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第１章　序論

1.1. 本研究の概要と目的

　古くから人類は自らが視た像をそのままの形で記録しようと試み、主に写真、映画の領

域において撮影技術を発展させてきた。近代から現代にかけて撮影技術のデジタル化が進

み、光の像を記録するまでの処理・手法、すなわち画像形成の方法は、処理の高速化やピ

クセルによる色データの電子的記録など、コンピュータ技術の発展に伴って大幅に変化し

た。しかしながら、ただ像を記録するのではなく、自分の意図を反映させ表現するまでの

技法を含めた創造過程、すなわち “ 撮影法 ” は、カメラが生まれた当初から発展し、現代

でも大幅に変化することなく残る重要な技術である。本研究では、撮影法の中でも「被写

体の選択」、「構図の設定」、「ライティング」という主要な３つの要素を取り扱う。

　一方で近年の 3DCG 技術の発展により、人は対象物、光、カメラといった撮影に必要

な要素を含む環境をコンピュータ内に生成し、その像を定着させることが可能となった。

仮想空間においては、オブジェクト形状の記述に関して高い自由度を持つことから、現実

にはない幅のある対象を扱うことができる。最近では VR・AR に関連した様々な技術 [2]

[3][4] が提案されており、実空間上のカメラ動作や光環境情報などを仮想空間へと適用す

ることで、現実と違和感のない仮想物体の陰影表現や、現実を背景としたリアルタイムな

重畳表示なども可能となった。

　本研究では、これら実空間情報の仮想適用技術を発展・応用することで、実空間上でカ

メラマンとして撮影法を行使しながら、仮想空間上の像を得ることを可能にする写真撮影

シミュレータ（以下本システム）を提案する。具体的には、実空間上のカメラデバイス動

作を検出し、その位置から見た仮想空間像をリアルタイムに描画することで、撮影者の意

図する任意の構図設定を可能とする。また実空間上のライトについても動作と光強度を検

出し、仮想空間内の光源情報として適用することで、直接的なライト操作による違和感の

ないライティングを可能とする。撮影対象となる仮想物体に関しては、現実では撮影困難

なオブジェクトを含む複数の形状パターンを用意し、任意に変更しながら撮影を行うこと

ができる。画像の出力に際しては、各種銀塩写真のフィルムのもつ特性曲線を利用し、フィ

ルムの種類、現像液及び現像時間、印画紙の種類及び焼き付け時間などのパラメータの選

択により、実際の銀塩撮影技術に即した画像処理によって最終的な出力画像を得る。本手

法により対象、光、カメラを操作し意図的な写真画像を得るまでの撮影行為を、現実に即

したかたちで仮想空間内に適用することを可能とし、より創作性の高い写真撮影が可能な

仮想空間撮影法の確立を目指す。
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1.2. 研究の流れ

　本研究の流れを以下に示す。本研究はまず実空間における撮影、3DCG の仮想空間にお

ける撮影に関して調査し、本研究の背景となる撮影技術の変遷についての考察を行う。こ

こで実空間と仮想空間における撮影行為の不一致に関して議論し、解決法としての現実と

仮想の融合技術に触れ、これをもとに本研究で構築する写真撮影シミュレータの要件につ

いてまとめる。次に本システムに関してハードウェア、ソフトウェア面での設計を行い、

実際にシステムの開発を行う。ここでは現存する写真の画像生成プロセスを基盤として設

計を行い、現実の撮影法を直接的に反映可能であることに留意する。次に開発されたシス

テムの評価実験として、同形状の対象をフィルムカメラとシステムで撮影を行い、写真と

システム出力画像の比較によってその差異や今後の課題を抽出する。さらに現実では不可

能、あるいは困難な対象をシステムによって撮影を行い、本システム独自の発展に関して

知見を得る。最後に、本研究の手法と今後の展望について考察する。

1.3. 本論文の構成

　

　本論文の構成を図 1.1 に示す。２章では本研究の背景となる撮影技術の変遷を概観し、

写真法を軸に古くから発展してきた撮影技術と、CG による仮想空間の撮影技術のプロセ

図 1.1．本論文の構成
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スの不一致について述べ、その解消の必要性を述べる。また現実と仮想空間の融合技術に

ついても触れ、本研究の背景とする。最後に、これらを考慮した本研究において構築する

システムの要件についてまとめる。３章では、実環境及び動作によって仮想空間を撮影し、

写真画像の出力までを行う写真撮影シミュレータについて議論する。本システムの画像生

成過程を述べ、ハードウェアを含む実際の構築、出力画像、各種パラメータを変動させた

場合の出力の変化などを示す。４章では同形状の撮影対象をフィルムカメラと本システム

によって撮影し、実際の銀塩写真と本システム出力画像の比較によって、陰影の再現や構

図の再現などを含む表現性の差異について考察する。さらに５章では現実では困難な撮影

対象として、カンボジアの「アプサラダンス」のデジタルアーカイブデータを本システム

によって撮影を行い、出力画像と併せて今後の展望について考察する。６章にて本論文の

総括を行う。最後に参考文献をまとめ、付録に開発したソフトウェアのソースコードを抜

粋して記述、またデジタルカメラの仕組みに関しても記述する。



第 2 章
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第 2 章　撮影技術の変遷

本章の概要と目的

　本章ではまず、本研究の背景となる撮影技術の変遷を概観する。写真法を軸に古くから

発展してきた実空間の撮影と、3DCG による仮想空間の撮影について調査し、それぞれの

画像形成プロセスをまとめる。次に現実の撮影と仮想空間の撮影における撮影行為の不一

致について述べ、その解消の必要性に関して議論する。最後に本研究で開発するシステム

の要件についてまとめ、システム構築の足がかりとする。

2.1. 実空間の撮影

2.1.1. 写真法

　古くから人類は外界の光をそのまま外部に記録しようと試みてきた。自らが持つ水晶体

の代わりにピンホールやレンズを用いたカメラにより、外界の光を像として暗室に取り出

し、網膜の代わりに銀化合物を用い、感光によって黒化する現象を利用して像を捉えさせ

た。そしてチオ硫酸ナトリウムなどを用いることで像の「定着」についに成功し、外界の

光は銀の粒子によって 描かれる消えない像となった。ハーシェルにより、定着された像

は光が (photo-) 描くもの (-graphy) の意味から photography( 写真 ) と名付けられた。現

在では可視光外の波長をもつ光線の記録や撮像素子の登場により、写真の持つ範囲は広く

捉えられ、視覚的に識別できる画像として記録保存し表示する手法およびその画像として

用いられている。[9]

　外界像の投影技術に関しては、紀元前 5 世紀に中国において墨子が「墨経」の中で針

穴を通った光だけが像として投影されることに触れている。またアリストテレスは紀元前 

4 世紀に太陽の光線が茂った木の隙間を通過することで太陽の形を像として投影させるこ

とについての記述を残しており、その原理はピンホールカメラに通じている。一般的に写

真の始まりは図 2.1 に示すカメラ・ オブ・スキュラだと考えられ、小さな穴を開けた暗室

の中に入り、日食を観察する方法が 10 世紀のアラビア人学者アルハーゼンにより述べら

れている。またルネサンス時代までに、レンズを用いてより鮮明な像を得ることが可能に

なった。暗い部屋を意味するカメラ・オブ・スキュラに対し、明るい部屋を意味するカメラ・

オブ・ルシダも、外界の風景を紙に投影し像をなぞるという目的に用いられた。スリット

を通してプリズム越しに手元を見ると、前方の風景が投影される仕組みになっている ( 図 

2.2)。いずれも像の定着は人間自身の手によるものであるが、紀元前から外界の光を投影

することで、その像残そうとする試みがなされていたことがわかる。
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　人の手を介さない像の定着・保存に成功したのは、１９世紀に入ってからである。図 2.3

は 1827 年にジョセフ・ニセフォール・ニエプスが「ヘリオグラフィー」と自身で名付け

た手法により撮影した、現存する最古の写真である。ニエプスはアスファルトの一種が光

によって硬化し不溶性になる性質を利用することによって画像の定着を試みた。この写真

はアスファルトを塗布した金属板をカメラ・オブ・スキュラに装填し、8 時間近い露光に

より撮影されたものであり、人や動物などの高速に動く物体は像として保存できていない。

図 2.1．カメラ・オブ・スキュラによる日食　

　　       の観察方法

図 2.2．カメラ・オブ・ルシダを用いた

人物のスケッチ

図 2.3．ニエプスにより撮影された最古の写真「ル・グラの自宅窓からの眺め」
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　また 1839 年にダゲールによって公表されたダゲレオタイプという写真法は、高コント

ラストかつシャープネスな像（図 2.4）を撮影することが可能であり、1859 年には写真

雑誌『ハンズ フリージャーナル』において「ダゲレオタイプのもつ仕上がりの柔らかさ、

繊細な描写力は、光の化学作用によってつくり出される他のどんな方式の画像でも、これ

に匹敵するものはいまだあらわれていない」とされた [11]。この時代には写真法による

精細な像の定着が可能となり、ただ像を保存するだけでなく、その仕上がりの美しさや表

現力も、写真にとって大きな要素となってきていることが分かる。その他ウィリアム・ヘ

ンリー・フォックス・タルボットによって発明されたカロタイプと名付けられた手法では、

ネガ・ポジによる現存のフィルム写真と同様の画像生成プロセスもみられる（下図）。 

図 2.4. ルイ ･ ジャック ･ マンデ ･ ダゲール , 「パリ、タンプル大通り」, 1838

( 左 : 図 2.5) カロタイプによるネガティブな画像

( 右 : 図 2.6) 左図 2.6 を日光によって焼き付けによって得た明暗の一致したポジティブ画像
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　このダゲレオタイプ、カロタイプという写真法とともに、レンズのついた小さな暗室

の中に感光剤を入 れて外界の風景を記録する手法、現像や焼き付け、潜像、ネガティ

ブ / ポジティブといったアナログ写真法の基礎となる処理や概念が発見、命名された。

photography という名前もこの時期にハーシェル により付けられている。その後 1850 

年にはロバート・ビンガムによる湿板写真術、また 1871 年リチャード・リーチ・マドッ

クスによる臭化銀ゼラチン法などが発明され、これにより露光時間の短縮や撮影プロセス

の簡易化が進んだ。またロールフィルムを装填したカメラがジョージ・イーストマンによ

り発明され、1888 年にコダック（図 2.7）として発売された。この時代にはカメラは小

型化され持ち歩くことも可能となり、瞬間的な像の記録装置として、現在と同様の機能を

持ったと言える。近代において撮影技術のデジタル化が起き、像の定着技術に関しては大

きく変遷したが、それに関しては付録で詳述する。

2.1.2. 撮影における３つの要素と撮影法

　2.1.1 で述べたように、写真法は紀元前からの光の投影法から始まり、19 世紀における

光の像の定着技術の発展とロールフィルムの発明によって、現在と同様に手持ちのカメラ

による瞬間的な撮影が可能となった。またその像が鮮明に、撮影が容易になるにつれ、た

だ像を記録するのではなく「何をどのように撮るか」という、写真の表現に関わても大き

く着目されるようになった。この自らの意図を反映させ表現するまでの創造過程、すなわ

ち ” 撮影法 ” は、現在でも写真家達にとって非常に重要な技術となっている。

図 2.7.「ボタンを押したら、あとはおまかせ」の標語ともに売り出された Kodak1 号
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　図 2.8 は、撮影における３つの要素を

