の平均値を見え方とした場合，（b）撮影位置が観

察者視点から最も近い画像上における観測カラー値を見え方とした場合，（C）撮影位置が観察者視

点から近い3枚の多視点画像上における観測カラー値から，隠れ発生していない見え方を選択し

た場合，（d）物体表面の法線ベクトルと多視点映像の光軸間の角度が最小となる見え方を選択した

場合
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図5．3：図左下に示す軌跡を観察者視点が移動した場合に生成される観察者視点画像

46



Visua1Hul1

．1叫

入カ画像1
自由視点画像

入カ画像2

図5．4：Visua1Hu11近似による画質の劣化．形状誤差のために不正確な見え方が再現されている

5．2　自由視点映像の画質改善

　本節では，5．1節で述べた手法により生成した自由視点映像の画質劣化の原因を考察し，その解

決手法について述べる．

5．2．1　Visua1Hu11近似による画質の劣化

　本研究では，4．3節で述べたように，Visua1Hu11で近似した3次元形状を推定している．しか

し，VisuaユHu11は，図5．4に示すように，対象3次元物体が存在する3次元領域を包含する凸多面

体であるため，実際の形状との間には誤差が存在することがある．このように，不正確な形状が

推定された領域では，多視点画像間の幾何学的な関係が崩れ，多視点画像上での観測カラー値の

間に大きな差が生じる．その結果として，図5．4に示すように，自由視点画像上でテクスチャ情報
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を参照している多視点画像が切り替わる領域では，その差が顕著に現れ，画質が大きく劣化する．

　Vbxe1CoIoringでは，多視点画像上で観測されるカラー値の相関値が最大になるように3次元

形状を再推定することで，Visua1Hu11近似が原因となる画質劣化の解決を行っている〔12］．しか

し，大規模空間で撮影した多視点画像では，3次元空間中の同一点を観測したときでも観測カラー

情報が大きく異なりやすく，ステレオマッチングなど，カラー情報を用いた3次元形状推定手法

には適さない．一方，本研究の目的は，物体の正確な3次元形状復元ではなく，観察者に提示す

る見え方映像の生成であるため，例え推定3次元形状が誤っていても，最終的に生成する見え方

に大きな影響がなければ，問題はないと考えられる．

Vis蝸亘H眼n近似による画質の劣化の改善手法

　推定3次元形状上の点〃の多視点画像上での観測観測カラー値（見え方候補）を求め，それら

の間に大きな差が発生する場合には，形状推定誤差による画質の劣化が発生していると判断する．

このように不正確な形状が推定されている場合には，物体の表面方向も実際の3次元物体のもの

とは異なっていると考えられるため，5．1節で述べたように，物体表面の法線ベクトルを用いて見

え方候補を選択するのではなく，撮影された位置が観察者視点から最も近い見え方候補を注目点

〃の見え方として選択する．多視点画像を撮影した位置が観察者視点から近い場合，画像間に生

じる視差が小さくなり，対象物体の3次元性が低くなる．そのため，不正確な3次元形状による

テクスチャ情報のマッピングを行った場合でも，見え方の誤差を小さく抑えることが可能である．

VisuaユHu11では，凹形状を表現することができないが，そのような凹領域においても同様の改善

方法が有効であると考えられる．

　この画質改善手法を用いて生成した観察者視点画像を図5．5に示す．（主）は，物体表面の法線ベ

クトルを用いてテクスチャを選択した場合の生成結果，（b）は，上述した画質改善手法による生成

結果である．各々の生成結果の隣にテクスチャを獲得した多視点カメラを識別する参照カメラマッ

プを示す．ピンク色の領域が，観察者から見て対象物体の左手から撮影したカメラ，赤色の領域が

正面から撮影したカメラ，黄色の領域が右手から撮影したカメラである．観察者視点から一番近

いのは，赤色の領域で表されるカメラである．（a）の参照多視点画像が切り替わる領域付近では，

不正確な3次元形状による画質劣化が目立つが，（b）では，それが改善されている．このように，

3次元形状の再推定を行わなくても，Visua1Hu11近似の誤差が発生している領域において画質劣

化が改善されていることがわかる．

5．2．2　誤った領域分割による画質の劣化

　Shape缶o㎜Si1houette法による3次元形状推定処理では，多視点映像における領域，特に物体

の輸郭部分の領域分割処理の精度が重要となる．しかし，大規模空間では，ブルーバックのよう

に撮影環境を制限することは現実的ではなく，不適切な領域分割結果に対してロバストな自由視

点映像の生成手法が必要とされる．領域分割誤りには，前景領域を背景領域と誤って判定する場
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図5，5：Visua1Hu11近似による画質の劣化の改善結果と参照カメラマップ．（a）物体表面の法線ベ

クトルを用いてテクスチャを選択した場合，（b）上述した画質改善手法による生成結果．

合と，背景領域を前景領域と誤って判定する場合とがある．以降では，その両方の場合における

誤りが生成される自由視点映像の画質にどのように影響を与えるかを調べ，その改善手法につい

て述べる．

前景領域を背景領域と誤判定した場合

　図5．6に示すように，物体の輸郭部分において，前景領域を誤って背景領域と判定した場合，そ

の分だけ削られた3次元形状が推定される．この誤った形状により自由視点映像の生成を行った

場合，本来マッピングされるべきテクスチャ叫とは異なるテクスチャ巧がマッピングされる．特

に，テクスチャ参照元の多視点画像が切り替わる領域では，形状誤差の影響を大きく受けるため，

自由視点画像上においてテクスチャの不連続が発生しやすい．しかし，前景領域を背景領域と誤

判定した場合には，そのような領域において多視点画像の切り替わりによる不連続は発生するも

のの，前景領域が連続して観測されるため，極端な画質劣化は発生しない．
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正しい領域分割領域

