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コンピュータに絵を描かせる 

齋藤 豪（副会長，東京工業大学） 

Let Computer Draw 

 Suguru SAITO（Vice President of IIEEJ, Tokyo Institute of Technology） 

 

コンピュータに絵を描かせたいな，ということを随分と長く考えている．コンピュータが自律的に対象を選択して絵

を描くというのではない．与えられた写真や物の像を人が描くような画像として出力できるようにしたいのである． 

 人が絵を描く時は絵筆やペンなど道具を使う．その運筆方向を決めるには何をすればよいだろう．初めに使った方法

では，小さな窓を設け，二次元離散窓フーリエ変換の振幅応答から方向を決定した．16×16 や 32×32 画素という狭い

範囲の画像特徴を調べて各画素の座標での代表方向を決めそれをつないで短い線を引いて絵を構成した．小さな筆のタ

ッチのようなものを沢山置いて画面を埋めていく方法である．矩形ブロックを敷き詰めるモザイク画像と比べて，単色

で塗られる微小な区画の面積はさほど変わらないにもかかわらず，印象派のモネの絵のように見えることがおもしろか

った．また画素単位で色の異なる写真と比べれば，圧倒的に情報が欠如しているにも拘らず，対象を把握できることも

興味深かった．視覚野のハイパーコラムをうまく刺激する画像に変換していたと考えればよいのかもしれない．ただ，

作られた画像は画面全体が均一な描き込みのようでめりはりがなかった．つまり機械的なのである． 

 これは小さな筆のタッチを模倣したものを構成要素として画面を構成していること，またその形の決定が局所的な情

報であることに起因している．より広い範囲の情報を使って画面を構成するにはどうすればよいだろうか．人の視覚の

網膜から脳への信号伝達から考えると，時間もしくは視界の空間的な変化がとても重要である．空間的な変化が大きい

ところは輪郭線として捉えられる．知覚した対象を線を基本要素として表現し直した像からも，元と同じ対象であると

いう知覚を産むということは線が認知処理ととても関係が深いことを指し示す．輪郭線は実世界には存在しない人の認

知によって作られる仮想線であるが，小さな子がまず初めに描く絵もその輪郭線である．また，平安絵巻，水墨画，浮

世絵，その流れを受け継ぐ漫画やアニメでは輪郭線を使った表現が広範に見られるのはご承知のとおりである．  

 そこで，線画表現について力を入れることにした．線による表現には，ペン画でのハッチングのような微細な線の集

合による表現もあるが，それは小さな筆のタッチを置いていくのと似た処理で実現できそう．もっと広い範囲の情報を

つかって描かせたい，一本一本が輪郭線のような重要な線をあらわす表現をコンピュータに描かせるにはどうしたらよ

いだろう．すべての線が均一な表現では機械的である．たとえば太さであれば，一定の幅で描くのではなく，一本の線

の中でも部分毎に強弱があり，端点も，止め，払い，入り，抜きが適切に施されて描かれなければ味気ない．そこで

色々とやってみた．まず，描画対象物の知識がない前提で線の形は与えるとして，その太さに強弱を付けるために曲率

が大きければ太く，小さければ細くする方法を考えた．大体よいのだけれど，もともと太さがない線に幅を持たせる，

しかも端に入り，抜きの表現を付けるとなると，単純にやっては端に勢いが付かなくなることがあるとわかった．線の

両側線の曲率半径方向が逆向きになってしまうのが良くない．そこで，日本刀の切っ先の鋭さにならい，峰と刃が同じ

曲率半径方向となるよう，線に幅を持たせる際には両側を対称に太くするのではなく比率を変えて太くするように工夫

をした．すると，これで問題は解決した．慣れた人が線を引く際は細い線であってもその線の輪郭を無意識のうちに考

慮して運筆を微調整しているのではないだろうか．筆先の接地の形をサンプルにより学習させた隠れマルコフモデルを

利用して推定し，毛筆で描いたような線を引かせた．これら 2 つは線の形だけが与えられたときにその形状から機械

的でない線を描く試みであった． 

 描画対象の三次元物体形状が与えられた前提で，それを線画にすることを試みたこともある．アーティストが対象の

三次元物体の描き方を，見る方位ごとに登録する方法では，登録した線の描画の仕方を適宜参照し，投影像の視線方位

からの線画を作成した．このとき線の描画の仕方は物体表面に登録し，視線方位の変化で線がチラつかないよう参照の

仕方を工夫したのだが，刻々と視線方位が変わる映像を作る際，人が線と線が近いと感じる尺度は複数あるようなのが

興味深かった． 

 コンピュータで人の描画を分解して模倣することは，視覚特性を画像フィルタとして捉えること，認知プロセスを仮

定すること，運筆技法の非言語的な特徴などに気づくことの入口になった．そして，これらの入口が私の別の研究テー

マに繋がっていたりする．機械学習の手法の利用も有効であると思う．私のところでも線と線との交わるところの描き

分けをしっかりできるようするために，今，機械学習の手法を利用している．ただし，入力から最終画像出力まで一気

通貫で機械学習をブラックボックス的に利用するだけだとどうだろう．本学会には様々な研究発表の場がある．コロナ

禍の社会情勢であるが，一方でコミュケーション科学技術の進化もある．発展的な良い芽が育つために，時代にあった

より良い議論のできる場を提供できるよう，副会長として微力ながら貢献したいと思う．そして一研究者として参加し

て議論したいと思う． 
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ビジュアルコンピューティング論⽂特集号に寄せて 

ゲスト編集委員⻑ 

Visual Computing 研究会委員⻑ ⾦井 崇 

 

2021 年度のビジュアルコンピューティング（VC）論⽂特集号をお届けします．VC 特集号は，本学会 VC 研究会のメ
ンバーが中⼼となり，コンピュータグラフィックスやコンピュータビジョン，画像処理，可視化領域を核とする視覚計
算融合領域に広く関わる論⽂を募集し，査読・編集を⾏うもので，本号で 27 回⽬を迎えます． 

 今年度の VC 特集号への投稿件数は 9 件でした．昨年度が 8 件ですので若⼲の増加ですが，実は，昨年 12 ⽉開催の
VC2020 より推薦された論⽂が VC 特集以前に 7 件投稿されており，トータルでは VC 関係の論⽂の投稿数はかなり増え
ている，と考えています． 

 今年度の 9 件の投稿のうち，厳正な審査の結果，この中から 4 件をフルペーパー，2 件をショートペーパーとして計 6

件を採択しました．採択論⽂のうち，深層学習に関するものが 2 件あります．1 件は，感性語を⽤いてリビングルーム
画像の検索を⾏う感性検索に関する研究，もう 1 件は平⾯形状のリアルな脆性破壊形状の⽣成に関する研究です．その
他，モルフォロジー演算を⽤いた点群モデルの鮮鋭変換に関する研究，プロジェクティブ・ダイナミクスの計算量削減
に関する研究，直交配置マルチディスプレイによる裸眼⽴体映像⽣成に関する研究，球⾯波参照光を⽤いたインライン
ディジタルホログラフィに関する研究，と，今年度も多彩なテーマを扱ったものとなりました．⼀⽅，今回残念ながら
返戻と判定されました論⽂についても，優れた要素が少なからず含まれており，査読コメントを参考に研究を継続され，
是⾮とも再投稿されますようお待ち申し上げております． 