表した図である。すぐれた写真を撮ろう

とする写真家たちは、この「被写体」「カ

メラ」「ライト」という３つの要素を意図

的に操作、あるいは選択することで撮影

法を行使する。

　撮影法の要素としては以下の４つが主

要なものとして挙げられる。

< 被写体の選択 >

　何を対象として撮影を行うかの選択、また対象が人間や動物であればその動作やポーズ

を設定する。

< 構図の設定 >

　カメラと被写体の位置関係、カメラを向ける方向の設定、またレンズの選択によって画

面に対する被写体の比率や位置を設定する。

< ライティング >

　被写体に当たる光の位置や強度を調整し、被写体の色の見えを操作する。自然光を用い

る場合はロケーションの選択、あるいは被写体の位置・方向の指定によって光のあたり方

を操作する。スタジオ撮影の場合は、照明器具などよって光を生み出し、照明の強度や位

置・方向などを直接的に操作することで光を調節する。

< 露出の設定 >

　カメラのシャッタスピードと絞りによって、ピントの合う範囲や全体の明るさ等を調節

する。被写界深度の表現はこの露出設定によって大きく変化する。

　本研究では、この４つの中でも特に「被写体の選択」「構図の設定」「ライティング」の

３つに関して取り扱う。

2.1.3. 写真の画像形成プロセス

　 図 2.9 は、デジタルカメラを例とした写真の画像生成プロセスを図示したものである。

レンズを通して光を受けた撮像素子が光を電子に変え、この電気信号を内部の信号処理回

路がデジタル信号に変換して画像データ (RAW データ ) にする。

図 2.8. 撮影における３つの要素
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以下に画像を得るまでの過程を記述する。

[1] まず、被写体（写される物体）が必要である。撮影者は自分のイメージに合わせて、

被写体を選んだり位置を移動させたりする。対象が人間の場合は、その演技動作を指定す

る。

[2] 次に、カメラの位置とレンズを向ける方向を決める必要がある。撮影者はこのカメラ

アングルも、自分のイメージに合わせ、ファインダに映し出される像や実際に目で見た対

象の像などから判断して決定する。

[3]3番目に必要なのは、対象への光の当たり方の調整である。光の反射は、光源となる太陽、

窓や電球などの位置と強度、そして被写体の表面の性質で決まる。この段階で、撮影者は

ライティング、つまり光源の位置や種類の設定を行うことが多いが、被写体表面の反射の

性質を調整する場合もある。

[4] シャッタスピードと絞りによる露出を合わせ、シャッタを切ることで、レンズを通っ

た光が撮像素子に像を映し、像が記録される。像は従来のフィルムとは違い、格子状に並

んだデジタル画像として記録される。

[5] デジタルデータは加工が容易なため、撮影者は最後に画像処理ソフトウェアなどによっ

て自分のイメージに合わせて色調などを調整する。

図 2.9. デジタルカメラの画像形成過程
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2.2. ３DCG の出現と仮想空間

2.2.1. 3DCG の興隆

　3DCG(Three Dimensional Computer Graphics) とは、コンピュータ内に定義された仮想

空間をレンダリングと呼ばれる技法によって一枚の画像に出力する、疑似 3 次元映像の

ことである。この技術により人は、対象物、光、カメラといった撮影に必要な要素を含

む環境をコンピュータ内に生成し、その像を定着させることが可能となった。CG のルー

ツは第二次世界大戦後の米国とソ連の冷戦時代にさかのぼる。この時代、多くの研究者

が軍事目的として CG の基盤技術を生み出した。1950 年代に開発された「SAGE」（Semi-

Automatic Ground Environment）という半

自動防空官制システムは、CRT（ブラウン

管）のレーダスクリーンに映った敵機に対

し、地対空ミサイルを発射するのに最適な場

所を指示するためのシステムであった（図

2.10）。このシステムには CRT 上に直接指

示を与えるライトガンが採用されており、

「画像を通じてコンピュータと人間がリアル

タイムにインタラクティブなやりとりを行う」という、現在の GUI の基本となる重要な

概念が生み出された。これは同時に、コンピュータの出力に対して人間がいかに分かり

やすくアクセスできるかが、CG が生まれた当初から大きな課題であったことを示して

いる。工具の動きを紙テープで与えることにより複雑な三次元形状を自動的に生成でき

る CAM(Computer-Aided Manufacturing) システムや、その加工物の設計の段階からコン

ピュータにより補助を行う CAD(Computer-Aided System) などもこの時代に開発が行われ

たものであり、CG は主に入出力を画像として確認するために用いられていた。

図 2.10.SAGE システムとライトガン

図 2.11. ジェームズ・A・ウィットニー　「Lapis」

図 2.12. ジョン・ウィットニー・シニア　「Arabesque」
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　また CG のもう一つの源流としてアート領域への応用が挙げられる。ジョン・ウィット

ニー・シニアとジェームズ・A・ウィットニー兄弟は 1940 年代から、歯車式のアナログ

コンピュータでカメラや撮影素材を複雑に動かし、光のパターンや抽象図形を用いたモー

ショングラフィクスを制作していた。（図 2.11, 図 2.12）さらにウィットニーはこの技術

によって数多くのコマーシャルフィルムやテレビ番組のオープニング、映画のタイトル

バックなどを手掛けており、実用研究の領域であった CG を一般化する大きな契機となっ

た。

　その後コンピュータ性能の向上に伴い、CG の研究の舞台は３次元空間のシミュレート

へと本格的に移行した。1970 年代のユタ大学においては、現在の 3DCG の基本技術の多

くが生み出されている。特にここでは従来の点と線を用いたベクタ的なグラフィック表示

から、ラスタ的なオブジェクトの表面処理（印面消去、シェーディング、ライティング、

テクスチャなど）に関する研究がさかんに行われた（表 2.1）。

ここにきて CG は表面を持つリジットな被写体、光源、そしてカメラという、現実と同様

の要素を３次元的に配置することで像を結ぶことが可能になった。現実的な空間をデジタ

ルシミュレートし、内部を撮影することが可能となったのである。

　1980 年代には、映画業界において「トロン」(1982 年 )

が公開され、初めて CG が本格的に導入された映画として

全世界に 3DCG の存在を知らしめた。これを契機に世界各

地に数多くの CG プロダクションが設立され、同時期に三

次元座標変換、投影変換、６面クリッピングなどの幾何学

的な処理を高速で行えるワークステーション（図 2.13）や

PC が普及することで、デスクトップ上でリアルタイムに

表 2.1. ユタ大学にて開発された主な 3DCG 技術 ([20] より抜粋 )

図 2.13. グラフィックワークス

テーション Personal IRIS
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3DCG を構築する環境が生まれた。このデスクトップ上で 3DCG 空間を構築するスタイル

は現代でも一般的であり、3DCG 空間は基本的に CG クリエイターの頭とパソコン上で構

築され、撮影される。

　1990 年代から主に 3DCG の領域を引率したのは、エンターテイメント業界であった。

軍事的な需要が減る中で、数十億円から数百億円もの資金を投じ、先端技術をふんだんに

取り入れた映画の VFX(Visual Effects: 視覚効果 ) やゲームコンテンツが数多く作られるよ

うになった。映画業界においては、ジョージ・ルーカス（G. Lucas）が ILM 社に CG 開発

グループを設け、「ターミネーター２」（1991 年）、「ジュラシックパーク」（1993 年）を

制作し大成功を収めた。

　これら作品の中で 3DCG は実写映像へと非常に現実感を持つかたちで合成されており

（図 2.14）、現実の撮影と仮想空間撮影が高レベルで両立した作品だといえる。さらに世

界初のフル 3DCG 映画である「トイストーリ―」（1995 年）も公開され、対象の演技動作、

カメラワークやライティングといった映画撮影に必要な要素すべてが仮想空間内で構築可

能であることを証明した。しかし 3DCG が現実に置き換わる、あるいは現実と共存する

可能性が高まるにつれ、現実の撮影技術を持つ人間と 3DCG を構築する人間との間にあ

る技術的な不一致が大きな問題となり始めるのもやはりこの時代からである。当初ジュラ

シックパークの恐竜は、実物大アニマトロニクスと、フィル・ティペットによるストップ

モーション・アニメーションによって表現される予定であった。3DCG の大幅な採用が決

まった際、ティペットの持つ恐竜に対する

知識と職人的アニメーターとしての才能を、

3DCG を作るスタッフ達へとどう伝えるかは

非常に大きな問題であった。先に述べたよう

に 3DCG における撮影はコンピュータ上で

静的に行われるものであり、3DCG の技術者

達には、現実における恐竜の見えや動き、そ

してそれらをどう撮影すべきかという知識が

欠如していたのである。この時に開発された

図 2.14. 映画内の 3DCG 合成表現。左：ターミネーター２　右：ジュラシックパーク

図 2.15.DID システム
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DID（Digital Imput Device）は、ストップモーションと同じ要領で恐竜のモデルを動かす