入力画像1　　　　　　　自由視点画像

＼、　　　誤った領域分割領域

入カ画像2

図5．6：前景領域を背景領域と誤判定た場合

背景領域を前景領域と誤判定した場合

　物体の輸郭部分において，背景領域を誤って前景領域と判定した場合，図5．7に示すような膨張

した3次元形状が推定される．先ほどと同じように，誤った推定形状により，本来マッピングさ

れるべきテクスチャ叫とは異なるテクスチャT∫がマッピングされる．背景領域を前景領域と誤判

定した場合には，先述した多視点画像が切り替わる領域で，カラー値の性質が大きく異なる前景

領域と背景領域が交互に観測される．その結果，自由視点画像上にテクスチャの不連続が目立ち，

極端な画質劣化の原因となる．

　図5．8に，領域分割の誤判定と，その場合に生成される自由視点画像を示す．（a）が背景領域を

前景領域と誤判定した場合，（b）が正確な領域分割が行われている場合である．この図からもわか

るように，物体の輪郭付近領域で前景と背景の判断が難しい場合には，背景と判断した方が，生

成画像の画質劣化が小さいことがわかる．

画質劣化を考慮した領域分割結果の修正

　生成される自由視点画像の画質劣化を考慮して，領域分割結果の修正を行う．このとき，背景画

像のカラー値Bg（仙，ω）は，あらかじめ撮影してあるものとする．まず，領域分割画像から前景領
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増加

領域

入カ画像1　　　　　　　自由視点画像
入カ画像2

正しい領域分割領域

誤った領域分割領域

図5．7：背景領域を前景領域と誤判定した場合

域の輸郭を検出し，その各点m（刎，〃）におけるカラー値E、（仙，η）と背景画像のカラー値Bg（刎，ω）の

差のヒストグラム肋〃（c）を生成する．cはカラー値の差分値とする．このヒストグラム幽〃（c）

からピークを二つ抽出し，その間のある差分値を閾値0tとする．背景が誤って前景と判定された

領域の差分値は，小さい方のピークの近辺に集まると考えられるので，カラー値E。（仙，〃）と背景

画像のカラー値Bg（仙，〃）の差分値が閾値q以下の注目点m（仙，ω）は，背景であると再判定する．

先述したように，物体の輪郭付近領域で前景と背景の判断が難しい場合には，背景と判断した方

が，生成画像の画質が劣化しないので，閾値0｛は，二つのピークの中間値より大きい方のピーク

寄りに設定するのが適当である．初期情報として与えられる領域分割の精度が低い場合には，同

様の処理を複数回繰り返し，物体の輪郭付近領域で背景領域を前景領域と誤判定していた領域を

削除する．このような修正した多視点領域分割画像を用いて自由視点映像を生成することにより，

画質の改善を行う．
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図5．8：領域分割の誤判定と生成自由視点画像：（a）背景領域を前景領域と誤判定した場合，（b）正

確な領域分割が行われている場合
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5個3　自曲視点映像生成処理の高速化

　視点の選択権を観察者に持たせた映像メディアを実現するためには，観察者の視点移動から見

え方映像の提示までを実時間で処理し，観察者がインタラクティブに映像を切り替られる必要が

ある．その一つの実現手法としては，あらかじめ撮影した多視点映像から計算機内部に仮想化デー

タをオフライン構築しておき，そのデータを高速にレンダリングする手法がある．このオフライ

ン処理の時間が短ければ短いほど，自由視点映像メディアの実時間（実況）性が高まるが，従来の

研究では，物体の忠実な3次元データの獲得や描画には，複雑な計算処理が必要とするため，対象

物体を撮影してから自由視点映像を提示するま1でに，膨大な時間が必要である．ま1た，対象空間

を大規模化した場合には，この計算処理はさらに増大し，自由視点映像メディア実況の実現は非

常に困難になると考えられる．一方、本研究では，4章で述べたように，自由視点映像を生成する

ために必要な3次元形状データを効率的に生成する手法を用いているため，対象空間の大規模化

に伴う処理データの増加の問題を解決し，対象物体を撮影してから自由視点映像を提示するまで

に行われる計算処理量を実時間動作が可能なレベルに削減することが可能である．本節では，自

由視点映像生成処理の実時間処理を目的として，さらに高速化を進める手法について述べる．

5．3．1　自由視点映像生成処理手順

　図5．9に，本研究で構築した自由視点映像生成・提示方式の，観察者視点位置の入力から自由

視点映像の提示までの処理を示す．ここでは，多視点映像は，3次元形状推定処理を行う計算機の

メモリ上にあらかじめ読み出されているものとする．（1）では，多視点カメラのカメラパラメータ

（空間分解能・射影変換行列）と観察者視点映像のパラメータ（位置姿勢，空間分解能）から，3次

元形状を推定するための平面群の配置を行う．（2）では，3次元形状推定用平面上の格子点におい

て，4．3節で述べたようにShape缶om　Si｝houe枇e法を適用し，物体形状の有無を判定する．形状

があると判断された場合，その注目格子点のテクスチャ情報を5．1節で述べた手法により多視点画

像から獲得する．最後に（3）で，推定された観察者視点画像のレンダリングを行い，観察者に提示

する．

　本自由視点映像生成・提示方式の計算コストを解析したところ，処理時間の大部分が，（2）の3

次元形状推定処理とテクスチャ選択処理で費やされていた2．この部分の計算コストのオーダは，

3次元形状を推定するための平面の枚数と，平面の格子点数の積により設定される．以降では，こ

の部分の計算コストを削減し，全体の高速化を行う手法について述べる．

5．3．2　3次元形状を推定するための平面枚数の削滅

　3次元形状を推定するための平面枚数を削減し処理の高遠化を行うために，適切な奥行きの探索

範囲を設定する．まず，図5．10に示す天井カメラのように，光軸が観察者の視線軸となるべく大き

2GNUコマンドgprofの解析総果では，全体の98％以上をこのルーチンで消費していた．
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図5．9：自由視点映像生成処理手順

な角度で交わる多視点画像∫肌において，対象物体の外接長方形を検出し，頂点をω”O～o鋤とす

る．次に，図5．11に示すように，観察者視点画像を水平方向に2等分する平面吻eωμ、肌。（此p肋，仙）

を配置し，この平面と多視点画像面1れ間の2次元射影変換行列亙を求める．このとき，deρ肋は

観察者視点からの奥行き，αは，観察者視点画像の水平方向成分を表す．式（5．1）により，外接長方

形の頂点ω批o～〃鋤の平面Weωμ㎝、上への射影座標値（deρ肋O，刎o）～（加ρ肋3，仙3）を獲得し，奥

行きdθρ肋〔O：3］の最小値と最大値を求める．

入ηθωρ1α閉（加ρ肋伽，刎㎜）＝∬〃批伽

　　　　　　　　　　（m＝0，…，3） （5．1）

　3次元形状推定処理の範囲をこの奥行きの範囲加ρ肋。～加ρ肋θに限定することで，平面枚数を

削減し処理の高速化が可能になる．なお，多視点カメラの光軸が観察者の視線軸と小さな角度で

交わる場合，多視点画像面∫物と平面吻ωが、㈹、（加p肋，他）間のなす角度が垂直に近くなり，2次元

射影変換による歪みが大きくなるために正確な奥行き範囲を求めることが困難になる．
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図5．1O：奥行き探索範囲の設定に使用する天井カメラの画像

