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あらまし 著者らは� 現実世界の対象を自由な視点から表示する自由視点映像のオンライン生成について研究を行っ

ている� 既存のシステムの処理は� 視体積交差法を用いた形状復元 �ボクセル表現�� ボクセル表現から三角パッチ表現

への変換� 三角パッチの色付けの大きく �段階に分かれる� しかしこのシステムには� 対象物体の表面積が増加すると

三角パッチの数が増加するため� 処理速度が低下してしまうという問題点があった� そこで� 本研究では形状復元時に

空間解像度を対象にあわせて変化させ、多重解像度処理を行うことで� フレームレートを安定化させる手法を提案す

る� 具体的には� �分木を利用した視体積交差法によって空間解像度を徐々に上げながら形状復元を行い�一定の時間

が経過すると処理を打ち切ることにより空間解像度を可変にする� さらに� 多重解像度でのボクセル表現から三角パッ

チ表現への変換を行う� しかしながら� 単純に変換を行うと閉じた形状が得られず�穴が開いてしまう� そこで本稿で

は� この穴をふさぐクラックパッチングの手法を提案し� 実験でこの手法により穴がふさがれていることを確認した�

キーワード 自由視点映像� 多重解像度� �分木
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�� は じ め に

近年� 計算機の性能向上� 大都市圏での地上デジタル放送の

開始� ブロードバンド環境の充実などに対し� それらに対応す

るリッチコンテンツが徐々に普及してきた� リッチコンテンツ

とは映像や音声を利用した高度な品質を持つコンテンツのこ

とを言う� そして� さらに多くのリッチコンテンツが期待され

ている� その一つとして自由視点映像が挙げられる� 金出らが

��������	
� �
���� のコンセプトを提案 ��� して以来� 現実世

界の対象の動作をそのまま記録し� 自由な視点から対象を表示

� � �



する自由視点映像の研究が盛んに行われている ��� ��� ���� その

中で特に著者らは� 自由視点映像のオンライン生成について研

究している�

我々がこれまでに提案した自由視点映像のオンライン生成シ

ステム ���の処理の概略は以下の通りである�

形状復元 カメラ画像から対象物体の形状情報を獲得し� 視体

積交差法を用いて形状復元を行い� 対象のボクセル表現を得る�

ボクセル表現から三角パッチ表現への変換 ボクセルデータを

三角パッチ表現に変換する�

色付け カメラと仮想視点の位置関係を基に三角パッチに色を

塗る�

このシステムの問題点として� 対象物体の表面積が増加すると

三角パッチの数が増加するため� 三角パッチに変換する処理以

降は処理速度が低下してしまうことが挙げられる� 自由視点映

像のオンライン配信を考えると� 対象の動きを自然に表示させ

るには処理速度の安定が必要不可欠である� そこで� 本研究で

は形状復元時に空間解像度を対象にあわせて変化させ、多重解

像度処理を行うことで� フレームレートを安定化させる手法を

提案する。具体的には� 佐藤ら ���によって提案された �分木を

利用した視体積交差法によって空間解像度を徐々に上げながら

形状復元を行い� 一定の時間が経過すると処理を打ち切ること

により空間解像度を可変にする� さらに� 多重解像度でのボク

セル表現から三角パッチ表現への変換を行うときに必要な� 閉

じた形状を得るために三角パッチの穴をふさぐ処理を行う�

�� オンライン自由視点映像生成システム

この節では我々がこれまでに提案したオンライン自由視点映

像生成システムについて述べる�

自由視点映像生成には多くの処理時間を必要とする� そこで

�����
������
 ������
� ������� � �を用いて� オンラインで並

列画像処理を行なう� ���とは� 高速ネットワークで接続され

た �! クラスタ上で動作する実時間多視点動画像処理アプリ

ケーションを構築するためのプログラミングツールである� さ

らに� 複数台の "###��$� ディジタルカメラ ��� が �! に接続