ことで 3DCG 恐竜のモーションを作成できる入力装置である（図 2.15）。これによって職

人肌のティペットは CG に対する抵抗をなくし、完全に CG 業界へと転向することとなっ

た。これは CG 対象のアニメーションに関する１例であるが、”3DCG 空間内における技術

者の不在 ” は業界において常に大きな課題であり、現実の撮影技術との連携はその後の映

画業界においても盛んに議論され、新たな技術が常に開発されている。

　一方ゲームの領域では、32bitCPU、最大表示色

1677 万色で 3DCG の描画を可能とした「プレイ

ステーション」（図 2.16）が 1994 年に発売された。

これを機にゲーム業界は 3DCG を使ったものが主

流となり、3DCG の応用産業としてゲームは大き

な領域を占めることとなった。基本的にゲームは

映画に比べて実写との連携が少なく、リアルタイ

ムレンダリングによる完全な 3DCG 空間として画

面が構成されることが多い。さらにカメラワークもゲームプレイヤーを考慮した一人称視

点、三人称視点などの独自のカメラワークで常に展開する特徴を持つ。しかし物語を盛り

上げるためのオープニング、エンディングムービーやプレイの間に挟まるムービー等は、

映画と同様に対象の演技とライティング、演出としてのカメラワークが用いられている。

ここでもやはり現実における撮影技術の知識は必須であり、前述の映画と同様にその連携

は常に模索されている。

　以上のように、CG ははじめ軍事とアートの領域が先行してその技術開発を行い、その

後映画やゲームといったエンターテイメント業界が主体となって発展を遂げた。CG が登

場した初期の段階からある「コンピュータの出力に対して人間がいかに分かりやすくアク

セスできるか」は、その研究の舞台が現実空間のシミュレートである 3DCG の領域に移っ

ても未だ大きな問題である。3DCG の表現力が増し、現実への合成物として、また現実と

置き換わる需要が高まるにつれて、より本来の撮影技術と同様の手法で仮想空間像を得る

ことのできるシステムの必要性が増していると考えられる。

図 2.16. プレイステーション
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2.2.2. 仮想空間の画像形成プロセス

　3DCG による像の形成は、図 2.9 のディジタルカメラにおける撮影過程の各段階に、以

下のように関連づけることができる。（図 2.17）

[1] 被写体はコンピュータ内のディジタルデータとして表される。被写体の形状データ、

すなわち形状モデルを作成することをモデリングといい、形状モデルはモデリング座標系

と呼ばれる座標系の上で定義される。

[2] カメラの位置や方向、画角もコンピュータ内のデータとして表される。カメラにどの

ような像が写るかは、これらのデータから幾何学的な計算によって求めることができる。

この計算はビューイングパイプラインと呼ばれる逐次的な処理で行われ、そのなかで３次

元の形状を２次元の像に変換する働きをするのが投影である。

[3] 被写体に当たる光の方向・強さや、被写体が光を反射する割合も、コンピュータのデー

タとして表される。また、光が被写体によってどのように反射して、カメラのレンズに入

るかということも計算で求めることができる。コンピュータ内のデータからディジタル画

像を生成することをレンダリングとよぶ。

[4] 実世界でレンズを通ってくる光がカメラの内部に結ぶ像はアナログ画像（アナログ信

号）であるが、撮影素子がそれをディジタル画像（ディジタル信号）として記録するのと

図 2.17.3DCG における像の形成過程
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同様に、CG でも画像をディジタル画像として生成する。

[5] ディジタル画像に対して画像処理を行い、最終的な画像を得る。

　CG では実世界の写真を撮る場合の図 2.9[1] ～ [5] の過程をコンピュータ上でシミュレー

トして画像を生成する。その際の計算のモデルや手法が図 2.17[1] ～ [5] にあたる。また

図 2.9 や図 2.17 は一枚の画像を得るしくみを説明するものであるが、この画像を時間軸

で連続的に得ることで動画を撮影することができる。

2.3. 実空間撮影と仮想空間撮影における撮影行為の不一致

　図 2.9 と図 2.17 を比べると、実空間と３DCG による仮想空間における撮影は、非常に

似たプロセスで画像が形成されていることが分かる。しかしながら、撮影主体となる人間

（撮影者と呼ぶ）が画像を得るまでにどのような行為を行っているかに着目すると、そこ

には大きな不一致が存在する。この不一致は、撮影者が撮影対象の空間内に存在するか否

かによって生じていると考えられる。図 2.18 と図 2.19 は、図 2.8 の３つの要素に、撮

影者の行為を含めて実空間と仮想空間の撮影を対比させた画像である。

図 2.19. 仮想空間における撮影と

　　　　空間内の撮影者の不在

図 2.18. 実空間における撮影と

　　　　空間内の撮影者の存在
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　実空間における撮影者は、カメラを手に持ち、光の方向や対象の動きを観察して（ある

いはスタジオ内撮影の場合は光を生み出し操作して）、対象をフレーミングし、最適なタ

イミングでシャッターを下ろす。撮影者はカメラ、対象、光を含む世界の中に存在し、実

際にカメラやライトなどのデバイスを身体で直接的に操作して一枚の像を得る。

　一方で 3DCG における撮影者はカメラ、対象、光を含む世界の外に存在し、それら要

素のパラメータを数値としてコンピュータへと入力することで一枚の像を得る。撮影者は

身体を空間的に移動させる必要はなく、ディスプレイ内の情報を視ながら PC への入力に

よって静的にカメラを移動させ、光を調整し、レンダリングと呼ばれるシャッター操作を

行うこととなる。

　2.2.1. のジュラシックパークの例のように、この ” 空間内の技術者の実在と不在 ” は現

実と仮想の撮影技術の間に直接性に関して大きな不一致を生み、現実での撮影に習熟した

人間ほど 3DCG 空間の撮影に抵抗が生まれ、また当然その逆も起こりうる。これらを解

決した分かりやすい仮想空間へのアクセス手段、すなわち「いかに現実と同様の手法で仮

想空間像を得るか」は、仮想空間撮影において非常に大きな課題であるといえる。

2.4. 実空間環境を考慮した仮想空間の撮影

2.4.1. 現実と仮想の融合

　2.3 で述べた不一致を解消するために、これまで様々な技術が開発されてきた。本節で

はこの解決法として、現実と仮想の融合技術であるバーチャルリアリティシステムと、そ

の一種である拡張現実感システム、また現実と連携した仮想空間撮影システムとして本研

究に非常に近い関連技術であるヴァーチャルスタジオシステムに関して解説する。

１) バーチャルリアリティシステム

　バーチャルリアリティ（Virtual Reality）システムとは、ユーザに仮想空間を疑似体験

させるシステムである。ユーザの頭や手の動きをセンサによって計測し、その情報に応じ

てリアルタイムに CG 画像を生成し、ユーザに提示する。システムにはリアルタイム３次

元 CG 描画のための高速 CG 描画ハードウェアとともに、高精度なリアルタイム位置・姿

勢計測装置が必要となる。また表示装置には、複数の大型プロジェクタスクリーンを用い

図 2.20. VR の表示法 ([20] より )。左：プロジェクタを用いる方式　右：HMD を用いる方式
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る方式、ヘッドマウントディスプレイ（HMD:Head Mount Display）を用いる方式などが

ある（図 2.20）。

2) 拡張現実感システム

　拡張現実感（AR:Argumented Reality）システムは、バーチャルリアリティシステムの

一種であるが、仮想空間を体験させるのではなく、実世界内に仮想物体を挿入するシステ

ムである。AR システムでは、あたかも実体がそこにあるかのように、仮想物体を実世界

内に重ねて表示する。シースルー方式のディスプレイを使用し、そこに３DCG を表示す

る工学シースルー方式（図 2.21 左）と、小型カメラを取り付け、一度カメラから入力さ

れる映像をコンピュータに取り込んでその実写画像と３次元 CG を合成し、合成した動画

像をディスプレイに表示するビデオシースルー方式（同図右）がある。

　実空間内に仮想物体を表示するにあたって、位置のずれがあると不都合が生じるため、

ユーザの視点の位置姿勢の計測制度が非常に重要となる。視点の位置姿勢の計測にはバー

チャルリアリティシステムと同様にセンサを用いる方法、視点位置に取り付けた小型カメ

ラの画像に対して画像処理を行い、その結果を用いる方法も広く使用されている。また違

和感のない合成には位置の他に光学的、時間的にも仮想物体と現実の整合性をはかる必要

があり、そのための手法も多数提示されている（2.4.2. にて後述）。

３）バーチャルスタジオシステム

　バーチャルスタジオシステムは、単に CG 画像を実写画像と合成するのではなく、３次

元仮想空間の中に出演者を３次元的に配置する技術であり、最近では放送局などで一般的

になってきている。まず青や緑といった単一色の背景のもとで、位置センサなどを搭載し

図 2.21. AR の表示法 ([20] より )　左：工学シースルー方式　右：ビデオシースルー方式

図 2.22. バーチャルスタジオシステム ([20] より )　左：ブルーバック撮影　右：3DCG との合成
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たカメラによってシーンを撮影する。計測された位置や方向など、様々なカメラのパラメー

タをもとに３次元仮想空間をリアルタイムに描画し、実写画像とクロマキー合成を行う。

これによって、仮想のスタジオセット内に、出演者が実際にいるかのような動画像を生成

できる（図 2.22）。また、通常のスタジオで撮影された動画像上に、CG 画像を３次元的

に重ねて表示する場合もある。これらの手法はいずれも拡張現実（Argumented Reality）

の技術の応用であり、実世界のオブジェクトとのずれによる不自然さを解消するため、カ

メラの位置姿勢などのパラメータをリアルタイムかつ高精度に計測する必要がある。

2.4.2. 拡張現実感システムにおける 3 つの整合性

　本研究では、スタジオ内でのカメラ位置・方向とライティングをリアルタイムに 3DCG

の仮想対象に適用し、撮影術を実空間上で行使しながら写真の特性を持った出力画像を得

ることが可能な写真撮影シミュレータを構築する。したがってその撮影において 2.4.1. の

システムに共通するカメラの位置姿勢の高精度かつリアルタイムな計測技術は必須であ

る。また、現実空間のライティングの反映には、AR システムにおける仮想環境と現実環

境の光の整合性の考え方も考慮せねばならない。本節では、AR システムにおいて必要と

される３つの整合性を軸に、関連研究の紹介と本研究で開発するシステムとの関連性につ

いて述べる。

１）幾何学的整合性

　幾何学的整合性とは、実空間映像の上に重なった仮想物体の形の整合性である。現実空

間におけるカメラの位置姿勢を特定し、仮想空間内のカメラへと適用することで違和感の

ない形状の仮想物体を表示することができる。この幾何学的整合性についてはこれまで多

くの研究がなされている [21] ～ [26] が、大きく分けて２つの方法が提示されている。一

つはカメラに取り付けたセンサー類で、カメラ位置姿勢を検出する方法 [7]、そしてもう

一つは図 2.23 左の画像マーカーのような既知の物体を現実空間に配置し、カメラで捉え

たマーカーの変形を画像処理によって幾何学的に計算してカメラ位置を推定する方法であ

る [21]。

図 2.23. 正方マーカを使った幾何学的整合性の解決手法
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　前者はカメラ位置を検出する特殊なセンサーが必要であり、後者は一般的な USB カメ