 VC 論⽂特集号は，⽇本国内の論⽂誌としては数少ない，主にビジュアルコンピューティング技術にフォーカスした特
集を毎年⾏っております．しかも，査読は国内の⼀流の研究者を選定し，⼗分な査読期間を確保してしっかりと⾏って
おりますので，掲載される論⽂はその品質が保証されたものとなっております．また，以前より，博⼠課程の学⽣にと
って学位取得の対象となる論⽂となるよう，出版時期が設定されております．さらに，当然ですが VC 特集号に掲載さ
れた論⽂は，画像電⼦学会の論⽂賞，および⻄⽥賞の選定対象となります．なかでも⻄⽥賞は，画像電⼦学会誌に掲載
される論⽂のうち，ビジュアルコンピューティング関係の論⽂のみを対象に隔年で選出される，権威のある表彰の機会
となっております．このように，論⽂が掲載されるとそれに伴う利点が⾮常に多いといえますので，ぜひお気軽にご投
稿いただければ幸いです． 

 VC 研究会の活動としては，他にビジュアルコンピューティングワークショップがあります．これは 1 泊 2 ⽇の合宿形
式で議論が中⼼となる会議です．ただ，この 2 年間は，新型コロナウィルス蔓延の影響により残念ながら開催できてお
りません．来年度こそは是⾮とも対⾯で皆様にお会いし，ビジュアルコンピューティングの未来について議論できるこ
とを願っております． 

 最後になりましたが，本論⽂特集号の編集にあたり，ゲスト編集幹事や学会の編集理事の先⽣⽅には，論⽂の査読に
関する作業や校正作業等で献⾝的にご尽⼒いただきました．また，査読委員，学会事務局の皆様にも，論⽂の募集，査
読，編集の過程でたいへんお世話になりました．この場をお借りして⼼から御礼申し上げます． 

 

ゲスト編集委員⻑：⾦井 崇（東京⼤学） 

ゲスト編集理事：五⼗嵐 悠紀（明治⼤学），井尻 敬（芝浦⼯業⼤学），佐藤 周平（富⼭⼤学） 
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マルチモーダル学習を用いたリビングルーム画像のパーソナライズド感性検索

小 林 菜穂子† 高 橋 裕 樹† ††（正会員）

†電気通信大学大学院情報理工学研究科 , ††電気通信大学人工知能先端研究センター

Personalized Kansei Retrieval of Living Room Images by Multimodal Learning

Naoko KOBAYASHI† , Hiroki TAKAHASHI† ††(Member)

†Graduate School of Informatics and Engineering, The University of Electro-Communications ,

††Artificial Intelligence eXploration Research Center, The University of Electro-Communications

〈あらまし〉 本論文では，不動産ポータルサイトにおいて直感的に希望の物件が検索できるよう，感性語を用いてリビ
ングルーム画像の検索を行う感性検索手法を提案する．提案手法は Conv-DCCAE (Deep Canonically Correlated

Auto-Encoders) とランキングモデルを組み合わせた二段階の学習モデルを用いる．学習の際には，アンカー画像，
アンカー画像の印象を表す感性語の正例とアンカー画像の印象と異なる感性語の負例を一組にして入力する．まず，
Conv-DCCAEを用いて感性語と画像の関係性を学習し，共通空間に射影する．次にランキングモデルを学習し，共
通空間上でアンカーに対して正例の距離が小さく，負例の距離が大きくなるように補正した感性検索空間を構築する．
また，適合性フィードバックを用いてランキングモデルを再学習することで，感性検索空間をパーソナライズする．
検索精度はランキングの精度を評価する指標である nDCG (normalized Discounted Cumulative Gain)を用いて
評価し，従来手法と比較して nDCG@1,5,10の値により評価したところ，提案手法が最も精度の高いランキングを
提供できることがわかった．また適合性フィードバックを用いることで，初期検索結果が不適切であったユーザに対
してより適切な検索結果を提示することができた．

キーワード：感性検索, パーソナライズド検索, マルチモーダル学習，正準相関分析，ランキング学習，適合性フィー
ドバック

<Summary> In this paper, we propose a kansei retrieval method for living room images so that users

can intuitively retrieve their desired properties on real estate portal sites. The proposed method employs a

two-stages training model that combines Conv-DCCAE (Deep Canonically Correlated Auto-Encoders) and

ranking model. For training model, a set of anchor images, positive examples of kansei words that represent

impressions of the anchor images, and negative examples of kansei words that differ from the impression of

the anchor images are input. First, the relationship between kansei words and images is trained using Conv-

DCCAE, and projected onto the common space. Then, a ranking model is trained, and a kansei retrieval

space is constructed by correcting the distance of positive examples to the anchors to be smaller and the

distance of negative examples to the anchors to be larger in the common space. The proposed method

also personalize the kansei retrieval space by retraining the ranking model using relevance feedback. The

retrieval performance was evaluated by using nDCG (normalized Discounted Cumulative Gain), which is an

index to evaluate the performance of the ranking. The proposed method achieves the most accurate ranking

for nDCG@1, 5, 10 compared with the conventional methods. In addition, the proposed method was able

to provide more appropriate retrieval results to users, whose initial retrieval results were inappropriate, by

using relevance feedback.

Keywords: kansei retrieval, personalized retrieval, multimodal learning, canonical correlation analysis,

learning to rank, relevance feedback

               　　-- ビジュアルコンピューティング特集 --
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1. 背景と目的

近年，テクノロジを不動産業に活用するReal Estate Tech

の試みが盛んに行われており，実用化が進んでいるサービス

も多くある1)．例えば，物件の購入の判断に欠かせない内見

を手軽に行うためのVR(Virtual Reality)内見や，スマート

ロックを利用した無人内覧がある．また，これまでは不透明

であった，物件の売却価格の推定を自動化する試みもある．

多くのサービスが展開されるなか，不動産ポータルサイト

の普及によって，誰でも手軽に物件の検索を行うことが可能

になってきている．しかしながら，不動産ポータルサイトの

多くは，キーワードによる検索に限定されている．掲載され

ている膨大な数の物件の中から希望の物件を見つけるために

は，家賃の上限や部屋の設備などの条件をあらかじめ決めて

おかなくてはならない．部屋探しをする人の中には，「モダン

な部屋」や「落ち着いた部屋」のように，詳細な条件には落

とし込めていない，抽象的な言葉や感性的な言葉で希望の物

件を表現する人もいる．そのような人でも直感的にポータル

サイトで希望の物件が検索できるよう，本論文では感性語で

リビングルーム画像の検索を行う感性検索手法を提案する．

2. 感性検索の関連研究

栗田ら2)は複数の感性語を用いた絵画画像の感性検索手法

を提案した．この研究では，CCA (Canonical Correlation

Analysis) を用いて画像の局所自己相関特徴を感性語と対応

付ける手法を提案したが，シンプルな特徴設計のため画像の

色に大きく依存してしまうことや，複雑な関係性が学習でき

ないことが課題であった．堀田ら3)や Chen ら4)らは複数の

ハンドクラフト特徴量を組み合わせることで，景観画像や衣

服の生地画像の印象予測手法と感性検索手法を提案した．し

かしながら，特徴量の設計が十分でなく，同系色で構成され

た画像や色相の多様性が少ない画像は適切に検索することが

困難であることが課題であった．またOtaら5)は，ディープ

ニューラルネットワークを用いて特徴抽出を行うことで，ハ

ンドクラフト特徴量を用いた従来の手法よりも高精度な衣服

画像の印象予測を実現したが，「好みに合う」「合わない」な

どの一つの指標のみを扱うことを前提としているため，複数

の印象の度合いを推測することは困難である．

そこで本論文では，ディープニューラルネットワークとCCA

を用いて，多様性の少ない画像であるリビングルーム画像と

複数の感性語との関係性を学習する手法を提案する．

3. 感性検索手法

感性検索手法の概要を図 1 に示す．本論文では，Conv-

DCCAE (Deep Canonically Correlated Auto-Encoders)