されており� 全てのカメラは同期信号発生装置により同期がと

られている�

まず� カメラ画像を取得し� その中から背景差分により対象物

体を抽出し� 抽出した画像から視体積を構築する� 視体積はボ

クセルを使って表現される� そして� これらの視体積を集めて

共通領域を求めることにより形状を復元する� さらに� 得られ

たボクセル表現に対し離散マーチング・キューブ法 �$� を施す

ことにより三角パッチ表現へ変換する� 得られた三角パッチに�

画像を基に色を付ける� この色データとユーザから入力された

仮想視点位置から重み付き色付き対象形状を生成� すなわち対

象物体の自由視点映像を生成する�

�� �分木を利用した視体積交差法

前節で述べた手法には� 得られる対象物体の三角パッチの数

により処理時間が変化するため� フレームレートが安定しない

という問題があった� この問題を解決するために� 視体積交差

Vertices projected on the silhouettes 

of input images

Unknown vertices

Object

図 � 失敗ボクセル

による形状復元の空間解像度を徐々に上げていき� 決められた

時間が経つとそこで処理を打ち切ることによりフレームレート

の安定化を図る� 空間解像度を徐々に上げていくために� 佐藤

らによって提案された �分木を用いた視体積交差法を導入した�

本節ではこの手法について説明する�

�� � ボクセル占有判別

ボクセルを � 分木構造に従って分割していく過程において�

各ボクセルを以下の三つに判別する�

白ボクセル �頂点がすべて入力画像のシルエット部分に投影

されるもの

黒ボクセル �頂点がすべて入力画像の背景部分に投影される

もの

灰色ボクセル その他 �シルエットの境界部分�

ある特定の大きさのボクセル �以下� 初期ボクセルと呼ぶこと

とする�の �頂点を調べて上記の �種類のボクセルに判別する�

さらに� 灰色ボクセルのみを �分割する� そして分割されたも

のに対して繰り返しボクセルを判別し� 灰色ボクセルを分割す

る� この処理を決められた解像度になるまで再帰的に繰り返す�

ここで粗大なボクセルから最も細かいボクセルへの分割のこと

をパスと呼び� このアルゴリズムをパスアルゴリズムと呼ぶこ

ととする�

�� � マルチパス再分割アルゴリズム

上記の判別方法は大変単純なものであるので� 実際には誤り

がしばしば起こる� 例えば� 頂点を避けるような細長い先端部

分は実際には灰色ボクセルであり分割するべきであるが� 黒ボ

クセルと判定してしまい分割が行われない �図 ��� このような

分割されるべきであるのに分割されないボクセルのことを失敗

ボクセルと呼ぶ�

これを避けるために図 � のマルチパス再分割アルゴリズム

を用いる� %�
&�では初期ボクセルにパスアルゴリズムを施す�

%�
&�において失敗ボクセルを探索し�発見された場合は %�
&�

において失敗ボクセルを �分割し� 再び %�
&�に戻る� 失敗ボ

クセルが発見されない場合は� そこで処理を終える� %�
&� あ

るいは %�
&�で得られる隣接した最小の灰色ボクセルをつなぐ

と� 復元した形状の表面となるはずである� 最小のボクセルと

は� 最大解像度におけるボクセルのことであり� 木構造における

葉ノードを指す� 本来灰色ボクセルは物体表面を表すので，灰

色ボクセルをつなぐと閉じた面が得られるはずである�

�� 多重解像度処理での視体積交差法

� 分木を利用した視体積交差において� いきなり最大解像度

までマルチパス再分割アルゴリズムを適用するのではなく� よ

り低い解像度 �この解像度を打ち切り解像度と呼ぶ�まで適用

� � �



Step2. Detect failed voxels.

Step1 . Apply a pass algorithm

to initial voxels.

Step3. Subdivide failed voxels.
Apply the pass algorithm 

to obtained voxels.  

End.