ラなどがあれば実現可能であるが、画像マーカーを必ずカメラの視界内に捉えておく必要

がある。

　本研究システムでの撮影は大きな自由度を持ち、スタジオ空間内において撮影者が意図

するあらゆる方向に対してカメラを向けることが可能なように設計される。したがって後

者のようなマーカーを配置する方法ではなく、前者のセンサを用いたカメラ位置姿勢の測

定が必要である。

２）光学的整合性

　光学的整合性とは、実空間映像の上に重なった仮想物体の色の整合性である。現実空間

における光源位置、そして強度をパラメータとして検出し、仮想空間内のライト情報へと

適用することで違和感のない色を持つ仮想物体を表示することができる。またライト方向

を確定することで、その仮想物体によって他の物体に落ちる影の表現も可能である。これ

まで光学的整合性を解決する多くの手法が提案されている。例えば現実環境に形状が既知

の物体を配置し，それに映り込む映像を用いて仮想物体の映り込みを表現する手法 [27] 

や、物体が現実環境に落とす影を利用して現実環境の光源環境を推定する研究 [28] など

がある。しかしこれらの手法では現実環境の光源環境下に近い仮想物体を正確に表現でき

る反面、実時間で照明環境を推定することは難しく一般的な拡張現実感に適用するのは困

難であった。一方 Matsuoka ら [29] は位置合わせを行なうためのマーカと現実環境の光

源環境を計測するめのセンサを組み合わせたマーカを利用して、幾何学的整合性と光学的

整合性を同時に解決する手法を提案した。

さらに神原ら [30] は図 2.24 に示すような、正方マーカと鏡面球を組み合わせたマーカを

利用して、カメラに映った鏡面球の色情報から光源環境マップを生成、実時間での幾何学・

光学的整合性の双方の解決を試みている。後者２つは実時間における光源推定が可能であ

るが、いずれも光源は位置ではなく方向のみが検出され、物体との距離はシステム側に既

知の情報として与えてやる必要があった。物体に落ちる影は光源との距離や位置に応じて

落ちる大きさや位置が逐次変化する。本研究におけるシステムは、スタジオ内のライトを

図 2.24. 左：正方マーカ鏡面球　右：生成される光源マップの一例
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撮影者が任意に直接操作し、その位置によって照らされるオブジェクトの陰影と落ちる影

をリアルタイムに生成することで現実と同等のライティングを可能とする。従って、方向

のみではなく距離も含む正確な位置情報を検出するセンサ、そして強度の推定をリアルタ

イムに同時に行う光環境検出方法が必要がある。

３）時間的整合性

時間的整合性とは、実空間映像の上に重なった仮想物体の動きの整合性である。これは現

実の環境を仮想空間に適応し、結果としての仮想物体像を描画するまでの処理時間の速さ

が大きく関係し、この処理速度が遅くなればなるほど、現実のカメラ動作と描画される仮

想空間画像とのずれによる違和感が大きくなる。本研究において開発するシステムは、即

自的にカメラ動作とライティングを仮想空間内に反映させながら、現実と同様の撮影が可

能なように設計されるため、３DCG 描画ライブラリ等を用いたリアルタイムレンダリン

グ処理などによって時間的整合性が保たれる必要がある。

2.5. 本研究開発システムの要件と関連技術

　本研究にて構築する写真撮影シミュレータの要件と、必要となる技術的背景についてま

とめたのが図 2.25 である。本システムは 2.1 節で述べた写真法の画像形成過程を基本と

して持ち、撮影、現像、焼き付けの３つのプロセスを経て銀塩写真の特性を持つ仮想空間

画像を出力する。

　システムにおける撮影は 3DCG による仮想空間を対象として行われるが、手に持った

カメラによる構図の設定や、光源位置や強度の調整によるライティングについては実空間

上で行い、それら実空間環境情報をリアルタイムに仮想空間へと適用する。これにより 2.3

で述べた撮影行為の不一致が起きない、構図やライティングをより直接的に行いながら仮

想空間の撮影が可能なシステムとして実現できる。実空間環境のリアルタイム適用には、

図 2.25. デジタル銀塩写真撮影システム要件と関連技術
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AR に関連した技術を利用、または発展させた独自の手法を用いる。AR 技術には 2.4.2 で

述べたように満たすべき３つの整合性があり、これは本システムにおいても同様である。

具体的には、カメラデバイスの位置姿勢の高精度な検出（幾何学的整合性）、現実のライ

ト位置及び強度の検出（光学的整合性）、そして実空間環境を適用した仮想空間像のリア

ルタイムな描画（時間的整合性）が必要である。

　カメラ位置姿勢は、より撮影の自由度を持たせるために画像解析による方法ではなく、

何らかのセンサによって検出を行う。ライトに関しても同様であり、高精度なセンサによっ

て位置と強度を検出する。仮想空間像の描画に関しては、3DCG のリアルタイム描画用の

プログラミング言語を用いて、実時間で表示できるよう配慮する。

　システムによる現像と焼き付けのプロセスでは、撮影によって得られた仮想空間画像を

入力として、銀塩写真の特性を持つ出力画像を生成する。ここでは高精度に銀塩写真の粒

状性まで再現した画像を出力するものと、より即時性を配慮したものの 2 パターンを選

択可能とする。前者は武末ら [1] と同手法のデジタルによる銀の成長シミュレーションを

用いるため本研究では割愛する。後者は既存のフィルムにおける露光量と濃度の関係性か

ら特性曲線をあらかじめ作成し、画像処理によって高速にネガ・ポジの出力画像を得る。



第 3 章

写真撮影シミュレータの構築
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第 3 章　写真撮影シミュレータの構築

本章の概要と目的

　本章では、現実の動作を伴って仮想空間に対して撮影、現像、焼き付け処理を行う一貫

した写真撮影シミュレータの構築について述べる。本システムの画像生成過程を述べ、ハー

ドウェアを含む実際の構築、生成結果画像、各種パラメータを変動させた場合の出力の変 

化などを示す。

3.1. 画像形成過程

3.1.1. 現行の銀塩写真

　銀塩写真の画像形成は図 3.1 上に示すように、撮影、現像、焼き付けの順に進行する。

1) 撮影

　撮影は、フィルムに当たる光を確定するまでのプロセスである。まず光源から放たれた

光は被写体へとぶつかり、その表面角度と材質によって一定量反射されてカメラへと到達

図 3.1. 上：銀塩写真の画像形成過程　下：本システムによるデジタル銀塩写真の画像形成過程
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する。カメラ方向とレンズ画角により、入ってくる光の領域が決まり、シャッタによって 

最終的にフィルムが受け取る光が確定する。撮影者は準備段階でフィルムとレンズの選択、 

撮影中は撮影対象を観察しながら、ライティングの調整、構図の決定、シャッタースピー 

ドと絞りによる露出設定を行い、任意のタイミングでシャッタを下ろす。

2) 現像

 現像とは、フィルムを現像液に浸すことで露光によって生じた銀の塊を肉眼で捉えるこ

とができる大きさまで成長させ、捉えた光をネガ画像として再生させることである。この

プロセスにおいて撮影者は現像条件、すなわち現像液の種類、現像時間、現像温度等を選

択する。

3) 焼き付け

 焼き付けとは、フィルムによって再生された像の明暗を反転し、さらには像のトーン、

大きさを適切に調整することである。フィルムと同様、フィルム像を印画紙上に露光して、 

現像することで、焼き付けは達成される。このプロセスでは撮影者は焼き付け条件、すな 

わち印画紙の種類および焼き付け時間を選択する。

3.1.2. 本システムのデジタル銀塩写真

 　写真撮影シミュレータは仮想空間を撮影対象とし、3.1.1. の銀塩写真の画像形成プロセ

スをデジタル処理へと置き換えることで構築した ( 図 3.1 下 )。本システムはその処理の

性質から、実動作を含み現像処理用の入力画像を得るまでのプロセスを「撮影」、静的な

後処理プロセスである現像と焼き付けを「印刷」として 2 つに分けて構築した。

1) 撮影

 本システムにおける撮影も現実と同様に光源、撮影対象、カメラを軸とした光エネルギー 

の推移による処理工程を持つ。光源には現実のライトを用い、その位置と強度を持つ点光 

源を仮想空間内に再現し、これによって仮想被写体が照射される。被写体には 3DCG オ 

ブジェクトを用い、仮想空間上に任意に配置、光源との位置関係や表面の材質によって一 

定量の光を反射する。カメラは位置と撮影方向を検出して仮想空間内カメラへと適用、そ 

の位置で受容した光をディスプレイに常に描画する。シャッタによってディスプレイ画像 

を保存し、後の現像プロセスのフィルム露光情報として受け渡す。撮影者はカメラや光源 

を実空間上で操作しながら、ディスプレイを通じて仮想対象を観察、ライティングの設定 

や構図の決定が現実と同様に可能である。

2) 印刷

　印刷パートでは、1) 撮影で保存されたデジタル画像を露光情報として入力し、銀塩写

真の特性を持つネガ、ポジ画像を出力するが、本システムでは 1. フィルム特性曲線を用

いた高速画像形成と、2. 銀の成長シミュレーションを用いた高精度画像形成 の 2 つを選 
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択可能とした。後者は武末ら [1] と同手法であるため省略し、本論文では新たに追加した

前者の高速デジタル銀塩写真の手法を解説する。このプロセスでは現像条件の設定により

フィルム特性曲線が確定し、入力画像をネガ画像へと変換する。また同様に焼き付け条件

の選択により印画紙の特性曲線が確定、ネガ画像からポジの写真画像が出力される。撮影

者は実時間で生成される結果画像を見ながら、 現像条件や焼き付け条件を設定し、表現し

たい写真画像を生成することが可能である。

3.2. 撮影システムの構築

3.2.1. 光源の仮想再現

 スタジオ内の光源は、位置の検出と強度の推定を行い、openGL の点光源モデルとして 

統合することで仮想再現を行った。本研究では 1 光源及び R、G、B に同強度を持つ白色 

光源という条件下での再現を行った。

1) 光源位置の検出

 光源位置の検出には、光学式モーションキャプチャ装置を用いた。図 3.2 に示すように

3 つの直線的なマーカをライトに取り付け、そのうち 2 つの位置情報 P1,P2 から軸上の 

光源位置 PL を下記のように算出した。

図 3.2．マーカーの配置
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2) 光源強度の推定

　光源強度は、先述の光源位置情報と、自作の受光装置 ( 以下 Opticube と呼ぶ ) による 

光環境情報の組み合わせによって算出した。Opticube は図 3.3 に示すように下面以外の

5 面にそれぞれ一つずつ受光器が取り付けられたボックス状のデバイスであり、それぞれ

の 受光器は受け取った光強度を電圧へと変換する。以下に openGL の光源強度情報へと

変換 する手順を示す。

図 3.3．自作の受光装置 ”Opticube” と５つの受光器

 