5．3．3　平面の格子点数の削減

　観察者画像の全ての画素に対して見え方を求めるのではなく，多視点画像上での対象物体の観

測領域から，観察者視点画像上で対象物体が観察されるであろう領域を推定し，その領域内だけ

を処理することで高速化を実現する．まず，入力された多視点画像において，対象物体を取り囲

む外接長方形の4頂点ω地o～枇z3を求める．次に，観察者視点0、（XγZ）を射影変換により多視

点映像上に射影し，エピポールθρ（仙、，〃、）を求める．エピポールeρと4頂点枇”o～〃鋤を結ぶ直

線の傾きの範囲を算出し，最小値を8オα村㎝g，最大値をe〃㎝gとする．

　最前面の平面8亡α怖’㎝、を介して観察者視点画像上の走査点（吻，ω。）を多視点映像上に写像した

点（似，ω）とエピポールeρとを結ぶ直線の傾きα仰gを求める．この傾きα仰gが，8士α村㎝gと㎝d㎝g

の間に存在しない場合，点（仙、，η”）では対象物体が観測されないと判断し，走査点（吻，〃。）におけ

る以降の形状推定処理を打ち切り，次の画素に移動する．それ以外の場合は，他の多視点映像に

ついて同様の形状推定処理を継続する．最前面の一度の走査により，観察者視点画像上で，対象

物体が観察される可能性がない領域を判定し，それより奥の平面を用いた形状推定処理をキャン

セルすることができるので，処理の高速化が実現される．なお，本方式では，処理の高速化のた
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図5．11：2次元射影変換を用いた奥行き範囲の設定

め，エピポール印を通り物体領域全体と交わる傾きの範囲ではなく，4頂点（近似形状）を結ぶ直

線の傾きの範囲で探索領域を決定する．

5．3．4　実時間自由視点映像生成提示システム

　提案する3次元形状表現手法による実時間自由視点映像生成提示システムを1台のPC（CPU：

Inte1Penti㎜42．8GHz，ピデオボード：nVidia　Ge趾ce4－MX，メモリ1GB）上に構築した．図

5．13，図5．14に生成された自由視点映像の例を示す．図5．13は，大分スタジアムのCADモデル

を用いてレンダリングした背景領域と対象物体の自由視点映像を合成した結果である．3次元形状

平面を仮想的に3次元空間中に配置するため，汎用グラフィックスエンジンにより，他のCGモデ

ルとの隠蔽処理を高速に行うことが可能である．図5．14は，対象物体（サッカー選手）の前後25m

の距離において，観察者視点を左右に約6m移動させた場合の観察者視点映像である．このよう

に，入力多視点映像と同レベルの空間解像度を再現することが可能なため，選手のユニホームの

背番号が読み取れる鮮明な映像が生成されている．これらの実験を通じたシステムの動作速度は，

3次元形状の空間分解能に依存するが，最大毎秒25フレームの処理が可能である（平均毎秒10フ

レーム程度）．入力多視点映像の空間解像度をなるべく損なわないようにするために，入力多視点

映像の画像サイズは640×480画素としている．
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図5．12：観察者視点映像上の3次元形状推定処理を行う範囲の設定
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！み

図5．14：実時間自由視点映像生成・提示方式による出力例．観察者から対象物体までの距離（Z）が

土25mの地点において観察者視点をX＝4．7m～一1．5mまで移動
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第6章　還隔地において運動視差の再現可能な自曲
　　　　　　　視点映像生成爾提示方式

　遠隔地の観察者に運動視差の再現可能な自由視点映像を提示するためには，大規模空間の仮想

化処理と映像生成用データの配信とを，ビデオレートに近い速度で実行する必要がある．しかし，

既存のネットワークによる転送を行う場合，形状データとテクスチャデータを全て伝送すること

は不可能である．本章では，形状データを簡単化することで仮想化処理時間を大幅に短縮し，さ

らに，自由視点映像の生成に必要なテクスチャデータのみを選択，配信することで，既存のネッ

トワークによる高遠配信を実現する手法を提案する．

　6．1節において，サッカースタジアムやコンサートホールのような大規模空間内の視点移動範囲

を持ち，かつ，遠隔地の動きのあるイベントの撮影から再生までを実時間処理することで運動視

を可能とする自由視点映像の生成。提示技術の研究について述べる．6．2節では，簡単化3次元モ

デルによる3次元物体の表現手法とその生成法について述べる．6．3節では，遠隔地のイベントを

対象とするために，簡単化3次元モデルをストリーム状に編集しネットワークで配信する手法に

ついて述べる．6．4節では，簡単化3次元モデルから自由視点映像をレンダリングする手法につい

て述べる．6．5節で，背景領域などの静止物体の取り扱いについて述べ，最後に6．6節で，実際に

構築した自由視点映像生成。提示システムのプロトタイプを紹介し，提案方式の有効性を示す．

6．1　提案する自由視点映像生成提示方式

　遠隔地で行われているイベントの運動視差の再現が可能な自由視点映像生成提示方式の概要を

図6．1に示す．この方式は，多数のカメラによって大規模空間の撮影を行う多視点映像撮影部と，

撮影されたデータから対象空間の簡単化3次元モデルを獲得するデータ生成部，生成された簡単

化3次元モデルをストリーム形式に編集してネットワークを介して配信するデータ配信部，その

データから観察者の運動視差を再現した自由視点映像を生成。提示する自由視点映像生成。提示

部によって構成される．

6。五。五　運動視差の再現

　運動視を実現するためには，観察者が移動し得る全ての視点位置からの見え方を実時間生成す

るか，あらかじめ用意し，それらを小さいレイテンシーで提示しなくてはなくてはならない．しか

し，実際の空間で行われる動きのあるイベントについて，全ての視点位置からの見え方の映像を

予め撮影しておくことは困難である．まして，我々が対象としている大規模空間においてそのよ
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図6．1：遠隔地で行われているイベントの運動視差の再現が可能な自由視点映像生成提示方式