とランキングモデルを組み合わせた二段階のマルチモーダル

学習モデルを用いて，感性語と画像特徴を関連付けた感性検

索空間を構築する．提案モデルの構造を図2に示す．検索時

図 1 感性検索手法概要
Fig. 1 Overview of kansei retrieval method

図 2 提案モデルの構造
Fig. 2 Structure of the proposed model

にはユーザの入力した複数の感性語の評点を感性検索空間に

射影し，データベース中の画像との距離を比較することで入

力に適した画像を選択し，提示する．

3.1 Conv-DCCAEを用いた共通空間の学習

各画像に付与された複数の感性語の評点を感性ベクトルと

する．感性ベクトルx = (x1, x2, . . . , xp)と，画像yから構成

されるデータセット (X,Y) = {(xij,yi) | i = 1, . . . , n, j =

1, . . . ,m}について分析を行う．ただし nは画像枚数を表し，

mは評価者数を表す．例えば xij は画像 yi に評価者 j が付

与した感性ベクトルを示す．DCCAE6)はオートエンコーダ

と DCCA (Deep Canonical Correlation Analysis)7)を組み

合わせたモデルであり，マルチモーダルデータの非線形構造

の解析を行う．

本論文では，図3に示すDCCAEにおける画像側の非線形

変換に CNN (Convolutional Neural Network) を利用した，

Conv-DCCAEを用いる．

DCCAでは，式 (1)に示す入力X,Yをディープニューラ

ルネットワークで非線形変換したデータ f(X; θ1), g(Y; θ2)

を線形変換した正準変量 u(X), v(Y) の相関が最大になる

ような共通空間が，式 (2) で定められる最適なパラメータ
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図 3 Conv-DCCAEの構造
Fig. 3 Structure of Conv-DCCAE

θ∗1, θ
∗
2，U

∗,V∗ に従って構築される．ただし，θ1, θ2 はそれ

ぞれX,Yに対するディープニューラルネットワークのパラ

メータである．また，tr(A)は行列 Aのトレースを表す．{
u(X) = UTf(X; θ1)

v(Y) = VTg(Y; θ2)
(1)

(θ∗1, θ
∗
2，U

∗,V∗)

= arg max
θ1,θ2,U,V

corr(UTf(X; θ1),V
Tg(Y; θ2))

= arg max
θ1,θ2,U,V

tr(TTT)
1
2

(2)

ここで，T ≜
∑̂−1/2

11

∑̂
12

∑̂−1/2

22 であり，H1 =

f(X),H2 = g(Y)とすると，
∑̂

11,
∑̂

22,
∑̂

12 はそれぞれ

式 (3)から式 (5)で示される．ただし，H̄1, H̄2はH1,H2を

中心化した行列である．また，式 (3)と式 (4)の第二項は正

則化項であり，γ1, γ2 は正則化パラメータ，I は単位行列で

ある．

∑̂
11

=
1

nm− 1
H̄1H̄1

T
+　γ1I (3)

∑̂
22

=
1

nm− 1
H̄2H̄2

T
+　γ2I (4)

∑̂
12

=
1

nm− 1
H̄1H̄2

T
(5)

Conv-DCCAEの損失関数 L Conv−
DCCAE

は，式 (6)で示され

る DCCAの損失関数 LDCCA にオートエンコーダ―の制約

項を追加した式 (7)で示される．

LDCCA = min
θ1,θ2,U,V

− 1

nm
tr(TTT )

1
2 (6)

L Conv−
DCCAE

= LDCCA

+ min
θ1,θ2,U,V

λ

nm

n∑
i=1

m∑
j=1

(||xij − x̂ij||22 + ||yi − ŷi||22) (7)

ただし，λ(λ > 0)はLDCCAと再構成誤差の度合いを決定す

るトレードオフなパラメータである．また，x̂, ŷはそれぞれ

入力 x,yを再現するようなオートエンコーダの出力を表す．

3.2 疑似負例を用いた Pairwiseランキング学習

Conv-DCCAEで学習した正準変量 v(Y)を全結合型ニュー

ラルネットワークの入力として，ランキングモデル v∗(Y) =

h(v(Y)) を学習する．Pairwise ランキング学習では，アン

カーと意味的に近い正例と意味的に遠い負例を一組にして学

習を行い，空間上でアンカーに対して正例の距離が小さく，

負例の距離が大きくなるように変換する．

ランキング学習の損失関数 Lrank を式 (8)で定める．

Lrank(u
+,u−,v∗) =

n∑
i=1

m∑
j=1

||u(x+
ij )− v∗(yi)||2

||u(x−
ij )− v∗(yi)||2

(8)

ただし u+，u−は，式 (9)，式 (10)に示す正例の集合X+

と負例の集合X−をそれぞれ共通空間に射影した式 (11)，式

(12)に示される集合である．

X+={X+
1 , . . . ,X

+
n }

={x+
11,x

+
12, . . . ,x

+
1m,x+

21, . . . ,x
+
nm} (9)

X−={X−
1 , . . . ,X

−
n }

={x−
11,x

−
12, . . . ,x

−
1m,x−

21, . . . ,x
−
nm} (10)

u+ = {u(x+
11),u(x

+
12), . . . ,u(x

+
1m),u(x+

21), . . . ,u(x
+
nm)}
(11)

u− = {u(x−
11),u(x

−
12), . . . ,u(x

−
1m),u(x−

21), . . . ,u(x
−
nm)}
(12)

正例X+はアンカー画像に付与された感性ベクトルで定め

る．負例X−はアンカー画像が持つ印象と異なる印象の感性

ベクトルで定められるが，本論文では負例の感性ベクトルが

得られないため，疑似負例を生成する．感性ベクトル x1 と

x2の類似度 s(x1,x2)を，コサイン類似度 sc(x1,x2)とユー

クリッド距離 se(x1,x2)に基づいて，式 (13)で定める．た

だし，コサイン類似度の計算時には，評点の中心を原点とし

て計算する．

s(x1,x2) =
sc(x1,x2) + 1

2
+

1

1 + se(x1,x2)
(13)

正例 {{X }+i }の中央値 x̃i
+と負例 x−

ij の類似度 s(x̃i
+,x−

ij )