・mV ⇔ Lx 特性曲線の算出

　まずボックス各表面上の照度 Lx と、受光器が生み出す電圧 mV の関係性を算出した。 

図 3.4 左のように照度計を計測面に設置した状態で照明条件を切り替えながら、計測され 

る電圧を記録した。図 3.4 右は表面照度 Lx と各受光器の電圧 mV の関係性のグラフである。

図 3.4．各表面Ｌｘと受光器の電圧の関係性の算出
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・Lx ⇔ GL_Light 特性曲線の算出

　次に仮想空間と現実のカメラ特性を一致させるため、複数の照度環境化でグレースケー 

ルターゲットを撮影し、同反射特性を持つ仮想グレースケールターゲットとの色情報誤 

差を最少とする仮想光源値 GL_light=R=G=B を求めた。照度の計測はターゲット上で行 

い、仮想光源も仮想ターゲット上に存在するものとして得られた関係性のグラフを図 3.5 

に示す。なおこのとき現実のグレースケールターゲットの撮影には Logicool HD Webcam 

C615 を用いた。

図 3.5．各照明状況におけるターゲットの撮影と、

仮想空間内でターゲットの色再現が可能な仮想光源値の算出

図 3.6 は一例として 2100lx 環境下での現実のグレースケールターゲットと、色再現され

た仮想グレースケールターゲットの画像であり、表 3.1 は各照明条件下での色誤差を示し

たものである。行は、各グレースケールターゲットの左から１～１５に分かれた各領域の

図 3.6．2100lx 環境下での現実と仮想グレースケールターゲット

左：現実のターゲット　右：仮想ターゲット
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色誤差を示す。

通常の照明環境である 2100lx では全体の色平均誤差は 6.27% となっており、図 3.6 でも

見られるように違和感のない色再現が行われている。しかしながら照明器具を対象に極端

に近づけた場合など、7200lx や 4000lx といった非常に照度の高い状況下では誤差がそ

れぞれ 18.10%、11.36% となっており誤差が増加する結果となっている。58lx ～ 7200lx

までの誤差を平均すると 6.57% という結果となった。

・mV ⇔ GL_Light 特性曲線の算出

　図 3.4、図 3.5 のグラフを統合し、Opticube 各受光器から受け取られる mV 値と、面上

の 仮想光源値 GL_Light との関係性を算出した ( 図 3.7）。ここで得られる各面の仮想光源

値を GL_Lighti(i=1~5) とし、Opticube 位置で得られた光強度の実測値として使用する。

図 3.7．Opticube 各面から取得される mV と

面上の仮想光源値の関係性の算出

表 3.1．各照明状況下での現実と仮想グレースケールターゲットの色誤差
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・光源強度 IA、ID の推定

　最後に Opticube をスタジオ内固定位置 PO に設置し、光源との位置関係及び PO で取

得された光強度の実測値から、空間上の一点 PL に存在する点光源の強度を推定した。推

定は間接光成分 IA と直接光成分 ID に分けて行われ、IA は openGL の環境光へ、ID は拡散、 

鏡面光へと適用した。図 3.8 左は、光源と Opticube の位置関係を図示したものである。

図 3.8．左：点光源と Opticube の位置関係図

右：光源位置の光強度 ID 用いた面上の光強度

　間接光成分 IA には Opticube 各面の中で直接光の影響を最も受けない面、すなわち PO 

から PL へのベクトル VOL と Opticube 各面の法線ベクトル Ni(i=1~5) のなす角θ i が最 

大となる面の仮想光源値を採用した。

　直接光成分 ID は、直接光が影響する範囲内 ( θ i < 90°) において、光源位置の強度値 

ID を変数とした最小二乗法によって求めた。Opticube 面上の直接光強度は、ID を用いて 

図 8 右のように表される。また面上の直接光強度の実測値は、GL_Lighti と間接光成分 IA 

との差であることから、誤差 J は以下の式で表される。

この二乗和の微分により ID は、

光の距離による減衰係数 K は、openGL の下記式を用いる。式中の d は PL と PO 間の距離、 
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k_c は減衰定数、k_l は一次減衰率、k_q は二次減衰率であり、k_c、k_l、k_q は適宜パラ メー

タとして入力する。

3.2.2. 仮想被写体のインポート

 仮想空間内の被写体は、3 次元ディジタイザを用いて現実の物体から取得された形状 デー

タや、MAYA などの 3DCG モデリングソフトウェアにより制作したものを用い、自シス

テム内にインポートした。この時、被写体表面の光反射特性は openGL で表現可能な範 

囲とし、鏡のような全反射物体や液体等の屈折光物体は対象外とした。

3.2.3. カメラの仮想再現

1) 位置、撮影方向

　位置と撮影方向はカメラに付属した L 字の 3 つのマーカ位置情報から再現を行った ( 図 

3.9)。マーカ位置の検出は 3-1-1. と同じ方法を用い、それぞれの位置情報から「視点位置」

「視線方向」「頭上方向」の 3 つのベクトルを算出し、仮想空間内カメラの視点、視線方向、

頭上方向へと適用した。

図 3.9．カメラデバイスの L 字マーカー

2) レンズの画角

 仮想空間内カメラの画角θ L を縦 (Y) 方向、横 (X) 方向それぞれについて 0°< θ L<360

°の範囲で任意に調整可能とし、レンズによる画角調整機能を再現した。

3) 光反射結果の表示

 1)、2) によって再現される仮想空間カメラの視界を、付属のディスプレイに常に表示す
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る ( 図 3.10) ことで、カメラファインダ機能を再現した。ディスプレイには Android 端末 

を用い、他 PC によって計算された仮想空間画像を無線で転送した。描画は 30f/s で即時 

的に行われ、シャッタ操作により、その時描画されている画面が仮想フィルムの受け取っ 

た光情報として保存される。

図 3.10．カメラの視界のディスプレイ表示

3.3. 印刷システムの構築

3.3.1. 現像処理

　撮影パートにおけるシャッタ操作で保存されたデジタル画像を入力の光情報とし、現像 

条件により一意に決まる特性曲線を用いて露光量からネガ濃度への変換を行う。選択可能 

な現像条件を表 3.2 に示す。また特性曲線は各現像条件において実際に現像を行い、濃度 

を測定して求めた。

表 3.2．現像条件

 フィルムを Neopan100 ACROS、現像液をスーパープロドール、現像温度を 20°C、現 

像時間を現像時間を段階的に変化させた特性曲線を用いて図 3.11 に示す光情報を変換 し

たネガ画像が図 3.12 である。
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3.3.2. 焼き付け処理

　現像処理で出力されたネガ画像を入力とし、焼き付け条件により一意に決まる濃度変換 

式によって最終出力としてのポジ画像を生成する。ネガ画像のデジタル値を IN、出力デ

ジタル値を IP とした場合の変換式は以下で表され、選択可能な焼き付け条件と式中の係

数 a,b との関係性を表 3. 3 に示す。

図 3.11．光情報として用いる入力画像

図 3.12. 特性曲線を用いて生成されたネガ画像 現像時間は左上 :120s, 右上 :240s, 

左下 :480s, 右下 :900s
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表 3.3．焼き付け条件と係数 a,b との関係性

　図 3.12 は、図 3.11、480s のネガ画像を入力とし、係数 b=0 で印画紙の号数を変化さ

せて 生成される出力画像である。

ここまでのプロセスを経て、実動作を伴う撮影から現像、焼き付けまでを仮想空間内で一

貫して行うシステムが完成した。

図 3.12．印画紙パラメータを変化させた場合の

最終画像

左上：1 号、右上：3 号、左下 5 号
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第４章　システムによる写真再現実験

本章の概要と目的

　本章では同形状の撮影対象をフィルムカメラと本システムによって撮影し、被写体の陰

影、構図などのシステムによる写真の再現を行う。また写真と本システム出力の比較によっ

て表現性の差異について考察する。

4.1. 実験方法

4.1.1. 撮影対象

　撮影対象は、表面の光反射特性が完全拡散反射であると仮定でき openGL で再現可能で

あること、またライティングが視覚的に反映されやすく検証に適していることから、石膏

の面取り胸像：アグリッパ ( 図 4.1) を選択した。同形状の仮想対象は、実際の胸像を３

次元ディジタイジングして取得した形状データを用いた。

4.1.2. 撮影条件

1) 撮影時の配置

　

図 4.1．アグリッパの石膏胸像（実写）

図 4.2．評価実験時の配置
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　撮影対象の位置、カメラ位置、ライト位置はフィルムカメラとシステムによる撮影の双

方で図 4.2 で示される同条件を設定した。またライトは図 3.2 のものを用いた。

2) フィルム、現像、焼き付け条件

　フィルムカメラによる撮影は、Neopan400 PRESTO、シャッタースピード 1/125s、

絞り F4 という条件で撮影し、現像と印画は K 社にて行った。システム側パラメータは

Neopan400 PRESTO を固定し、現像条件では現像液と現像時間、焼き付け条件では印画

紙と露光時間を調整することでフィルム写真の色再現を行った。

4.2. 実験結果

　図 4.3-4.5 が既存の手法による銀塩写真とシステムによるデジタル銀塩写真である。ま

た画像出力時のシステム側パラメータ設定を表 4.1 に示す。

図 4.3．上：銀塩写真　下：デジタル銀塩写真
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図 4.4．撮影対象のみ拡大

上：銀塩写真　下：デジタル銀塩写真
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4.3. 考察

　図 4.3 にみられるように、画面における撮影対象の比率や位置など、構図に関してはほ

ぼ正確に再現できている。図 4.3 上の銀塩写真では背景右側が暗くなっているが、これは

現実のライトには指向性があるために発生したものと考えられ、システム側の点光源では

再現できていない。背景左側に落ちた撮影対象の影は現実と仮想双方ともに同じ位置であ

るが、現実の画像では台座の分だけ下方にも大きく影が発生しており、また現実の光源の

もつ体積により半影の領域が増大して大きくぼやけた影となっている。

　撮影対象のみに着目すると、頭部やほほ、首筋など概ね良好に色再現が行われているこ

とが確認できる ( 図 4.4)。しかしながら眉の下の部分や鼻の下部等に大きな色差がみられ

( 図 4.5)、これは現実における壁やオブジェクト自身からの光の照り返しによって発生す

る複雑な間接光を、仮想空間内の１点光源状況では表現できないためであると考えられる。

　今後はライトの体積や照り返しを考慮した光源モデルの改良が必要であると考えられる

が、カメラの視界や撮影対象の全体の色に関しては再現性が高く、仮想対象に対する写真

撮影システムとして一定の出力が得られることが確認できた。

図 4.5．現実の複雑な間接光

左：銀塩写真　右：デジタル銀塩結果

表 4.1．結果画像出力時のシステムパラメータ
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第 5 章　システムの応用