うな撮影を行うことは不可能である．そのため，従来の自由視点映像生成の研究では，コンピュー

タビジョン技術により多視点映像データを融合することで対象実環境の3次元モデルを計算機内

部に構成し，そのモデルに対してコンピュータグラフィックス技術を駆使することで，あらゆる視

点位置からの見え方を再現する手法が用いられてきた．しかし，物体の忠実な3次元データの獲

得や描画には，複雑な計算処理が必要となり，実時間処理を必要とする運動視の実現上の大きな

問題となっている．この計算処理の複雑さは，撮影時の視点数と提示時の視点数の比の大きさと，

対象物体の3次元性の大きさに依存すると考えられている［24］．視点数の比が1，すなわち，撮影

した視点位置からの映像しか提示しない場合には，3次元モデルの獲得処理は不要であり，対象物

体の3次元性は無視できる．一方，対象物体が3次元性の小さい2次元平面の場合には，1視点の

映像に2次元射影変換を施すことにより自由視点映像の生成が可能であり，視点数比は無視する

ことができる．一般の場合は，これら2例の中間に位置することになるが，状況に応じて適切な

手法を使い分けて組み合わせることにより，計算処理の複雑さを軽減することが可能になる。

　本研究で撮影対象とする大規模空間のように観察者と対象物体の距離が比較的遠い場合，3次

元モデルの凹凸が，観察者視点の移動に伴う見え方の変化に与える影響は小さくなると考えられ

るため，物体の3次元性を小さく扱うことが可能になる．また，大規模空間に複数の対象物体が

存在する場合には，対象物体同士の前後の位置関係によって生じる隠れや重なりなどの見え方の

変化を再現する方が，自由視点映像の臨場感を高める効果が大きいと考えられる．このことから，

個々の物体を2次元平面として扱い，それを3次元的に配置することで，計算処理の複雑さを軽

減して運動視を実現し，かつ，3次元的な見え方の変化による臨場感を再現する．今後，この3次

元モデルのことを簡単化3次元モデルと呼ぶ．
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6．1。藪　逮隔地で行われる動きのあるイベントヘの対応

　テレビのように実時間で遠隔地の空間を移設するためには，3次元空間を記述したデータをネッ

トワークなどにより伝送する必要がある．しかし，従来の研究で用いられている3次元モデルは

データ量が大き過ぎるため，既存の通信インフラによる実時間伝送は現実的ではない．例えば，ギ

ガビットネットワークを利用した場合でも，伝送可能なデータ量は毎秒約100Mバイトであり，ビ

デオレート（毎秒30フレーム）で映像を提示するためには，1フレームあたりの伝送データ量を

約3Mバイト程度に抑える必要がある．しかし，対象物体のテクスチャ情報として伝送される画

像（640×480画素）1枚のデータ量が約1Mバイト，形状情報として伝送される三角形ポリゴンの

データ量が10，Oooポリゴンで7．2Mバイトになることから，明らかに帯域が不足していることが

わかる．情報圧縮技術により伝送データ量を削減することは可能だが，その圧縮伸張処理により，

新たな計算処理が増えることになり実時間性を損なう可能性がある．

　一方，本研究では，前節で述べたように3次元モデルを簡単化するため，1フレームあたりの

データ量を大幅に削減することが可能である．例えば，1つの対象物体の3次元形状は2枚の三角

形ポリゴンで表現でき，2次元射影変換により1視点の映像から自由視点映像を生成するので，テ

クスチャ情報として伝送する画像は最低1枚でよい．この程度のデータ量であれば，現在の通信

インフラでも十分実時間伝送が可能である．しかも，この簡単化3次元モデルは，それほど複雑

ではない処理で高遠に獲得。再生することができるので，遠隔地の3次元空間の撮影。記録・伝

送。再生の実時間処理が可能である．
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図6．2：簡単化3次元モデル

6．2　簡単化3次元モデルの生成手法

　本節では，図6．1中のデータ生成部における，簡単化3次元モデルの生成手法について述べる．

6．2．1　簡単化3次元モデル

　提案方式のキーアイデアである，簡単化3次元モデルについて説明する．簡単化3次元モデル

とは，図6．2に示すように，3次元物体をほぼ同じ大きさの長方形ポリゴンによって近似表現した

3次元モデルである．このモデルは，3次元空間中でモデルを配置する位置，4頂点の3次元座標，

モデルにマッピングするテクスチャ情報と，マッピング時に背景領域を透過させるための透過率

情報によって記述される．1フレームを表現するために必要なデータ量が小さいため，ネットワー

クを介したデータ転送への適性が高いという利点がある．

　この簡単化3次元モデルによれば，物体内部の3次元形状を推定する処理が不要であり，3次元

空間の仮想化処理において，計算量を大幅に抑えることが可能である．また，計算機内部の仮想

化した3次元空間は，三角形ポリゴンとそのテクスチャ情報といった，汎用的なCGデータで記

述されるため，自由視点映像上での3次元物体同士の重なりや隠れなどの処理をグラフィックスエ

ンジンの機能を使って行うことが可能であり，高速レンダリングが実現される．

　実写映像を2次元射影変換で変形した後，長方形ポリゴンにマッピングするため，異なった視

点における対象物体の見え方（実写レベル画質）を1枚の入力映像から生成することが可能である。

大規模空間では，多視点カメラを密に配置することが困難なため，1視点の入力映像がカバーする

視点移動範囲が自ずと広くなり，この表現手法の利点が十分に活用できる．自然な見え方を再現す
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るためには，長方形ポリゴン上の対象物体以外の領域では，物体の背景が観察される必要がある．