が，δlowi ≤ s(x̃i
+,x−

ij ) ≤ δhighi をみたす x−
ij をランダムに

生成することで，疑似負例を定める．画像によって回答の分

布が異なるため，しきい値 δlowi , δhighi を画像ごとに動的に決

定する．

正例 {{X }+i } の中央値 x̃i
+ と正例 x+

ij の類似度

{s(x̃i
+,x+

i1), s(x̃i
+,x+

i2), . . . , s(x̃i
+,x+

iM)} が 正 規 分 布

N(µi, σ
2
i ) に従うと仮定し，しきい値 δlowi , δhighi を式 (14)

と式 (15)でそれぞれ定める．
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図 4 擬似負例生成のためのしきい値の決定例
Fig. 4 An example of determining the threshold for gen-

erating pseudo-negative examples

δlowi = s̄i − ω1σi (14)

δhighi = s̄i − ω2σi (15)

ただし，s̄i, σi は式 (16) と式 (17) でそれぞれ定義される．

また，ω1, ω2 はそれぞれ実験的に決定し，本論文では ω1 =

2.0, ω2 = 1.5とした．

s̄i =
1

m

m∑
j=1

s(x̃i
+,x+

ij ) (16)

σi =

√√√√ 1

m− 1

m∑
j=1

(
s(x̃i

+,x+
ij )− s̄i

)
(17)

しきい値 δlowi , δhighi の決定例を図4に示す．横軸は類似度
を，縦軸は回答数を表す．

3.3 感性検索空間を用いた画像の感性検索

データベース中の各画像は v(Y) = VTg(Y)として共通空

間に射影される．つぎにランキングモデル v∗(Y) = h(v(Y))

に従って正準変量 v(Y)を感性検索空間に射影する．

検索クエリとして与えられた感性ベクトル xqは，u(xq) =

UTf(xq) として感性検索空間上に射影される．推薦物件

y(y ∈ Y)は，u(xq)と v∗(Y)の距離を比較することで，式

(14)によって定められる．

y = arg min
y∈Y

d (u(xq), v
∗(Y )) (14)

dは距離を表す関数であり，ここでは d(p,q) = ∥p−q∥2を
満たすようなユークリッド距離とする．

3.4 適合性フィードバックを用いた感性検索空間のパー
ソナライズ

感性の個人差を考慮するため，適合性フィードバックを用い

て感性検索空間をパーソナライズする．図5に適合性フィー
ドバックを用いた感性検索空間のパーソナライズ手法の概

要を示す．ユーザは初期検索結果に対して入力した感性語の

評点と印象が合っていれば適合，異なると感じる場合には

不適合とフィードバックする．適合性フィードバックの情報

(a) 初期検索結果の提示

(b) ランキングモデルへの適合/不適合のフィードバック

図 5 適合性フィードバックを用いた感性検索空間のパーソ
ナライズ手法概要

Fig. 5 Overview of the personalization method for kan-
sei retrieval space using relevance feedback

に基づき，式 (15)の損失関数 Lに従ってランキングモデル

v∗(Y) = h(v(Y))を再学習する．損失関数 Lは，ランキン

グ学習の損失関数 Lrank と，式 (16)で示す適合性フィード

バックに基づく損失関数 Lfeedback の組み合わせで定める．

L = Lrank + η
1

Nf

Nf∑
t=1

Lfeedback

(
Y+

t ,Y
−
t ,u(xqt)

)
(15)

Lfeedback

(
Y+

t ,Y
−
t ,u(xqt)

)
=

|Y−
t |

∑
y+∈Y+

t
||u(xqt)− v∗(y+

f )||2
|Y+

t |
∑

y−
f ∈Y−

t
||u(xqt)− v∗(y−

f )||2
|Y−

t | ̸= 0 and

|Y+
t | ̸= 0

0 otherwise

(16)

Nf はフィードバック回数を示す．Y+
t は t回目のフィー

ドバックで適合とフィードバックされた画像の集合，Y−
t は

t回目のフィードバックで不適合とフィードバックされた画

像の集合を表し，|Y+
t |, |Y

−
t |はそれぞれ集合Y+

t とY−
t の

濃度である．xqt は t回目の検索における入力感性ベクトル

を表す．また，η はトレードオフなパラメータであり，適合

性フィードバックの結果をどの程度反映するかを決定する．

|Y+
t |の値が向上した場合のみネットワークの重みを保存し，

次回のフィードバックの再学習時の初期値とする．

4. 感性検索実験

4.1 リビング画像感性データセット

データセットの条件を表1に示す．評価者は，留学生を含
む大学生，大学院生で男女比は約 7:3である．画像の印象を表

す感性データの収集のため，SD (Semantic Differential) 法

を用いてアンケート調査を行った．評価者にはウェブ上の回

答フォームを用いて，提示されたリビング画像が各感性語対

についてどのように感じるかを 4段階の尺度で評価してもら

う．評価に用いる感性語対は有識者による選定と，Kobayashi

ら8)の従来研究に基づき決定した．回答フォームで一度回答
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表 1 リビング画像感性データセットの条件
Table 1 The condition of living image kansei dataset

リビング画像枚数 300枚

評価者数 93名

評価方法 4段階 SD法（評点 0 ∼ 3）

感性語対
狭い⇔広い, 暗い⇔明るい,

汚い⇔清潔な, レトロ⇔モダン,

寒い⇔暖かい, 落ち着きのない⇔落ち着いた

図 6 畳み込みオートエンコーダの構造
Fig. 6 Structure of the convolutional autoencoder

図 7 オートエンコーダの構造
Fig. 7 Structure of the autoencoder

した画像の評価を修正することはできず，評価者には画像が

ランダムな順番で提示される．また，評価の偏りを防ぐため

に，評価的に良い感性語を左右交互に配置した．

4.2 学習パラメータ設定

本論文で画像の非線形変換の学習に用いた畳み込みオー

トエンコーダと，感性語の非線形変換の学習に用いたオート

エンコーダの構造を図6と図7に示す．畳み込みオートエン
コーダのエンコーダとデコーダはそれぞれ 3層の畳み込み層

と 2層の全結合層から構成される．オートエンコーダのエン

コーダとデコーダはそれぞれ 4層の全結合層から構成される．

図 6と図 7中の赤枠で囲まれた層は，CCAの変換の学習に

用いるボトルネック特徴量を示しており，畳み込みオートエ

ンコーダとオートエンコーダのボトルネック層のユニット数

はともに 6とする．また，ランキングモデルの学習に用いる

全結合型ニューラルネットワークの層数は二層とし，出力ユ

ニット数は 6とする．

Conv-DCCAE は，バッチサイズを 128, 最適化手法は

Adam9)を用い，学習率を 0.01 として 100epoch 学習する．

また，正則化パラメータ γ1, γ2 はどちらも 1.0× 10−3 とし，

図 8 評価者オープン検証の概要
Fig. 8 Overview of subject open validation

損失関数のトレーニングパラメータ λ = 1.0× 10−3 とした．

ランキングモデルはバッチサイズを 128, 最適化手法はAdam

を用い，学習率を 1.0× 10−2 として 20epoch学習する．

4.3 実験方法と精度評価方法

未知データに対する提案手法の有効性を検証するため，評

価者オープン検証と評価者画像オープン検証を行う．また，

適合性フィードバックを用いて検索実験を行い，本パーソナ

ライズド検索手法の有効性を検証する．

4.3.1 評価者オープン検証

評価者オープン検証の概要を図8に示す．93名の評価者の
300枚の画像に対する感性語の評点をそれぞれ入力感性ベク

トルとして検索実験を行う．

93 名の評価者のうち，1 名をテストユーザとし，テスト

ユーザの 300 枚の画像に対する感性語の評点をテストデー

タとする．テストユーザ以外の 92名の感性ベクトルの中央

値で感性検索空間を学習する．入力感性ベクトルに対し，式

(14)にしたがって k位までの推薦候補をランキングとして獲

得する．

検索精度は，ランキングの精度を評価する指標である

nDCG (normalized Discounted Cumulative Gain) を用い

て評価する．nDCGはモデルによる予測ランキングのDCG

値と，適合度に対して降順にソートした理想的なランキング

のDCG値である IDCGに基づいて，式 (17)で定義される．

DCG値の算出方法は 2種類提案されており，Järvelinら10)