本章の概要と目的

　本章では、現実では困難な撮影対象としてカンボジアの「アプサラダンス」のデジタル

アーカイブデータを用いて本システムによる撮影を行い、出力画像と併せて新たな写真術

への展望について考察する。

5.1. 撮影対象

　撮影対象はカンボジアの伝統芸能アプサラダンスとし、著者研究室にて保存された形状

と動きのデジタルアーカイブデータ（図 5.1）をシステムにインポートして撮影を行った。

5.2. 出力結果

　以下に撮影時の様子（図 5.2）と出力結果画像（図 5.3 ～ 5.6）を示す。第 4 章におけ

るシステムによるアグリッパのモデルデータ撮影と同様に、図 3.2 のライト、図 3.8 のカ

メラデバイスを用いて、仮想被写体となるアプサラダンスのデジタルアーカイブデータに

対して撮影はリアルタイムに行われた。

図 5.1．アプサラダンスのディジタルアーカイブデータ
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図 5.3．アプサラダンス撮影の出力結果 1、頭上方向から

図 5.2．アプサラダンス撮影時の様子
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図 5.5．アプサラダンス撮影の出力結果 3

試験的にシャッタスピードの概念を導入し、一秒間に得られる 30 枚の画像を重ねた

図 5.4．アプサラダンス撮影の出力結果 2、斜め手前方向から

ライトを近づけることでよりハイコントラストな出力となった
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5.3. 考察

　本応用実験によって、過去に取得されたデータに対しても、現在の撮影者によって撮影

法を行使しながら撮影行為を行うことができることが確認された。この被写体はアグリッ

パの胸像とは異なり、モーションデータによって常に対象の形状が変化するため、撮影者

によるシャッタタイミングの設定が大きな要素として画像に表れる。また図 5.5 の出力画

像は、試験的にシャッタスピードの概念を導入し、1 秒間に得られた 30 枚の画像色を加

算することで被写体の動きによるボケを表現したものである。これら被写体の動きは、仮

想空間を対象とすることから撮影者によって自由に設定することが可能であり、今後早送

りや巻き戻しなどの時間操作を行いながら最適なシャッタタイミングを設定することや、

時間の流れを限りなく遅くすることでよりアナログに近いボケを再現することなども可能

であると考えられた。また本実験のように、デジタルアーカイブデータを用いることで普

段目にできない無形文化財や有形文化財に対して、本システムは撮影というかたちで触れ

ることが可能である。撮影には対象の観察やライティングによる見えの調整、どの方向か

ら見れば最も美しいかといった構図の設定など、対象とのコミュニケーションが不可欠で

あることから、単純な 3DCG 表示と閲覧よりも多面的に対象を捉え、対象の形状や表面

の性質、あるいは動作などに対する学習的効果も高いと考えられる。

図 5.6．アプサラダンス撮影の出力結果 4

撮影対象よりも、その物体が落とす影に着目して撮影したもの。
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第 6 章　総括

本章の概要と目的

　本章では、本研究の総括を示す。6.1 節では、結論として、包括的仮想空間撮影システ

ムとしての本手法の成果について述べる。6.2 節で今後の課題および展開について述べ、

本論文のまとめとする。

6.1. 結論

　本研究では、スタジオ内の光環境と撮影者のカメラ操作を仮想空間内にリアルタイムに

反映し、カメラマン的な創作意識を介しながら仮想空間上の像を得ることを可能にする写

真撮影シミュレータを設計・構築した。本研究システムは撮影における人の創作過程であ

る ” 撮影法 ” の中でも、特に「被写体の選択」、「構図の設定」「ライティング」の３つの

要素に着目し、これらが実現可能であるよう設計された。「被写体の選択」に関しては、様々

な仮想オブジェクトを切り替えながら撮影が可能であり、ディジタルアーカイブデータへ

の応用例は、現実では困難な物体を対象とした、仮想空間であるからこそ可能な撮影の一

つであると考えられる。また「構図の設定」に関しては、被写体とカメラを同一位置とし

て設定し、フィルムカメラとシステムで撮影を行った実験において、実際のフィルム写真

と遜色がないカメラの視界を再現でき、撮影者の意図を反映可能であると考えられる。さ

らに「ライティング」に関しては、光源のモデルに関してその体積や環境光への配慮といっ

た課題が見つかったものの、同条件の光環境において全体色に関しては十分な再現性を持

つことが確認された。以上から、上記３つの撮影法を行使可能な仮想空間撮影シミュレー

タとして、一定の出力が得られると考えられる。しかしながら、撮影法として非常に大き

な要素である「露出の設定」に関してはまだ実装途中であり、色だけではなくそのボケに

よる被写界深度表現など、包括的な撮影法を仮想空間へと行使可能とするには課題が残る。

6.2. 今後の課題および展開

　今後は光源のモデルに関して改良を進めると同時に、シャッタスピードと絞りによる露

出設定の反映に関して機能の充実を進めていきたい。これには絞りの構造やボケのメカニ

ズムなど、カメラの光学系に対するさらなる考察と、実時間で仮想空間へと適用するため

のプログラムの並列処理といった改良が不可欠である。

　また、本研究システム独自の撮影法の拡張も進めていきたい。アプサラダンスの撮影例

で得た知見から、対象を時間的に自由に操作することで最適なタイミングを何度でも撮影

可能な形態や、高速に時間を進めることで大きなブレを持つ写真表現なども可能であると



第 6章　総括

48

考えられる。さらに仮想空間であるからこそ撮影可能な被写体の一つに、数式で表現され

た手続き的な仮想形状がある。これらはディジタルアート領域で特に用いられる表現であ

るが、現実では見たこともない成長や動きを持つ動植物などを自由に撮影可能にするなど、

新たな表現活動が可能な写真撮影シミュレータとして拡張してゆくつもりである。
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付録

（付録 1）openGL のシェーダ―その１（3DCG 空間描画用、バーテックスシェーダ）

** 撮影対象のポリゴン頂点座標、法線座標など、基本的な世界座標のベクトルを投影変

換し、フラグメントシェーダに渡す **
-----------------------------------------------------------

#version 120

//out 変数

varying vec3 normal;// 法線

varying vec3 vtoL;// 視点座標系での頂点→光源のベクトル

varying vec4 eyeV;// 視点座標系での頂点座標

void main(void){

 // 投影変換 ( モデルビュー * プロジェクション ) * 頂点座標

 gl_Position = gl_ModelViewProjectionMatrix * gl_Vertex;

 //// 各種基本的なベクトルを計算

 normal = gl_NormalMatrix * gl_Normal;// 法線を視点座標系にする

 eyeV = gl_ModelViewMatrix * gl_Vertex;// 視点座標系の頂点位置

 vtoL = gl_LightSource[0].position.xyz - eyeV.xyz;// 頂点→光源へのベクトル

  gl_TexCoord[0] = gl_MultiTexCoord0;

}

-----------------------------------------------------------

（付録 2）openGL のシェーダ―その 2（3DCG 空間描画用、フラグメントシェーダ）

** 描画点が影の領域か日向の領域かをシャドウバッファ法によって判定。その後シャド

ウバッファの周りのピクセルデータにおける影と日向の割合からソフトシャドウを計算。

シャドウを重ねた最終的なピクセルの色を算出する **

-----------------------------------------------------------

#version 120

//const 定数 ( √ 2/2)

const float bunnorote2 = 0.707106781;

const int shadowmapWidth=500;



付録

55

const int shadowmapHeight=500;

const int sampleWH=5;

const float stepDefault=0.004;

float pows[5]=float[](1.0,9.0,25.0,49.0,81.0);

const float waight=1500.0;

const float farMultNear=100.0;

const float far=1000.0;

const float farMinusNear=999.9;

//uniform 変数

uniform vec3 lightPosOBJ;// オブジェクト座標系での光源位置

uniform mat4 shadowMapClipMat[6];// 世界座標→シャドウマップクリッピング座標変換行列

uniform mat4 shadowMapEyeMat[6];// 世界座標→シャドウマップ視点座標変換行列

uniform mat4 eyeToWorldMat;// 視点座標→世界座標変換行列

uniform sampler2D shadowmapSampler[6];

uniform sampler2D texture0;// テクスチャユニット 0

//in 変数

varying vec3 normal;// 法線

varying vec3 vtoL;// 視点座標系での頂点→光源のベクトル

varying vec4 eyeV;// 視点座標系での頂点座標

void main(void){

 float alpha=0.0;

 float alphaPrev=0.0;

 //----------------- 頂点の世界座標を出す

 vec4 worldCoord=eyeToWorldMat*eyeV;

 worldCoord/=vec4(worldCoord.w);

 //----------------- 頂点がどのシャドーマップボリュームに入るかを判定

 vec3 dVec = worldCoord.xyz - lightPosOBJ.xyz;

 float lengthXZplane = bunnorote2*(abs(dVec.x)+abs(dVec.z));

 int shadowVolumeNum=-1;

 if(dVec.y>0.0){// ライト上方に頂点が存在

  if(lengthXZplane-dVec.y>0.0){// 中央四つ（X+,X-,Z+Z-）のいずれか

   if(dVec.x>0.0){

    if(dVec.z>0.0){//X+ 確定

     shadowVolumeNum=4;
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    }else{//Z- 確定

     shadowVolumeNum=3;

    }

   }else{

    if(dVec.z>0.0){//Z+ 確定

     shadowVolumeNum=2;

    }else{//X- 確定

     shadowVolumeNum=5;

    }

   }

  }else{//Y+ 確定

   shadowVolumeNum=0;

  }

 }else{// ライト下方に頂点が存在

  if(lengthXZplane+dVec.y>0){// 中央四つのどれか

   if(dVec.x>0.0){

    if(dVec.z>0.0){//X+ 確定

     shadowVolumeNum=4;

    }else{//Z- 確定

     shadowVolumeNum=3;

    }

   }else{

    if(dVec.z>0.0){//Z+ 確定

     shadowVolumeNum=2;

    }else{//X- 確定

     shadowVolumeNum=5;

    }

   }

  }else{//Y- 確定

   shadowVolumeNum=1;

  }

 }

 //------------------ 影のアルファ値の確定

 vec4 myTexCoordVec;

 vec2 myTexCoordVecP;

 vec2 myTexCoordVecDigit;

 vec2 myTexCoordVecDigitP;

 vec4 myEyeCoordVec;
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 float centerD=0.0;

 float depthValue=0.0;

 float zValue=0.0;

 float step=0.002;

 bool centerShadow=true;

 int i=0,j=0;

 float tempD=-1.0;

 float tempAlpha=0.0;

 float ijSQRT=0.0;

 float minijSQRT=sampleWH+1.0;

 float maxD=0.0;

 float dx=0.0,dy=0.0;