そこで，テクスチャ情報に透過率（アルファ値）情報を加え，背景領域の適切な観察を可能にする．

6．2．2　3次元モデルを配置する位置

　3次元空間に設置されたカメラで撮影した入力映像∫犯を使用し，簡単化3次元モデルを配置す

る位置を獲得する手法について述べる．入力映像ム上の3次元物体の観測位置肌と実世界での

位置〃との関係は，カメラキャリブレーションによって求められた射影変換行列払を用いて式

（6．1）のように表される．この時，λは定数，水平方向成分をXラγ，垂直方向成分をZとする．

λ肌＝ム〃

（6．1）

　入力映像み上の全ての点が，一定の高さんの平面上に存在する点の写像であると仮定すると，

3次元空間の垂直方向成分Zが全てんとなり，式（6．1）の射影行列鳥の第3列目を無視すること

が可能になる．ゆえに，式（6．1）は式（6．2）のように2次元射影変換行列耳によって表される．

十［lllll1州引

　　　　一［貧1貧1舳汁収
（6．2）

　簡単化3次元モデルを配置する位置〃は，この2次元射影変換行列の逆行列（耳）一1と画像上

の物体の位置㎜を用いて式（6．3）より求めることができる．

〃＝　（㌶）一m （6．3）
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図6．3：簡単化3次元モデルの配置（向き）

　天井に設置したカメラなど，様々な方向から撮影した多視点映像に対して同様の処理を行うこ

とにより，3次元物体相互による隠れの影響を取り除き，3次元モデルを配置する位置〃を安定

に検出することが可能になる．

6．2．3　3次元モデルの向きの設定

　簡単化3次元モデルを前節で推定した3次元位置に固定した場合，観察者視点が3次元モデル

を回り込むように移動すると，観察映像上での3次元モデルの観測領域が減少し，真横に移動す

ると完全に見えなくなってしまう．本研究では，図6．3に示すように，簡単化3次元モデルの法線

が，観察者視線の水平方向成分と常に平行になるように配置することでこの問題を解決する．こ

の手法は一般にビルボード処理と呼ばれ，2次元物体を3次元物体であるかのように表示する場合

によく用いられる．特に，樹木や人物のような垂直軸に対して対称に近い形状の物体を表現する

のに適している．

6．2．4　テクスチャ情報の獲得

　簡単化3次元モデルにマッピングするテクスチャ情報を入力多視点映像から獲得する手法につ

いて述べる．まず，図6．4に示すように，空間中に簡単化3次元モデルを地面に垂直でかつ法線が

観察者視線の水平方向成分と平行になるように配置し，各辺の長さから4頂点の3次元位置を求

める．テクスチャ情報を撮影しているカメラの射影変換行列を耳、∫とすると4頂点の映像上での

65



伽～側一ドー炉ル島響

ふ

》」　　　　　　　　　　　　　　　。．
完．｛

　　　　　　　　一　．
　　　　　　　　　一　　　　　　　、　■　」一11。　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　o　　　　　　　　　　　　　　’　　　　　　　　■　　　　　　　　　’　　　　　　　　　一　　　　　　　　　E　　　　　　　■
　　　　　　　　I

伽坐瑞：魑淋
　3次元空間

う’、灘1、

　　　　　総§の

　　　　　　　　　　’＾■婁一…．

　　　　　　　（α…f・，y棚・ゾ まu棚・，吻・・！・ゾ

伽・・，M帽・り　（u㈹f・，M舳・ゾ

多視点画像

図6．4：テクスチャデータの切り出し

観測位置は，式（6．4）によって求めることができる．この4点（ω。。。f［1：4］，〃τ。。t［1：41）によって囲まれ

た入力多視点映像中の領域が，簡単化3次元モデルのテクスチャ情報として獲得される．

λド：川一・［箏」
（6－4）

6．2．5　マスク情報の獲得

　前節で求めたテクスチャ情報をそのまま簡単化3次元モデルにマッピングすると，対象物体以

外の背景領域までマッピングが行われ，不自然な見え方の原因となる．そこで，入力多視点映像に

対して背景差分処理を行い，前景物体領域のみを抽出した結果をマスク情報とすることで，前景

物体領域だけのマッピングを実現する．しかし，図6．5左に示すような2値のマスク情報により，

66



2値マスク情報

対象物体

図6．5：マスク情報

単に前景と背景とを分離した場合，入力映像中で重なって撮影された物体の前後関係の判別が不

可能であり，自由視点映像生成時にテクスチャの重複や欠落が発生し，不自然な見え方の原因と

なる．本方式では，図6．5右に示すように，入力映像中の各画素において，観測物体の識別が可能

な多値のマスク情報を用いることによって，正確な前後関係の再現を可能にする．多値マスクを

用いた自由視点映像生成手法については，6．4節で述べる．
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多視点映像を選択

図6．6：3次元データストリームの構成

6．3　3次元モデルのネツトワーク配信

　データ配信部では，データ生成部から入力されるデータを時系列に並べた3次元データストリー

ムを生成・蓄積し，それらをネットワーク経由で自由視点映像生成・提示部に伝送する．自由視

点映像を生成するのに必要なデータは，図6．6に示すように，入力多視点映像の各フレームの識別

番号，3次元空間中に存在する対象物体の個数，対象物体毎に用意する，簡単化3次元モデルの

配置位置，レンダリングに使用する多視点映像の識別情報とテクスチャ・マスク情報である．こ

れらのデータのうち，フレーム識別番号，物体個数，簡単化3次元モデルの位置，レンダリング

に使用する多視点映像の識別情報は，各フレームの自由視点映像生成に共通に必要な情報である

が，テクスチャ・マスク情報については，全てのテクスチャデータが特定の視点からの自由視点映

像生成に使用されるわけではない．また，これらは，他のデータと比ベデータ量が大ききいため，

全てのテクスチャデータを伝送するのはネットワークの負荷増大につながる一本方式では，図6．7

に示すように，自由視点映像生成・提示部におけるレンダリング処理で必要と判断されたテクス

チャ・マスク情報だけを選択・配信することで，撮影時に使用した多視点カメラの台数に関わらず

ネットワーク上を流れるデータ量を一定に保ち，高速伝送を実現している．
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図6．7：データ配信の概念図
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ポリゴンの重なり判定