によって定義された DCG値を DCG1，Burgesら11)によっ

て定義されたDCG値をDCG2として評価に用いる．DCG1,

とDCG2はそれぞれ式 (18)と式 (19)で定義される．ただし，

kは評価対象の要素数であり，s(xi,xq)はランキング i位の

出力画像に付与された感性ベクトルと入力感性ベクトル xq

の適合度を表し，式 (13)を用いて算出する．テストデータの

nDCGの平均値でテストユーザの nDCGを定める．最終的

な検索精度は，各評価者をテストユーザとしたときの nDCG

の平均値とする．
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図 9 評価者画像オープン検証の概要
Fig. 9 Overview of subject and image open validation

nDCGi@k =
DCGi@k

IDCGi@k
× 100 (i = 1, 2) (17)

DCG1@k =
k∑

i=1

s(xi,xq)

log2(i+ 1)
(18)

DCG2@k =

k∑
i=1

2s(xi,xq) − 1

log2(i+ 1)
(19)

DCG2は適合度の高い要素をより強く重みづけして評価す

るため，検索上位に 1件でも極めて適合度の高い要素を提示

したい場合には DCG2を，ある程度の適合度の要素を多く

提示したい場合には DCG1の評価を重要視するのが良い．

4.3.2 評価者画像オープン検証

評価者画像オープン検証の概要を図9に示す．
93名の評価者のうち，1名をテストユーザとする．未知画

像に対しての有効性を検証するため，5分割交差検証を行う．

8割を学習画像，2割をテスト画像としてテストユーザ以外

の 92名の学習画像に対する感性ベクトルの中央値で感性検

索空間を学習する．その後，60枚のテスト画像を感性検索空

間上に射影する．

テストユーザのテスト画像に対する感性語の評点をそれぞ

れ入力感性ベクトルとして，検索実験を行う．式 (14)にした

がって k位までの推薦候補をランキングとして獲得し，評価

者オープン検証と同様の方法で nDCGを求める．各評価者を

順にテストユーザとして交差検証を行い，各評価者の nDCG

の平均値を検索精度とする．

4.3.3 パーソナライズド感性検索実験方法

テストユーザは，評価者オープン検証及び評価者画像オー

プン検証において，各入力に対する検索結果の上位 10件の画

像について 4回フィードバックを行い，フィードバックごと

にランキングモデルを再学習する．4回目のフィードバック後

の検索結果で検索精度を求める．ただし，本論文では実際に

ユーザから検索結果に対してフィードバックを得ることは困

難であるため，式 (13)で示される入力感性ベクトルと出力画

像の適合度 s(xi,xq)に基づいて検索結果が適合か不適合かを

表 2 評価者オープン検証 nDCG1/nDCG2(%)
Table 2 Subject open validation nDCG1/nDCG2(%)

method @1 @5 @10

CCA 49.06/35.12 55.83/42.63 58.88/47.01

KCCA 59.50/45.33 66.40/52.86 69.44/57.91

Conv-DCCA 61.00/46.81 68.54/55.67 71.65/60.53

Conv-Corr-AE 49.76/34.84 57.17/42.75 60.41/47.37

Conv-DCCAE 61.86/47.4569.31/56.2272.37/60.97

Conv-DCCAE

63.09/48.6970.05/57.0773.10/61.85＋ランキング

モデル

表 3 評価者画像オープン検証 nDCG1/nDCG2(%)
Table 3 Subject and image open validation

nDCG1/nDCG2(%)

method @1 @5 @10

CCA 50.75/35.09 61.61/47.01 65.81/53.41

KCCA 50.75/37.97 64.50/48.12 66.97/54.62

Conv-DCCA7) 55.60/41.18 67.49/54.80 71.55/61.29

Conv-Corr-AE 53.58/39.17 63.63/50.31 67.20/55.84

Conv-DCCAE 55.79/41.45 68.19/55.41 72.45/62.08

Conv-DCCAE

56.74/42.05 68.74/55.98 72.94/62.60＋ランキング

モデル

判断する．s(xi,xq)は 0から 2の値をとり，s(xi,xq) > 1.2

を満たすときに適合，s(xi,xq) ≤ 1.2のときに不適合である

として，フィードバックを行う．ランキングモデルの再学習

は，4.2項で述べた条件と同様にし，5epoch学習する．

4.4 実験結果

4.4.1 提案手法と従来手法の比較

Conv-DCCAEを用いた本提案手法の評価者オープン検証

と評価者画像オープン検証の結果を表2と表3に示す．マル
チモーダル学習として CCA, KCCA (Kernel CCA)12)，及

び深層学習ベースの手法である DCCA，Corr-AE (Corre-

spondence Auto-Encoder)13)の画像側の非線形変換にCNN

を利用した，Conv-DCCAと Conv-Corr-AEを用いた場合

の検索精度と比較する．CCAと KCCAは感性ベクトルと，

複数の Hand-crafted特徴量と Deep特徴量の組み合わせで

定めた画像特徴量を入力として学習する8)．Conv-DCCAの

モデル構造はConv-DCCAEのエンコーダ，Conv-Corr-AE

のモデル構造はDCCAEと同様とし，Conv-DCCAEと同様

の条件で学習を行った．表 2と表 3から，nDCG1@1,5,10及

び nDCG2@1,5,10の値でConv-DCCAEを用いた手法が従

来のマルチモーダル学習手法と比較して精度が向上し，さら

にConv-DCCAEとランキングモデルを組み合わせた提案手

法で最も精度の高いランキングを実現した．また，深層学習

を用いた Conv-Corr-AE, Conv-DCCA, Conv-DCCAEは，

CCAやKCCAと比較すると，評価者画像オープン検証で高

い精度を達成しており，深層学習が未知画像の感性検索に有
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表 4 評価者オープン検証 nDCG1/nDCG2(%)
Table 4 Subject open validation nDCG1/nDCG2(%)

method @1 @5 @10

Conv-DCCAE

63.09/48.69 70.05/57.07 73.10/61.85＋ランキング

モデル

適合性
68.71/55.06 74.03/61.88 75.71/64.99

フィードバック

表 5 評価者画像オープン検証 nDCG1/nDCG2(%)
Table 5 Subject and image open validation

nDCG1/nDCG2(%)

method @1 @5 @10

Conv-DCCAE

56.74/42.05 68.74/55.98 72.94/62.60＋ランキング

モデル

適合性
67.78/54.68 75.01/64.77 77.43/68.41

フィードバック

図 10 評価者オープン検証においてランキングモデルが有効
であった検索結果例

Fig. 10 Positive examples of retrieval results for the
ranking model in the subject open validation