when any failed voxels
are not detected

when some failed voxels
are detected

図 � マルチパス再分割アルゴリズム

し� その処理が終了したら打ち切り解像度を高くする処理を最

大解像度まで繰り返す� そして� ある一定の時間が経過した時

点で処理を打ち切り� その時点での復元形状を出力とする� こ

れにより処理時間の変動が小さくなり� フレームレートを安定

させることができる� 処理が途中で打ち切られた場合は解像度

の低い復元形状となるが� 計測空間全体に対して形状復元を行

うことができる� 本節では� 本節では我々が提案するこの手法

について詳しく述べる�

�� � 視体積構築

視体積構築処理を以下に示す �図 ��� %�
&�から %�
&�は最

大解像度となるまで繰り返し行う� 一定の時間が経過すると�

%�
&�� %�
&�が終了した際に処理を打ち切る�

����� 打ち切り空間解像度までマルチパス再分割アルゴリズ

ムを施す

����� 処理結果を出力する

����� 前回の打ち切り解像度で分割できなかった灰色ボクセ

ル� 失敗ボクセルを打ち切り解像度を上げて分割する

����� %�
&�の打ち切り解像度で失敗ボクセルを探索する

%�
&�において� あるノードを黒ボクセルと判定した時は� その

ノードの子孫のノードをすべて黒とする� 白ボクセルと判定し

た時も同様である�

%�
&�において� 根から現在の打ち切り解像度に対応するノー

ドまですべてのノードに関する情報を毎回出力する� これは� 分

割を行っていないノードを含む�

%�
&�� %�
&�において� 最小のボクセルにおいても失敗ボク

セルが見つかった場合は� その打ち切り解像度ではもう失敗ボ

クセルを分割することはできず� 次の %�
&�で打ち切り解像度

を上げることによりまた分割できるようになるので� その情報

を保持しておく�

�� � 多重解像度での視体積交差

視体積交差では� 視体積構築によって求められた複数の対象

形状の積演算を行うことによって� 最終的な対象形状を求める�

このとき� 複数の対象形状の解像度が異なる場合があるので� こ

れに対応した視体積交差手法が必要となる�

すべての視体積の �分木を根から幅優先探索で走査をしてい

く� � 分木中の同じ位置のノードは同じ空間位置のボクセルを

指すので� ノードどうしの積演算を行うことで視体積交差を行

うことができる� まず� 木のノードの中で少なくとも一つ黒が

あれば� 黒と判定する� 黒ボクセルがなく� 失敗ボクセルが含ま

れている場合は� 必ず分割を行う� すべての木のノードが白で

あれば� 白と判定する� それら以外に関しては� 灰色と判定し木
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Step3

Black 
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Subdivide gray voxels and

failed voxels 

Step2

Afterward,  procedure from Step2 to Step4 

is repeated untill a certain time passes

Gray voxel

………

Failed voxel

Step4

Apply the Multi-pass

subdivision algorithm in

the next space resolution

Apply the Multi-pass

subdivision algorithm in

 a certain cutoff resolution

Output a processing result 

in the previous step 

図 � 視体積構築の流れ

を掘り下げていく�

同時に� �頂点の情報はビット論理積を用いて求める�

�� 失敗ボクセル探索

マルチパス再分割アルゴリズムでは� 失敗ボクセル探索は打

ち切り解像度の灰色ボクセルをつなぎ合わせると� 復元形状の

表面となることを利用し� 白ボクセルと黒ボクセルが隣接して

いる場合にそれらのボクセルを失敗ボクセルとしていた� しか

し� 最小の灰色ボクセルをつないだ形状表面が閉じていても� 離

散マーチング・キューブ法により三角パッチに変換すると表面

が閉じないことがありうることが分かった �図 ��� つまり� 白ボ

クセルと黒ボクセルが隣接している場合にそれらのボクセルを

失敗ボクセルとするだけでは不十分である�

そこで� マルチパス再分割アルゴリズムにおける失敗ボクセ

ル探索を行った後� さらに発見できなかった失敗ボクセルを別

の手法で探索する� 具体的には� 黒あるいは白ボクセルと最小

の灰色ボクセルが隣接する部分はすべて表面を調べる� これは，

灰色ボクセルが生成されるたびに� 隣接ボクセルを探索し� 隣

接ボクセルと頂点の判定が異なる場合は� 失敗ボクセルとする

ことで実現できる� このとき� 灰色ボクセルの隣接ボクセルは

� 方向だけ調べるだけで十分である� これは� 灰色ボクセルが

現在の空間解像度において最大の高解像度のボクセルであるた

め� 必ず隣接するボクセルのうち �方向には同じ最大の空間解

像度のボクセルが存在し� 空間解像度が同じであれば� 頂点の判

定が異なることはないためである�

ただし� 灰色ボクセルが階層が二つ以上異なる黒あるいは白

ボクセルと隣接しているときには注意が必要である� それは�

図 �に示すように� 灰色ボクセルの隣接ボクセルを失敗ボクセ

ルとして分割しても� 頂点の判定がまだ異なるためである� そ

こで� 階層が二つ以上異なるときには� パスアルゴリズムを施し

た後� 再度灰色ボクセルとそれに隣接する頂点に矛盾がないか

調べる�

�� 多重解像度での表面パッチ構成

異なる空間解像度のボクセルを離散マーチング・キューブ

� � �



Object

Black voxel
Gray voxel

White voxel
Patch by discreate 
marching cube method

図 � クラックが起こる例 �� 次元�

Failed voxel

Judge of the vertex is different

This Failed voxel is not subdivided. 

Judge of the vertex is different yet

Black voxel Gray voxel

White voxel

Vertices projected on the silhouettes
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図 � クラックが起こる例� �� 次元�

�'!(�法を用いてパッチに変換すると� クラックが起こること

がある �図 ������ クラックが生じると� 見た目が大変不自然と

なる� そのため� クラックをなくすことが必要となる�

図 ���� のクラックは� 中央の印のついた頂点が� 左側の高解

像度のボクセルと右側の低解像度のボクセルにおいて異なる判

断を生じたものである� このように� クラックはこのように高

解像度のボクセルと低解像度のボクセルが隣接する際に� 共有

されるボクセルの判定が異なる場合に発生する�

そこで� このような頂点を探索し� 低解像度のボクセルを分割

し� 頂点の判定を高解像度ボクセル側に合わせる �図 ��)��� な

お� 問題となっている頂点以外の頂点に関しては� '(!法の性

質から� 再び画像と照らし合わせる必要はなく� 低解像度の頂点

情報より判定することができる� 具体的には� 決定しようとし

ている頂点をはさむ頂点の組が一組でも黒と黒の組であれば黒�

そうでなければ白となる� つまり簡単な論理演算によって実装

可能であるため高速に処理を行うことができる�

�� シ ス テ ム

我々がこれまでに提案したシステムでは� � 視点ごとに視体

積を作り共通部分を求めていたが� � 視点ごとに視体積を構築

して共通部分を求める� これは� �視点ごとに視体積を構築する

ことにより表面積が小さくなり� 灰色ボクセルは減少し� それに

より分割せずに済むボクセルが増えるため� 処理時間が短くな

ることが期待できるからである�

以下に提案するシステム構成を示す �図  �� なお� ノード '

とノード #における処理は� 我々がこれまでに提案したシステ

Judge of the vertex is different

Voxel in higher resolutuion Voxel in lower resolutuion

��� 単純に多重解像度で �
 法を施したとき

Vertices projected on the silhouettes
 of input images
Vertices projected on the background
 of input images

Patch by discreate marching cube method

The voxel in the lower resolution is subdivided 
using information of the neighboring voxel

��� 提案手法

図 � 多重解像度での表面パッチ構成
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図 � 本研究のシステム構成

ムとまったく同じである� �

ノード�* カメラ画像を取得し� その中から背景差分によって

対象物体を抽出する� 対象物体を抽出した画像をノード�� ノー

ド�に送る� ただしノード�は視体積構築のためだけに用い

るので� データ量を少なくするために白黒画像を送る� 一方ノー

� � �
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��� 斜め上から見た図

cam1
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��� 上から見た図

図 	 実験のカメラ配置と組み合わせ

ド�では色付けを行うためカラー画像を送る�

ノード �* ノード �およびノード��から送られてきた抽出

画像を用いて視体積を求める� 頂点を参照する際は �視点から

の画像をそれぞれ参照し� すべて占有の時のみその頂点を占有

とする� 視体積を� � 分木としてノード 	に送信する� ノード

�はノード	に対し視体積と空間解像度情報を �回以上送り�

処理の打ち切りの際に前回送った視体積と空間解像度情報が最

終的な結果であることをノード	に伝える�

ノード	* ノード �からぞれぞれ得られた視体積の共通部分

を視体積が送られてくる毎に求める� そして� 得られた灰色ボ

クセルのみに対して� 離散マーチング・キューブ法を施すこと

により三角パッチ表現へ変換する� この灰色ボクセルは空間解

像度が異なるものを含むため�穴が生じるここで�クラックパッ

チングにより� 穴をふさぐ� そして� ノード�と 
に送る�

ノード�* ノード	から送られてきた� 三角パッチに� ノード

�から送られてきた画像を基に色を付ける� 得られた色情報を

ノード 
に送る�

ノード 
� ノード !からの三角パッチデータとノード�から

の色データとユーザから入力された仮想視点位置から� 重み付

き色付き対象形状を生成� すなわち対象物体の自由視点映像を

生成する�

�� 実験と考察

�� � 実 験

�節までの� 多重解像度処理での視体積交差法�失敗ボクセル

探索� クラックパッチングを実験により多重解像度での形状復

元が正確に行われているかどうかを調べた� 実験では� カメラ

を $ 台用いた� 図 � にカメラ配置とノード � において視体積

交差をする際のカメラの組み合わせを示す� カメラ画像の解像

度は ��+� ��+で� 最大空間解像度は ���� ��� � ���� 最小ボ

クセルの一辺を ���� 木の深さは �� 初期ボクセルの空間解像

度は � � � � � として実験を行った� また� 打ち切り解像度は

��� �� � ��� ��� � ���� ���の �段階とした� しかし処理の

打ち切りにより多重解像度にするのではなく� ランダムに木の

ノードを選ぶことにより多重解像度にした� 結果を図 �� �に示

す� パッチングには� 穴がなくなっていることを確認できた�

	� お わ り に

本稿では�多重解像度形状復元の際に現れる穴をふさぐクラッ

��� 固定解像度

��� 多重解像度 �クラックパッチングなし�

��� 多重解像度 �クラックパッチングあり�

図 
 多重解像度での表面パッチ構成
� � �



クパッチングの手法を提案し� 実験でこの手法により穴がふさ

がれていることを確認した今後の課題としては�

� 本手法の �!クラスタでの実装

� 他のノードの処理の打ち切り

� 色情報を圧縮する

� 自由視点映像のオンライン配信の実現

などが挙げられる�
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