隠れの生じている

入カ多視点画像

手前の物体に奥の物体が入り込むマッピングエラー

　　　■

手前の物体と奥の物体を分離したマッピング

■

図6．8：多視点映像上での物体同士の隠れの問題．レンダリング対象が手前に存在する場合

6．4　簡単化3次元モデルによる自由視点映像生成・提示

　自由視点映像生成・提示部は，視点情報検出部と観察者視点映像生成部に分けられる．視点情報

検出部では，観察者の視点情報（3次元位置・姿勢）を検出し，その情報をデータ配信部と観察者

視点映像生成部に伝送する．自由視点映像生成部では，データ配信部から入力される3次元デー

タストリームから提示対象フレームの情報を抽出し，計算機内部に仮想化3次元世界を構築する．

まず，簡単化3次元モデルを3次元空間中の指定位置に配置する．それにマスク情報による透過

処理を施したテクスチャ情報をマッピングし，検出観察者視点から見た仮想3次元世界の見え方

を生成し提示する．

　この時，図6．8（a）に示すように，入力多視点映像中で複数の対象物体が重なって撮影されてい

る場合，レンダリングする対象物体が手前に存在するか，奥に存在するかにより二通りの自由視

点映像生成処理を選択・実行する必要がある．

6．4．1　手前に存在する場合

　図6．8（b）のような2値のマスク情報により単に前景・背景に分離した場合，重なった物体の前

後関係が判別できず，図6．8（c）に示す自由視点映像のように背景が観測されるべき領域に奥の物

体のテクスチャが入り込んでしまい，不自然な見え方を生じさせる．しかし，レンダリング対象が

手前に存在する物体であれば，重なりが生じている入力映像中からでも欠落のないテクスチャ情

報の獲得が可能である．図6．8（d）に示すような対象物体の識別が可能な多値マスク情報によって，

手前と奥の物体領域を切り離すことで，図6．8（e）に示すような自然な映像の生成が可能になる．
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不完全な
テクスチャ情報

　　　灘
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　　　｝　　　’　　　麗
　　　　’

図6．9：多視点映像上での物体同士の隠れの問題．奥に写っている物体のテクスチャ情報の獲得

6．4．2　奥に存在する場合

　図6．9に示すように，多視点映像1と2から観察者視点位置からの見え方を生成する場合，マッ

ピングのためのテクスチャ情報は，まず，より観察者視点の近くで撮影されている多視点映像1か

ら獲得される．しかし，その映像上では，奥の物体の一部が手前の物体によって隠され，完全な

テクスチャ情報を獲得することは不可能である．このような場合には，奥の物体のテクスチャ情

報は，隠れの生じていない多視点映像2から獲得することで，隠れの影響を取り除く．

　このようにして生成された自由視点映像を観察者が見ているディスプレイ上に提示する．本方

式では，3次元データを簡単化し，計算量を大幅に削減したことで，観察者の視点情報の獲得から

映像提示までを実時間で行うことが可能であり，運動再差を再現することができる．
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（ポリゴン数：234）
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　　　　　　。　（ポリゴン数：2）

図6．1O：CGモデルの簡単化の例（左：簡単化処理前，右：後）

6．5　静止物体領域の自由視点映像生成

　動きのあるイベントの3次元モデルを生成する場合，フレーム毎に位置や形状が変化する移動

物体と変化しない静止物体ついて，各々に適したモデリングを行うことは，計算量・データ量の

軽減の点で有効である．サッカーの試合を例にして考えると選手やボールは移動物体，フィール

ド，ゴールポスト，観客席は静止物体に分類される．本研究では，移動物体については，前述の簡

単化3次元モデルを用いて，フレーム毎に変化する位置や形状を高速に獲得・伝送・再生する。一

方，静止物体については，事前に精密な計測を行い，高精度の3次元形状データを獲得・伝送し，

全てのフレームでこれを使用する．

　最近の大型建造物建設時においては，CAD（Computer－Aided　Design）の使用が一般的になって

いる．この時に生成したCADデータを用いれば，精密な3次元形状モデルの獲得が容易に可能で

ある．しかし，実際のCADデータは非常に綴密でデータ量が膨大であるため，そのままではリ

アルタイム描画には適さない．そこで，観察者からは隠れて見えなくなる裏側の構造物や骨組み

の細部など，不要と思われる部分を削除し，データ量を軽減する．また，表側の部分についても，

図6．10に示すように，観察者からの見え方を再現するのに必要なレベルにCADモデルの空間分

解能を設定し直すことでデータの簡単化を行う．このようにCADデータのデータ量を大幅に削減

することで，リアルタイム描画が可能な背景物体の3次元モデルを生成する．
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　　　　C43

Cブ C2’

d肝ブ
c1　　　　　　c2c3

d肝2

観察者視点映像

図6．11：静止物体用モデルの簡単化

　CADデータが持つ過剰な空間分解能を観察者からの見え方を再現するのに必要なレベルに設定

し直す手法について述べる．説明の簡単化のため，図6．11に示すように垂直方向成分Zを省略し，

観察者視点画像の奥行き方向をγ座標，スキャンライン方向をX座標とする．

　まず，静止物体の3次元モデルの隣接する3頂点を01，02，03とした場合，観察者視点映像

上での各頂点の写像C1，C2，C3のうち，C1～C2の距離幽〃1とC1～C3の距離励〃2を求める．こ

の幽〃1，泓〃2が式（6．5）を満たす時，頂点02によって表現される凹凸は観察者視点画像上の見

え方に影響を与えないため，3次元モデルの空間分解能が過剰であると判断し，02は01と03に

よって形成されるポリゴン上に点0るとして吸収させる．この時，観察者視点画像の画素サイズを

片とする．

d4〃1＜島≦肋〃2
（6．5）

曲〃2が片よりも小さい場合についても，3次元モデルの空間分解能が過剰であると判断し，02
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を01と03によって形成されるポリゴン上に吸収した後，03と隣接する頂点04を加え01ヨ03，04

について同様の処理を繰り返す．最終的に幽〃1が鳥と等しくなるように3次元モデルの頂点を

統合することで，観察者に提示する映像に対して最適な空間分解能を持つ静止物体の3次元モデ

ルを生成する．
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自由祝点映似生成・擾示部

　　Pentium一一H733MHz
Graphic　Card：nVidia　Quadoro
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図6．12：構築した運動視差の再現可能な自由視点映像生成・提示システム