効であることがわかった．

4.4.2 パーソナライズド検索実験結果

本論文では，損失関数のパラメータ η = 0.3 とした．

表4 と表5 に示すように，適合性フィードバックを用いる
ことで評価者オープン検証，評価者画像オープン検証ともに

nDCG1@1,5,10及び nDCG2@1,5,10の値が向上した．

4.4.3 検索結果例

評価者オープン検証における検索結果例を図10と図11に
示す．図 10のように，ネガティブな印象を入力としたときに，

CCAでは適切な検索結果が得られない傾向があった．本論

文で用いたリビング画像感性データセットは，商業用のリビ

ング画像から構成されているため，見栄えが良く，ポジティ

ブな印象を持つ画像が多く含まれている．そのため，画像と

図 11 評価者オープン検証においてランキングモデルが有効
でなかった検索結果例

Fig. 11 Negative examples of retrieval results for the
ranking model in the subject open validation

図 12 パーソナライズド検索結果例 1
Fig. 12 An example of personalized retrieval results1

感性語の線形な関係性を学習する CCAでは，学習データが

不足しているネガティブな印象をもつ画像の関係性が十分に

学習できなかったものと推測される．また，ランキングモデ

ルを用いた提案手法は，図 10の例では Conv-DCCAEのみ

を用いた結果と比較して，より入力と近い印象を持つ画像を

検索することに成功したが，図 11のように，Conv-DCCAE

を用いて得られた感性検索空間で比較的精度の高い検索結果

が得られている場合には，ランキングモデルを用いることで，

検索精度が低下してしまうこともあった．

つぎに，図 12 と図13 に適合性フィードバックを用いた
パーソナライズド検索実験結果例を示す．各フィードバック

で適合と判断された画像の右上に○を，不適合と判断された

画像の右上に×を記している．網掛けされた検索結果は，適

合と判断された画像数がそれまでの検索結果から向上せず，
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図 13 パーソナライズド検索結果例 2
Fig. 13 An example of personalized retrieval results2

ランキングモデルの重みが更新されなかった試行を示してい

る．適合性フィードバックを用いることで，より入力と近い

印象を持つ画像が検索結果として提示されている．また，多

くの場合 1回のフィードバックで検索結果が改善したものの，

フィードバックの回数を重ねても精度がさらに改善されるこ

とはなかった．これは，ランキングモデルの再学習が学習デー

タの関係性を保持するように行われるため，検索結果全体を

大きく変更するのではなく，上位の検索結果の順番が入れ替

わるような感性検索空間が再構築されることが原因として挙

げられる．そのため，フィードバック回数を増やしてもユー

ザがフィードバックを行う新規の画像が少なく，感性検索空

間の修正が行われなかった可能性がある．

5. 結論と今後の課題

本論文では，感性検索のためのマルチモーダル学習手法と

して Conv-DCCAE とランキングモデルを組み合わせた二

段階の学習モデルを提案し，実験及び評価を行った．評価者

オープン検証，及び評価者画像オープン検証で，nDCG1@1,

5, 10，nDCG2@1, 5, 10の値により評価したところ，提案手

法が最も精度の高いランキングを提供できることがわかった．

また，適合性フィードバックを用いることで，評価者オープ

ン検証及び評価者画像オープン検証のいずれでも検索精度が

向上した．

しかしながら，ランキングモデルを学習することで Conv-

DCCAEのみを用いた場合よりも検索精度が低下してしまう

ことがあった．ユーザや負例生成に起因する傾向が見られな

かったため，感性語の影響も分析するとともに，ランキングモ

デルの学習及び適用条件を検討する必要がある．また，パー

ソナライズド検索において，適合性フィードバックの回数を

増やしても検索結果が大きく改善しないという問題があった

ため，ランキングモデルの再学習時のトレードオフパラメー

タ ηの値を変更するなどして，感性検索空間をさらにユーザ

個人の感性に合わせて最適化するような工夫が必要である．
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サイクロープスの眼：直交配置マルチディスプレイを用いた
裸眼立体映像生成のためのアナモルフォーシスの先鋭化

徳 永 恵 太† 長 澤 彦 己† 藤 代 一 成†（名誉会員）

†慶應義塾大学

Cyclopean Eye: Pinpointing Anamorphosis for Naked-Eye 3D Imaging

with Orthogonally Arranged Multiple Display Monitors

Keita TOKUNAGA†, Genki NAGASAWA†, Issei FUJISHIRO†(Honorary Member)

†Keio University

〈あらまし〉 井阪らは，2枚の汎用ディスプレイモニタを直交配置し，単眼性の錯視表現であるアナモルフォーシス
にユーザの視線追跡を組み合わせることで運動視差を誘発し，裸眼立体映像を提示するシステムを開発した．しか
し，小型のディスプレイモニタを利用する際に，このシステム上では両眼視差の影響が無視できず，ユーザの感じる
立体感が低下する可能性がある．そこで本論文では，空間の構図を認識する両眼の貢献度の差異を特定し，アナモル
フォーシスの効果を先鋭化する手法を提案する．利き目を追跡するよりも，両眼位置の適正な内分比の位置に「サイ
クロープスの眼」をおき，それに対してアナモルフォーシスを計算することで，効果の先鋭化と臨場感の向上が可能
なことを実証した．さらに，折畳み式ディスプレイを搭載する商用ラップトップ PCへの提案手法の移植例も示す．

キーワード：裸眼立体視, 利き目, 両眼視差, 運動視差, アナモルフォーシス, サイクロープスの眼

<Summary> Isaka et al. developed a naked-eye stereoscopic viewing system by inducing motion parallax

through the orthogonal arrangement of two general-purpose display monitors and combining anamorphosis,

which is known as a monocular illusion expression, with tracking of the user’s line of sight. However, the

stereoscopic effect perceived with this system may possibly be degraded when using small display monitors

due to the effect of binocular disparity. In this paper, we aim at pinpointing the effect of anamorphosis by

identifying the difference in the contribution of the two eyes in recognizing the composition of the displayed

space. We empirically proved that rather than tracking the dominant eye, it is possible to pinpoint the

effect and to improve the sense of presence by placing “cyclopean eye” at a certain internal position between

the two eyes to obtain proper anamorphosis. An example of porting the proposed method to a commodity

laptop PC with a foldable display is also presented.