 // シャドーマップ上の 2D 座標を出す

 myTexCoordVec=shadowMapClipMat[shadowVolumeNum]*worldCoord;

 myTexCoordVec/=vec4(myTexCoordVec.w);

 // シャドーマップから見た視点座標を出す

 myEyeCoordVec=shadowMapEyeMat[shadowVolumeNum]*worldCoord;

 myEyeCoordVec/=vec4(myEyeCoordVec.w);

 // ステップ値を設定（ソフトシャドウの度合いに影響）

 step=stepDefault;

 // 各シャドーマップのサンプリングとアルファ値の計算

  // 頂点位置の深度 depthValue を取得

  if(shadowVolumeNum==0){

 depthValue=texture2D(shadowmapSampler[0],vec2(myTexCoordVec.x,myTexCoordVec.y)).x;

  }else{

  if(shadowVolumeNum==1){

 depthValue=texture2D(shadowmapSampler[1],vec2(myTexCoordVec.x,myTexCoordVec.y)).x;

  }else{

  if(shadowVolumeNum==2){

 depthValue=texture2D(shadowmapSampler[2],vec2(myTexCoordVec.x,myTexCoordVec.y)).x;

  }else{

  if(shadowVolumeNum==3){

 depthValue=texture2D(shadowmapSampler[3],vec2(myTexCoordVec.x,myTexCoordVec.y)).x;

  }else{

  if(shadowVolumeNum==4){

 depthValue=texture2D(shadowmapSampler[4],vec2(myTexCoordVec.x,myTexCoordVec.y)).x;

  }else{

  if(shadowVolumeNum==5){

 depthValue=texture2D(shadowmapSampler[5],vec2(myTexCoordVec.x,myTexCoordVec.y)).x;

  }
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  }

  }

  }

  }

  }

  // シャドーマップの深度値と判定して、影か日向かを判定 

  if(myTexCoordVec.z>depthValue){

   depthValue=farMultNear/(depthValue*(farMinusNear)-far);

   centerD=(waight * (depthValue - myEyeCoordVec.z)) / (depthValue * 

myEyeCoordVec.z);

   centerShadow=true;

   alpha=1.0;

   alphaPrev=1.0;

  }else{

   centerShadow=false;

  }

  // 頂点のシャドーマップ座標の算出とピクセル座標化

  myTexCoordVecDigit.x=int(myTexCoordVec.x*500.0)/500.0;

  myTexCoordVecDigit.y=int(myTexCoordVec.y*500.0)/500.0;

  myTexCoordVecDigitP.x=int(myTexCoordVec.x*500.0);

  myTexCoordVecDigitP.y=int(myTexCoordVec.y*500.0);

  myTexCoordVecP.x=myTexCoordVec.x*500.0;

  myTexCoordVecP.y=myTexCoordVec.y*500.0;

 // 各シャドーマップで場合分けして頂点位置を中心とする範囲内の影と日向ピクセル数を出す

 if(shadowVolumeNum==0){//Y+ のシャドーマップ

  //maxD 値と正規化前のアルファ値を出す

  for(i=-sampleWH;i<sampleWH+1;i++){

   for(j=-sampleWH;j<sampleWH+1;j++){

    dx=myTexCoordVecP.x-myTexCoordVecDigitP.x+i;

    dy=myTexCoordVecP.y-myTexCoordVecDigitP.y+j;

    ijSQRT=sqrt(float(dx*dx+dy*dy));

    if(ijSQRT<=sampleWH){

     depthValue=texture2D(shadowmapSampler[0],vec2(myTex

CoordVecDigit.x+i*step,myTexCoordVecDigit.y+j*step)).x;

     zValue=farMultNear/(depthValue*(farMinusNear)-far);

     tempD=-1.0;

     if(centerShadow){// 頂点位置が影

      if(zValue<=myEyeCoordVec.z){// 各地点で日向

       if(ijSQRT<minijSQRT){
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        minijSQRT=ijSQRT;

       }

      }else{// 各地点で影

       t e m p D = ( w a i g h t  *  ( z V a l u e  - 

myEyeCoordVec.z)) / (zValue * myEyeCoordVec.z);

       if(maxD<tempD){

        maxD=tempD;

       }

      }

     }else{// 頂点位置が日向

      if(zValue>myEyeCoordVec.z){// 各地点が影

       t e m p D = ( w a i g h t  *  ( z V a l u e  - 

myEyeCoordVec.z)) / (zValue * myEyeCoordVec.z);

       tempAlpha=1.0-ijSQRT/tempD;

       if(alphaPrev<tempAlpha){

        alphaPrev=tempAlpha;

        maxD=tempD;

       }

       if(ijSQRT<minijSQRT){

        minijSQRT=ijSQRT;

       }

      }

     }

    }

   }

  }

 }else{

 if(shadowVolumeNum==1){//Y- のシャドーマップ

  /*・・・・同様の処理・・・・*/

 }else{

 if(shadowVolumeNum==2){

  /*・・・・同様の処理・・・・*/

 }else{

 if(shadowVolumeNum==3){

  /*・・・・同様の処理・・・・*/

 }else{

 if(shadowVolumeNum==4){

  /*・・・・同様の処理・・・・*/

 }else{

 if(shadowVolumeNum==5){
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  /*・・・・同様の処理・・・・*/

 }

 }

 }

 }

 }

 }

 // 影と日向のピクセル割合からアルファ値（日向の割合が高いほど薄くなる）を算出

 if(centerShadow){// 中央が影

  if(minijSQRT>sampleWH){ // サンプリングで一つも日向が無かった

   alpha=1.0;

  }else{// サンプリングで一つは日向があった

   if(maxD>sampleWH){

    alphaPrev=minijSQRT/sampleWH;

   }else{

    alphaPrev=minijSQRT/maxD;

   }

   alpha=0.40+alphaPrev/2;

  }

 }else{// 中央が日向

  if(minijSQRT>sampleWH){ // サンプリングで一つも影が無かった

   alpha=0.0;

  }else{// サンプリングで一つは影があった

   if(maxD>sampleWH){

    alphaPrev=(alphaPrev-1.0)*maxD/sampleWH+1.1;

   }

   alpha=alphaPrev/2;

  }

 }

 // エラー処理

 if(alpha>1.0){

  alpha=1.0;

 }

 // 視点からの距離が遠いとさらに影が薄くなる

 alpha*=(1.0-length(myEyeCoordVec.xyz)/800.0);

 //-------------------------------------- 影の色を設定

 if(gl_TexCoord[0].s>0){

  vec4 ambient = gl_LightSource[1].ambient * gl_FrontMaterial .ambient * 

texture2D(texture0,gl_TexCoord[0].st);
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  gl_FragColor = ambient;

  gl_FragColor.a = alpha;

 }else{

  vec4 ambient = gl_LightSource[1].ambient * gl_FrontMaterial.ambient;

  gl_FragColor = ambient;

  gl_FragColor.a = alpha;

 }

}

（付録 3）openGL のシェーダ―その 3（フォーカスマップ作成用、バーテックスシェーダ）

** フォーカス及び被写界深度を表現した画面を作るためのシェーダ。視点座標系の頂点

位置をフラグメントシェーダへ渡す **
------------------------------------------------------------

#version 120

varying   vec4 vPosition;

void main(void){

 // 投影変換 ( モデルビュー * プロジェクション ) * 頂点座標

 vPosition = gl_ModelViewProjectionMatrix * gl_Vertex;

 gl_Position = vPosition;

}

------------------------------------------------------------

（付録 4）openGL のシェーダ―その 4（フォーカスマップ作成、フラグメントシェーダ）

** 設定されたフォーカス位置（視点からの距離の数値）に近いほど白く、そこから遠ざ

かるほど黒くなる視点座標から見たフォーカス用深度マップを作成する **
------------------------------------------------------------

#version 120

precision mediump float;

const float linerDepth = 1.0 / (1000.0 - 0.1);

varying vec4  vPosition;

uniform float focusPos;

uniform float factor;

uniform float intercept;
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vec4 convRGBA(float depth){

    float r = depth;

    float g = fract(r * 255.0);

    float b = fract(g * 255.0);

    float a = fract(b * 255.0);

    float coef = 1.0 / 255.0;

    r -= g * coef;

    g -= b * coef;

    b -= a * coef;

    return vec4(r, g, b, 1.0);

}

float convCoord(float depth, float offset){

    float d = 0.5 + depth - offset;

    if(d > 0.5){

        d = factor * (1.0 - d);

    }else{

        d *= factor;

    }

 d += intercept;

    return clamp(d,0.0,1.0);

}

void main(void){

    float liner     = linerDepth * length(vPosition);

    vec4  convColor = convRGBA(convCoord(liner, focusPos));

    gl_FragColor    = convColor;

}

------------------------------------------------------------
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（付録 5）openGL のシェーダ―その 5（ガウシアンブラー用、バーテックスシェーダ）

** 画像テクスチャと、テクスチャを張り付けたポリゴンの頂点位置をフラグメントシェー

ダに渡す。ここでテクスチャを張り付けたポリゴンは、表示ウィンドウにちょうど重なる

ような四角ポリゴンである。**
------------------------------------------------------------

#version 120

void main(void){

 gl_TexCoord[0] = gl_MultiTexCoord0;

 // 投影変換 ( モデルビュー * プロジェクション ) * 頂点座標

 gl_Position = gl_ModelViewProjectionMatrix * gl_Vertex;

}

------------------------------------------------------------

（付録 6）openGL のシェーダ―その 6（ガウシアンブラー用、フラグメントシェーダ）

** 入力画像であるテクスチャと、ぼかし率を表すスカラ値をもとに、ガウシアンブラー

をかけた画像を作成する。ここで３つの度合いでぼけた画像を生成し、前述のフォーカス

マップをもとに合成することで、フォーカス及び被写界深度を表現した画像を生成可能で

ある。**
------------------------------------------------------------

#version 120

precision mediump float;

uniform sampler2D texture0;

uniform float     weight[10];

uniform bool      horizontal;

void main(void){

    float tFrag = 1.0 / 2048.0;

    vec2  fc;

    vec3  destColor;

    destColor=vec3(0.0,0.0,0.0);

        if(horizontal){

            fc = gl_TexCoord[0].st;