6．6　運動視差の再現可能な自由視点映像生成・提示システムの構築

　図3．6に示すような大規模空間の周辺の壁に16台，天井に2台の多視点カメラを設置した撮影

を行い，その映像データを用いて，データ配信部と自由視点映像生成・提示部のプロトタイプシ

ステムを構築した．データ生成部については，簡単化3次元モデル生成に必要な移動物体の領域

分割処理の完成度が現時点では低いため，一部手動操作を含めたオフライン処理で行った．この

部分に関しては，今後，本実験で試みた1視点からの映像による領域分割法ではなく，多視点映

像上において同一の3次元物体が観測されていることを拘束条件とした領域分割手法を開発する

ことで，処理精度の向上が期待される．

　本システムは，図6．12に示すように，自由視点映像の提示を行うグラフィックPCと3次元デー

タストリームをフレーム毎にデコードしてグラフィックPCに供給するPCによって構成される．

各PCは，ギガビットイーサーネットを介して通信を行う．観察者の視点情報については，観察者

の頭部等に取り付けた位置センサによって獲得することを想定しているが，今回の実験では，視

点の移動をマウスの移動で入力し，自由視点映像を生成した．

　各部の動作速度を表6．1に示す．この時の自由視点映像サイズは640×480画素である．テクス

チャ，マスク情報のデコード処理がボトルネックとなり，スループットがビデオレート（30フレー

ム／秒）には達していないが，コーデイングの改良やcPUの速度の向上によって，ビデオレートを

達成することは比較的容易と考えている．
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表6．1：各部の処理速度

処理区間 処理速度（缶ames／sec）

観察者視点位置検出～ムービファイルの選択（1） 27．3

テクスチャ，マスク情報のデコード（2） 7．3

3次元データの送信（3） 28．9

映像の生成～提示（4） 32．O

一一ク

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　＼、
　　　　　　　　もら。

　　　　　　　　　＼

図6．13：静止物体CADモデル（大分スタジアム）

　静止物体形状データとして，図6．13に示す大分県に建設されたサッカースタジアムのCADデー

タを使用した．100m離れた位置から観察することを想定してこのデータの簡単化を行った結果，

データ量は26．5MBから110KBに大幅に削減され，リアルタイム描画が可能になった．データ量

は大幅に削減したが，観察者に提示する提示映像に対して必要な空間分解能は維持されているの

で，提示映像の画質は変化することはない．また，静止物体の形状データは，観察者視点から静

止物体までの距離が，データの簡単化時に想定した値から大幅に変化しない限り，再計算や伝送

の必要がなく，システムの処理速度の障害にはならない．

　本システムで生成した観察者視点映像の一例を図6．14に示す．運動視差を再現するために移動

物体の3次元形状モデルを簡単化した場合でも，実写映像をマッピングすることで実写レベルの
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図6．14：自由視点映像生成結果

画質の自由視点映像が生成・提示されている．
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第7章　繕論

　本論文は，コンピュータビジョン技術とコンピュータグラフィックス技術に基づく自由視点映像

生成・提示方式を拡張し，大規模空間で行われるイベントを，時間・空間を越えて，自由に視点

を動かしながら観察することが可能な“大規模空間における自由視点映像メディア”を実現する

ことを目的としたものである．そのための本研究での取り組みについて，以下にまとめる．

大規模空間における多視点映像情報の獲得

　コンピュータビジョン技術とコンピュータグラフィックス技術に基づく自由視点映像生成。提示

方式では，正確な3次元形状推定やテクスチャマッピング処理を行うために，完全に同期のとれ

た多視点映像や，正確なカメラキャリブレーション情報などの入力情報が必要であるが，撮影対

象とする空間が大きくなればなるほど，これらの入力情報の獲得が困難である．本研究では，大

規模空間において完全に同期のとれた多視点映像を獲得する手法を開発した．また，正確なキャ

リブレーションのために，土木建築分野で用いられている高精度3次元測量器と移動可能なキャ

リブレーションボードを併用して，ランドマークの3次元座標値を簡単に精度良く測定する手法

を提案した．これらの手法を実際の大規模空間における多視点映像情報獲得実験に適用した事例

を紹介し，その有効性を示した．

大規模空間に適した3次元形状データ生成手法

　大規模空間には，多くの物体が存在するため，それら全てを高精細3次元形状モデルで記述す

るためには，膨大な計算コストとデータ量が必要になる．本研究では，3次元形状を複数の断面形

状の集合として定義する手法を採用し，それらを観察者視点画像に依存して適応的に配置するこ

とで，自由視点映像を生成するために必要な3次元形状データを効率的に生成した．無駄な計算

コストやデータ量を削減することで，対象空間の大規模化に伴う処理データ増加の間題を解決す

ることができた．

自由視点映像の生成手法

　断面形状の集合で表現された3次元形状を用いて自由視点映像をレンダリングする手法につい

て述べた．大規模空間では，密にカメラを設置することは現実的ではないため，3次元空間中の同

一点を観測した場合でも，照明条件の変化などにより多視点画像上での観測カラー値の間に大き
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な差が生じる．この問題を解決するため，本研究では，Shape血om　Si1houe枇e法によって3次元