Keywords: naked-eye 3D view, dominant eye, binocular disparity, motion parallax, anamorphosis, cyclo-

pean eye

1. 背景と目的

アナモルフォーシス (anamorphosis)とよばれる，ある視

点から見たときのみ正常な投影像が見えるように構図を工夫

して作品を描くデザイン技法が知られている．永井1)は，壁

と床に対してスケッチブックを開き，アナモルフォーシスを

用いたトリックアート作品群を発表している．スケッチブッ

クの連続する画用紙に壁と床というメタファを与え，ユーザ

に錯覚を引き起こして 3次元のプレゼンスを与える．しかし，

作品の特性上，視点を動かすと所定の構図は崩れてしまう．

井阪ら2)はそこに着眼し，2枚の画用紙を置き換えたディス

プレイモニタに対して，顔の位置を追跡し，その中心位置を

視点とした 3次元モデルの投影像を更新し続けることで，運

動視差を誘発させて裸眼立体視を実現した．

我々は両眼から取得した情報を脳で処理することによって

奥行き情報を知覚している．そのため，井阪ら2)の裸眼立体

視系を両眼で観察する場合，適切な両眼視差情報を提示する

ことができず，ディスプレイ平面上に投影されている映像で

あると解釈される余地を与えてしまう．これにより，ユーザ

が感じるプレゼンスを低下させてしまう可能性がある．

               　　-- ビジュアルコンピューティング特集 --
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アナモルフォーシスは本来，単眼性を仮定した表現技法で

あるため，どこを視点に設定するかによって表示される映像

が大きく異なる．そこで，利き目に向けて映像を提示するこ

とで，両眼で見た場合においても，さらに立体的な映像をユー

ザに提示できるのではないかと着想した．

そこで本研究では，井阪ら2)のシステムに組み込んだ両眼

位置検出機能を利用してユーザの利き目を追跡することで，

単に両眼の中心を追跡した場合と比べ，どちらがユーザの正

面を捉えられているかを実験的に検証した．また，Miles法

を参考に，実験参加者から見て手前から奥に直線的に延びる

形状を提示することで，利き目の位置を推定する手法を考案

した．その結果，利き目，もしくは両眼の中心を追跡した際

に正面を捉えられていることが判明した．しかし，ユーザに

よって利き目と両眼の中心のどちらが最適な追跡位置である

かは不明確であった．そこで利き目を推定する際に用いた両

眼の間の内分点を追跡し，利き目，両眼の中心と比べ同様の

実験を行った．その結果，両眼位置の適正な内分位置を追跡

することでユーザにより強いアナモルフォーシスを与えられ

ることが判明した．換言すれば，この内分位置にサイクロー

プスの眼があると仮定することができる．サイクロープスの

眼 (cyclopean eye)3)とは，視覚心理分野において仮想的な単

眼を示す概念である．その効果が利き目によらず，ユーザが

感じるプレゼンスの向上に寄与することがわかった．

本論文は，以下のように構成されている．まず次章で立体

視や利き目に関する関連研究を挙げ，本研究の位置づけを明

確にする．次に 3章でシステムの概要を示し，ユーザの眼球

位置の追跡手法にふれる．4章では，ユーザの利き目を推定す

るための実験と，利き目に向けて映像を描画することで，よ

り正しいアナモルフォーシスを与えることができるかどうか

を確認する実験の結果を述べる．5章ではこれらの実験の結

果を受け，サイクロープスの眼を追跡した場合に，より適正

なアナモルフォーシスを与えることができるかどうかを検証

する．さらに，本システムから得られた結果を適用し，ユー

ザが感じるプレゼンスがどのように変化するかを定性的に評

価する．最後に 6章で結論を述べる．

2. 関 連 研 究

本章では，立体視ディスプレイに関わる研究や，利き目に

関して判明している事実，利き目を利用した情報提示を目的

とする研究について説明し，本研究の位置づけを明確にする．

2.1 立体視ディスプレイ

CAVE4)はユーザを取り囲むように大型スクリーンを組み

合わせることで立体視を実現するシステムである．ユーザに

メガネ型デバイスを装着させ，視点の移動に合わせて画面を

描画することでバーチャル空間に没入しているような感覚を

体験させる．CAVE型システムの難点は，大きな空間を必要

とすることに加え，専用デバイスを装着しなければ立体映像

を体感できないことである．また，スクリーン境界では歪み

が大きくなることも報告されている5)．また，Butlerら6)は，

錯視を利用して任意方向へ立体映像を提示するシステムを提

案している．そこでは，裸眼で観察可能なことに加え，ユー

ザとのインタラクションも可能である．しかし，投影映像間

に歪みが認められるうえ，大規模な装置を利用するため，汎

用的であるとはいえない．

完全な裸眼立体視を実現するには，両眼から得られる奥行

き知覚をより正確に提示しなければならないため，装置が大

規模になり，描画コストが高くなるという欠点がある．一方，

本手法は，汎用ディスプレイモニタと視点位置追跡が可能な

カメラで対応でき，専用デバイスを必要としない．また，ユー

ザに負担をかけずに両眼視差の影響を軽減しつつ，運動視差

の影響を考慮した立体映像が提示可能である．

2.2 利き目に関する基礎研究

Mappら7)は利き目に関する調査結果を詳説している．視

力などの一般的な指標は，利き目と非利き目の間に有意差は

確認できないといわれている．一方，Coren & Porac8)によ

れば，単純な視覚刺激の場合では利き目の方が非利き目より

も処理が速くなることがわかっている．しかし，利き目につ

いては判明していない事項も多く，利き手や生活習慣，視対

象までの距離のような要因によっても変化するといわれてお

り，実際それらの因果関係は必ずしも明確にはなっていない．

Miles法9)は，利き目を特定する手法として医療の現場で

も活用されている．Miles法ではまず，一枚のカードに空い

た穴から遠方の物体を両眼で覗き見る．次に，カードと顔の

位置を動かさず，片眼ずつ閉じて穴の先にある物体を覗き見

る．両眼で見たときとずれが少ない眼が利き目になる，と判

断する．本研究ではこのMiles法を利用して利き目位置を測

定している．詳細については 4章で後述する．

2.3 利き目を利用した情報提示

ユーザの利き目を利用して効率的な情報提示を行う研究が

知られている．妹尾ら10)は利き目とベクションの関係につい

て調査している．広い視野に一様に動く方向刺激を提示する

と，観察者はその方向と反対方向に身体が移動していると錯

覚する．このベクションの効果が利き目によって異なる可能

性があることが示唆されている．

間下ら11)は，指さし動作と利き目の関連性について調査し，

指さし動作においては利き目の違いが指さしの位置に有意差

を与えることを統計的に証明した．

2.4 本論文の位置づけ

本論文ではユーザの左眼・両眼の中心・右眼位置を追跡し，

利き目を考慮して追跡位置を調整することでアナモルフォー

シスをより適切に提示する手法を提案する．立体視に関する

研究では，巨大なディスプレイやヘッドマウントディスプレイ

を利用しているものが多く，立体視の普及には向かない．ま
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図 1 処理の流れ　　
Fig. 1 Processing flow