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2(-9.0, 0.0) * tFrag)).rgb * weight[9];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2(-8.0, 0.0) * tFrag)).rgb * weight[8];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2(-7.0, 0.0) * tFrag)).rgb * weight[7];
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            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2(-6.0, 0.0) * tFrag)).rgb * weight[6];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2(-5.0, 0.0) * tFrag)).rgb * weight[5];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2(-4.0, 0.0) * tFrag)).rgb * weight[4];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2(-3.0, 0.0) * tFrag)).rgb * weight[3];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2(-2.0, 0.0) * tFrag)).rgb * weight[2];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2(-1.0, 0.0) * tFrag)).rgb * weight[1];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2( 0.0, 0.0) * tFrag)).rgb * weight[0];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2( 1.0, 0.0) * tFrag)).rgb * weight[1];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2( 2.0, 0.0) * tFrag)).rgb * weight[2];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2( 3.0, 0.0) * tFrag)).rgb * weight[3];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2( 4.0, 0.0) * tFrag)).rgb * weight[4];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2( 5.0, 0.0) * tFrag)).rgb * weight[5];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2( 6.0, 0.0) * tFrag)).rgb * weight[6];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2( 7.0, 0.0) * tFrag)).rgb * weight[7];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2( 8.0, 0.0) * tFrag)).rgb * weight[8];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2( 9.0, 0.0) * tFrag)).rgb * weight[9];

        }else{

            fc = gl_TexCoord[0].st;

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2(0.0, -9.0) * tFrag)).rgb * weight[9];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2(0.0, -8.0) * tFrag)).rgb * weight[8];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2(0.0, -7.0) * tFrag)).rgb * weight[7];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2(0.0, -6.0) * tFrag)).rgb * weight[6];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2(0.0, -5.0) * tFrag)).rgb * weight[5];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2(0.0, -4.0) * tFrag)).rgb * weight[4];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2(0.0, -3.0) * tFrag)).rgb * weight[3];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2(0.0, -2.0) * tFrag)).rgb * weight[2];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2(0.0, -1.0) * tFrag)).rgb * weight[1];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2(0.0,  0.0) * tFrag)).rgb * weight[0];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2(0.0,  1.0) * tFrag)).rgb * weight[1];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2(0.0,  2.0) * tFrag)).rgb * weight[2];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2(0.0,  3.0) * tFrag)).rgb * weight[3];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2(0.0,  4.0) * tFrag)).rgb * weight[4];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2(0.0,  5.0) * tFrag)).rgb * weight[5];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2(0.0,  6.0) * tFrag)).rgb * weight[6];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2(0.0,  7.0) * tFrag)).rgb * weight[7];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2(0.0,  8.0) * tFrag)).rgb * weight[8];

            destColor += texture2D(texture0, (fc + vec2(0.0,  9.0) * tFrag)).rgb * weight[9];

        }

    gl_FragColor = vec4(destColor, 1.0);
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}

------------------------------------------------------------

（付録 7）openGL のシェーダ―その 7（被写界深度表現用、バーテックスシェーダ）

** ポリゴン頂点の視点座標系の位置と、対応するテクスチャ座標をフラグメントシェー

ダに渡す。ここでテクスチャを張り付けたポリゴンは、表示ウィンドウにちょうど重なる

ような四角ポリゴンである。**
------------------------------------------------------------

#version 120

void main(void){

    gl_TexCoord[0] = gl_MultiTexCoord0;

    gl_Position = gl_ModelViewProjectionMatrix * gl_Vertex;

}

------------------------------------------------------------

（付録 8）openGL のシェーダ―その 8（被写界深度表現用、フラグメントシェーダ）

** 付録 3,4 の処理によって生成したフォーカスマップ、及び付録 5,6 で生成した 3 種類の

ぼけ画像を入力とし、フォーカスマップの深度値に応じてボケ画像を合成し、フォーカス

及び被写界深度を表現した画像を生成する。**
------------------------------------------------------------

#version 120

precision mediump float;

uniform sampler2D depthTexture;

uniform sampler2D sceneTexture;

uniform sampler2D blurTexture1;

uniform sampler2D blurTexture2;

uniform float brightness;

float restDepth(vec4 RGBA){

    const float rMask = 1.0;

    const float gMask = 1.0 / 255.0;

    const float bMask = 1.0 / (255.0 * 255.0);

    const float aMask = 1.0 / (255.0 * 255.0 * 255.0);

    float depth = dot(RGBA, vec4(rMask, gMask, bMask, aMask));
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    return depth;

}

void main(void){

 //float aaa=texture2D(depthTexture, gl_TexCoord[0].st).x;

     float d = restDepth(texture2D(depthTexture, gl_TexCoord[0].st));

     float coef = 1.0 - d;

     float blur1Coef = coef * d;

     float blur2Coef = coef * coef;

     vec4 sceneColor = texture2D(sceneTexture, gl_TexCoord[0].st);

     vec4 blur1Color = texture2D(blurTexture1, gl_TexCoord[0].st);

     vec4 blur2Color = texture2D(blurTexture2, gl_TexCoord[0].st);

     vec4 destColor  = sceneColor * d + blur1Color * blur1Coef + blur2Color * blur2Coef;

 destColor*=brightness;

 destColor.a=1.0;

     gl_FragColor = destColor;

}

------------------------------------------------------------

　

（付録 9）写真のデジタル化と記録技術の変化

　第二次世界大戦後のほとんどのテクノロジーは、軍資技術の発達と宇宙開発の進展によ 

りもたらされ、デジタル写真もその例外ではない。1969 年、ベル研究所のウィリアム・S・ 

ボイルとジョージ ・ S・スミスによって 

CCD(Charge Coupled Device = 電荷結合

素子 ) と 呼ばれる半導体が発明された。

CCD は格子状に配置されたミクロンの

大きさの受光素子 からなり、光の強弱

を 0 と 1 からなる離散した電気信号に

変換する。0 と 1 の並びのデ ジタルデー

タへと変換された光情報は、画像処理

回路によって解読、補正、圧縮して記

録媒体に書き込まれ、メモリに保存し

たデータを再び読み出すことでモニタ

上へ再現、用紙 にプリントすることが

可能となった。

図 7.1. NASA,「Saturn. Moons Yethys. Dione, 1980

                年 , ボイジャーが撮影した土星の写真
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　1980 年頃には NASA( アメリカ航空宇宙局 ) の科学者たちがボイジャー計画において、

惑 星探査機から送信された光データをコンピュータ処理することにより木星とその惑星

の画像を得た ( 図 7.1)。

                     

　1981 年には CCD をフィルムの代わりに用い、光を電気信号に変えてビデオカメラの

ように磁気ディスクにアナログ記録し、テレビの画面に映し出して画像をみることので

きる電子スチルビデオカメラ「マビカ」を Sony が開発した。CCD などの撮像素子を用

いて光電変換したデータをアナログではなく、 デジタル形式でメモリーカードに記録する

「デジタルカメラ」の登場は 1988 年、富士フイルムの DS-1P の発表によってであった。

デジタルカメラにおいては画像のきめ細やかさは画像を構成する格子点の数、すなわち 

CCD の受光素子の数によって決まるため、アナログ写真に引けをとらない画質を再現す

るためにデジタルカメラは DP-1P の 40 万画素から、1995 年頃から 100 万画素、2000 

年頃までに 300 万画素と急速に画素数を向上させ、2009 年に発売された Nikon のデジ

タル一眼レフカメラ「D3x」に内蔵された撮像素子は約 2500 万 ピクセルである。アナロ

グ写真と同等の画質を持ったデジタルカメラは、暗室作業が不要であり画像が容易に得ら

れること、画像の調整や変更が容易であること、画像を大量に保存堆積できること、イン

ターネット等を利用して簡単に送受信できるといった利点から、 アナログカメラではなく

デジタルカメラを選ぶ人が増えており、2003 年の日経経済新聞の記事によれば、2002 

年度の世界のカメラの出荷数において、デジタルカメラが約 2455 万台、フィルムを使用

するカメラが約 2366 万台と初めて販売台数が逆転し、図 7.2 に示すように 2002 年以降

も拡大を見せている。また、スマートフォンの登場により、デジタルカメラはより身近な

ものとなった。

図 7.2. デジタルカメラの出荷台数の推移
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デジタルカメラの仕組み

　・デジタルにおける画像の扱い方

　図 7.3 にデジタル画像がどのように画像を保存、 表示しているかを示す。デジタル画

像では画像を ピクセルと呼ばれるマス目の集合体として扱う。 モノクロの 2 階調であれ

ば、図 7.3 に示すように白い場所を 1、黒い場所を 0 とすることで画像を離散して、デジ

タルデータとしてコンピュータで扱うことができる。階調や色彩を生み出すには図 7.4、

7.5 に示すように、R( 赤 )G( 緑 )B( 青 ) のフィルタを用いた十分に小さいピクセルの視覚

混合によって擬似的に再現する。現在、一般的 なデジタル画像は各ピクセルを、RBG 各 

8bit(0 と 1 の並びが 8 つ =256 階調 ) 、合計 24bit(=1677 万 7216 色 ) で扱う。画像の

大きさが同じであれば、ピクセルの数が多いほ ど精巧な画像となる。( 図 7.6)

図 7.3. デジタルによる画像の扱いの原理

図 7.5. ハーフトーンによる色再現

図 7.6. ピクセル数の違う画像。左：縦横 41pixel  右：縦横 20pixel

図 7.4. ハーフトーンに疑似諧調再現
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・撮像素子の仕組み

　撮像素子の最大の目的は、光を電気信号に変えることであり、これを光電変換という。

撮像素子では、照射された光の量に応じて電化を電流、電荷として取り出せるフォトダイ

オードを 2 次元に並べ、入射してきた光を電荷に変換し蓄積し、転送して電気信号に変

換する。 フォトダイオード 1 つを画像の 1 ピクセルと割り当てるため、D3x の撮像素子

が約 2500 万画素ということは、フォトダイオードが撮像素子に約 2500 万個、出力され

る画像が 2500 万ピクセルで構成されることを意味する。図 7.7、7.8 に代表的な撮像素

子であ る CCD の外観と CCD の仕組みを示す。

・信号処理

 デジタルカメラでは撮像素子に光を照射して発生した電荷を電気信号に変換して画像

データにする。電気信号を変換して画像にする部分を画像エンジンと呼び、CCD から転

送された信号を処理して、正しい配列に並び替え、ホワイトバランスの設定や、ノイズ除去、 

シャープネスや画像圧縮を行う。一例としては、カラーフィルタを貼り付けたフォトダイ

オードでは RGB のいずれかしか取得できないため、ほかの 2 色の情報を近傍の色から類 

推して色を再現している。（図 7.9）

図 7.7. 様々なサイズの CCD 図 7.8.CCD の原理：光の量により電荷を発生さ

せた電荷を堆積し、バケツリレー式に電荷を転送

する。

図 7.9. 色の補間