形状推定を行った．この手法によって推定される3次元形状は，Visua1Huuと呼ばれる近似凸形

状となるため，その形状推定誤差により，生成映像の画質が劣化することが考えられる．本研究で

は，正確な3次元形状の推定ではなく，観察者視点映像の画質を改善することを優先したテクス

チャマッピング手法によりこの間題を解決した．さらに，Shape缶om　Si1houe枇e法による3次元

形状推定処理は，多視点映像における領域分割処理の結果の影響を強く受けるが，大規模空間で

は，ブルーバックのように撮影環境を制限することは現実的ではない．そこで，領域分割誤差の

発生の仕方とそれが自由視点映像生成に与える影響について考察し，不適切な領域分割結果が入

力された場合にも，生成画像の画質の劣化を改善する手法を提案した．また，観察者の視点移動

から映像提示までを実時間で処理することを目的とした処理の高遠化の取り組みついて述べ，実

際に1台のPC上で実時間生成提示システムを構築し，提案手法の有効性を確認した．

遠隅地において運動視差の再現可能な自由視点映像生成1提示方式

　遠隔地の観察者に運動視差の再現可能な自由視点映像を提示するためには，大規模空間の仮想

化処理と映像生成用データの配信とを，ビデオレートに近い速度で実行する必要がある．しかし，

既存のネットワークによる転送を行う場合，3次元形状データとテクスチャデータを全て伝送する

ことは不可能である．本研究では，3次元形状データを簡単化することで仮想化処理時間を大幅

に短縮し，さらに，自由視点映像の生成に必要なテクスチャデータのみを選択，配信することで，

既存のネットワークによる高遠配信を実現する手法を提案した．実際に構築した自由視点映像生

成。提示システムのプロトタイプを紹介し，提案方式の有効性を示した．

　本論文で述べた手法を用いることで，大規模空間における多視点映像の撮影。加工。伝送・提

示が可能になり，時間。空間を隔てた観察者に，自由な視点からの映像を提示することが可能に

なった．映像加工。提示処理では，最終的に必要となる情報が何であるかを考慮することで，無

駄な処理を省き，対象空間の規模に依存しない計算コストを実現した．このアルゴリズムは，さ

らに対象空間の規模を拡張する場合においても有効に働くものと考えられる．

　カメラ台数の制限などの物理的制約により，大規模空間全体の多視点映像情報を獲得するには

至っていないが，そのような場合には，対象物体がどのカメラによってどのような解像度で撮影

されているかを管理する仕組み，さらには，観察者に提示する映像を生成するために必要な撮影

条件（カメラ台数，解像度）を動的に操作する仕組みが必要になると考えられる．また，大規模空

間全体を，本研究で構築した撮影システムのように固定カメラで撮影するのではなく，姿勢制御

が行える可動カメラを用いて，対象物体をより高い解像度で追跡撮影を行った映像を用いること

で，生成映像の画質向上が期待されるが，3次元形状推定処理に耐えうる高い精度の可動カメラ

キャリブレーションや，安定した追跡撮影手法の開発などが課題となるであろう、
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25．北原格，大田友一，

　　“大規模空間に適した3次元形状表現手法による自由視点映像の実時間生成”，信学技法

　　PRMU2002453，pp．43－48．2002年12月
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解説記事

1．北原格，大田友一，

　“仮想化現実技術による自由視点映像スタジアムの構築”，日本工業出版画像ラボ12月号，

　VoI．13，No．12，pp．20－25．2002．
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付録A 撮影巽験に使踊した機材の仕様

多視点映像撮影時に使用した3CCDプログレッシブカラーカメラ（ソニーDXC－9000）の仕様を表

A．1に示す．

　　　　　　　　表A．1：SONY3CCDCo1orV三d③oCame脇ModuleDXC－9000

撮像素子

有効画素数

レンズマウント

同期方式

信号方式

走査線数

走査方式

走査周波数

水平解像度

垂直有効ライン数

感度

映像SN比
映像出カレベル

色温度
電子シヤツ多一

CCD電荷蓄積

ガンマ補正

輸郭補正

インターライン型1／2インチccD
659（H）×494（V）

1／2インチバヨネツトマウント

外部同期（SYNC）

NTSC方式
525本
2：1インターレース

水平：15，734kHz、垂直：59．94Hz

700TV本

480本
20001x（F5．6．3200K）

58dB
Y／c：1vp－p（75Ω）

3200K

OFF
フレーム単位

なし

なし

リモート端子（ミニDIN8ピン）

多視点映像撮影時に使用したレンズ（ソニーVCL－714BXEA）の仕様を表A．2に示す．

　　　　　　　　　　　　表A．2：SONYZoomL㎝sVCL－714BXEA

焦点距離

最大口径比

マウント

被写体範囲

フォーカス範囲

7．5＿105In1n

1．4

バヨネットマウント（フランジバック38mm）

W（広角）660－880m㎜，T（望遠）47－63mm

oo～1．1m
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　カメラキャリブレーションのための3次元測量で使用した3次元測量器（ソキアトータルステー

ションNET2）の仕様を表A．3に示す．

表A．3：ソキアトータルステーションNET2

望遠鏡

構造 全周回転、測距測角同軸光学系

全長 175mm
対物有効径 49mm
倍率 30倍
像 正像

分解力 3”

視界 1．30’（26m／1000m）

最短合焦距離 2．Om
十字線照明装置 内蔵（明／暗　選択可）

測角部（水平角・鉛直角共）

方式 光電式インクリメンタルロータリーエンーコダ方式

最小表示 1”’5”選択可

角度単位 度分秒

精度（標準偏差） 2”（DIN18723に準ずる）

測角時間 表示0．5秒毎以下、連続測定

補正機構方式 液体式光電検出方式2軸傾斜センサー

補正範囲 士3’
測距部

方式 近赤外線光波測距方式

測定可能範囲 反射ターゲット使用時2m～100m
精度（標準偏差） 1mm＋2pp㎜x　D（Dは測定距離）

最小表示

精密測定 0．1mm

簡易測定 1．Om㎜

測距時間

精密測定 6秒毎連続測定（初回9秒）

簡易測定 3秒毎連続測定（初回5秒）

補正機能 気象補正、球差。気差補正機能付き
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表A．4：ソキアトータルステーションNET2（つづき）

諸般

気泡管感度

横気泡管 20”／2mm
円形気泡管 10’／2mm
光学垂球 像：正像，倍率：7倍，最短合焦距離：0．5m

自已診断機能 エラーメッセージ，エラーコード表示

バッテリー残量表示 コードおよびメッセージを表示

オートパワーカットオフ機能 操作停止後約30分（0N／0FF選択可）

インターフェース RS－232C規格準拠

使用温度範囲 一10℃～40℃

寸法 168（W）×175（D）×371（H）m㎜

横軸高 整準台底面より2361m1m，整準台受皿より王93㎜㎜

重量 7．3kg（バッテリーBDC18含まず）

電源

電源電圧 6V－DC

バッテリーBDC18 充電式

連続使用時間（25℃） 約1時間

充電時間（25℃） 約15時間（CDC11使用），約1時間（CDC12，13，15使用）
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付録B 大分スタジアムにおける撮影実験

2002年1月14～17日と2002年11月18～22日の二度に渡り，図B．1に示す大分県大分スタジア

ム（大分スポパーク21ビッグアイ）において，多視点映像情報の獲得を目的とした実験を行った．

このスタジアムは，縦274㎜，横150m，，高さ65㎜の超大規模空間である．このような実際のス

タジアム規模の空間においても，本研究で開発した多視点映像撮影システムが正常に動作するこ

とを確認した．また，本論文で紹介したランドマークとその3次元座標獲得手法を用いて，カメ

ラキャリブレーションを行った．図B．2に大分スタジアムにおける3次元測量時の風景を示す、
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図B．1：大分スタジアムにおける撮影実験
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