た，利き目の検出やその利用に関する研究はそれぞれが独立

しており，利き目位置の測定とシステムを利用したユーザの

主観評価を同時に行っている研究は存在しない．安価なディ

スプレイモニタと視点追跡用のカメラを利用し，ソフトウェ

アによる拡張で手軽に立体映像を提示することを最終目的と

した本研究は，これらの問題点を解決する点で関連研究とは

異なる．

3. 処理の流れ

提案システムにおける処理の流れを図 1に示す．3次元モ

デルを入力し，光源の位置を調整したあと，直交配置したディ

スプレイモニタに投影する．次に各画面にテスト用パターン

を表示してユーザの利き目を推定する．ユーザは，左眼・顔

中心・右眼・サイクロープスの眼の位置の 4部位のいずれか

を指定する．そして，指定された部位から視線を追跡し，描

画の更新を繰り返すことによってアナモルフォーシスを維持

し，裸眼立体視を実現する．

3.1 3次元モデル入力・ライティング・投影方法

本システムでは，作成済みの 3次元幾何学的モデルを入力

するだけで直交させたディスプレイモニタ上に映像を表示可

能である．また，光源を設定し，影付けをすることが可能で

ある．ディスプレイへの投影には，off-axis法を採用し，仮

想空間上のカメラのビューボリュームが疑似的なディスプレ

イを必ず通過するようにすることで，ユーザの視点位置から

見た際のビューを直交配置させたディスプレイモニタの各々

に表示する．これらの位置関係を図 2に示す．
また，壁面と床面として定義した疑似的なディスプレイの

位置やなす角度を変更することが可能である．これにより，

折畳み可能なディスプレイモニタを採用した PCに対しても

映像を表示することができる (詳細は 6章参照)．

3.2 視点追跡と画面描画

本システムでは，Viola-Jones法12)を利用し，webカメラ

で取得したユーザの左眼・両眼の中心・右眼の画像空間上の

位置座標値を取得する．取得した位置座標値を変換し，実空

間上のユーザの視点位置の 3次元座標値を得る．この位置座

図 2 壁面と床面として対応付けられたディスプレイモニタ・
3次元オブジェクト・照明・ユーザ視点位置の関係

Fig. 2 Spatial configuration of display monitors for wall
and floor, 3D object, a light source, and user
viewpoint

標値の座標系は，壁側のディスプレイモニタ中心を原点とす

る右手座標系に従う．変換した座標値を仮想空間上のカメラ

の 3 次元位置座標値として適用する．その x，y 座標値は，

webカメラから出力される画像の縦横の画素値と実空間上の

ディスプレイモニタの縦横の長さの比を利用して計算する．

また，Viola-Jones法では画像空間上の位置推定は可能であ

るが，奥行き情報は得られないため，ユーザとwebカメラ間

の距離と，追跡対象として推定された領域の大きさの比を利

用し，z 座標値を算出している．

追跡対象をユーザが指定し，そこを視点とした際の 3次元

モデルを直交させた 2枚のディスプレイモニタに投影する．

追跡対象は，左眼，両眼の中心，右眼，サイクロープスの眼

の位置の 4種類であり，選んだ追跡対象ごとに仮想空間上の

カメラ位置が変わる．

なお，実験では実験結果の精度向上のため視点追跡装置

Tobii Pro Spectrum13)を追加利用している．また，ユーザ

の眼球の 3 次元位置を正確に測定できるため，実験におい

ては，視点追跡装置で測定した値を用いて仮想空間上のカメ

ラの 3次元位置としても適用している．なお，本手法は汎用

webカメラを用いても実行可能なように実装されているため，

システム全体の軽薄短小性は維持されていることに注意して

ほしい．

4. 利き目推定と利き目追跡による効果の検証

本章ではまず 4.1節で，実験原理と実装，実験参加者につ

いて説明した後，実験内容を説明する．4.2節では，実験参

加者が正しいアナモルフォーシスを観察しているときの眼球

位置を測定し，利き目を推定するための実験 (実験 1A)につ

いて詳述する．4.3節では，通常の顔・瞳認識システムにお

いても追跡可能な左眼・両眼の中心・右眼の 3部位に向けて

映像を提示した場合，どこを追跡したときに最も視界の中心

を捉えているか，正しいアナモルフォーシスを与えることが

できるかを示すための実験 (実験 1B)について詳述する．
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図 3 Miles法の簡易的再現
Fig. 3 Simplified implementation of the Miles method 図 4 実験環境と視点追跡装置 (赤枠)の配置

Fig. 4 The experimental environment, where an intalled
eye-tracker is enclosed by a red rectangle

(a) 静止画表示 (b) 3次元オブジェクト表示

図 5 実験で表示する画像コンテンツ
Fig. 5 Content image displayed in the experiments

4.1 実験

4.1.1 実験原理

本実験では，Miles法9)を参考にして，両眼で見た際の実

験参加者の視界の中心位置を推定する．Miles法を簡易的に

再現した様子を図 3に示す．これは，両眼の視界で筒の穴か
ら webカメラのレンズを視認した瞬間に，視認されている

側のwebカメラから得られた画像をキャプチャしたものであ

る．このとき，実験参加者の利き目と筒の位置が重なること

を利用し，利き目を検査する．

この原理を利用し，実験参加者から見て手前から奥に直線

的に延びる形状を提示することで，利き目の位置を推定でき

るのではないかと考えた．

4.1.2 実装

実装環境として，プロセッサ：Intel Xeon E5-2687W

(3.10GHz，2 プロセッサ) CPU，GPU：GeForce GTX

1070Ti，実装メモリ 64.0GB) を用いた．視点追跡装置は，

Tobii Pro Spectrum13)(最大動作周波数：1,200Hz，頭部可

動範囲：34 cm×26 cm× (55 - 75)cm(幅 × 高さ × 計測
可能距離))，壁面ディスプレイモニタとして，EIZO FlexS-

can EV2451(Tobii Pro Spectrum付属，23.8型，表示領域：

527.0mm × 296.5mm，画素密度：93 ppi)，床面ディスプ

レイモニタとして，EIZO FlexScan EV2456(24.1型，表示

領域：518.4mm × 324.0mm，画素密度：94 ppi) を利用

した．実験シーンの構築にはUnity 2019.1.3f1Personal14)を

利用し，視線追跡には Tobii Pro SDK Unity for Windows

1.715)を利用した．視点追跡装置の可動範囲が限定されてい

るため，図 4 のように 2 枚のディスプレイモニタ間に設置

した．視点追跡装置から出力される 3次元座標値は，壁側の

ディスプレイモニタ中心を座標原点とした右手座標系に従い

出力される．

4.1.3 実験参加者

実験参加者は，CG・可視化を専門とする大学生および大学

院生 20名であり，13名が男性，7名が女性である．平均年齢

は 25.5歳 (SD = 8.29)で，無償で実験に参加してもらった．

どの実験参加者も，近距離であれば問題なく映像を視認でき

る視力を有していることは確認済みである．また，実験開始

前に，Miles法により各自の利き目を自己申告させた．左目

利きが 7名，右目利きが 13名であった．

4.2 実験 1A：利き目の推定

4.2.1 実験内容

まず最初に，図 5(a)の静止画を利用して利き目を推定する
実験を行った．実験参加者には壁面のディスプレイモニタか

ら約 70 cm離れた位置に着座してもらい，壁面と床面に表示

された黒線，およびそれらを結ぶ線を両眼で観察してもらっ

た．また，壁面と床面に描かれた黒線が一直線につながって
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図 6 実験 1A/B環境の立面図
Fig. 6 Elevation view of setting for Experiment 1A/B

いるように見える位置で頭部を固定するように指示し，その

際の両眼球の 3次元座標値を視点追跡装置で測定した．両眼

の中心位置は，左眼と右眼の 3次元座標値の中点とした．

本実験で用いる値とその位置関係を図 6に示す．ここでは
図 1の環境において実験参加者から，ディスプレイモニタ上

に表示された黒線が一直線に見える瞬間を，鉛直方向から示

している．表示される黒線は，図 6中の座標系の yz 平面に

含まれるように表示している．この座標系に従い，左眼，両

眼の中心，右眼の 3次元位置をそれぞれ Li，Ci，Ri として

記録した (iは実験参加者の識別番号，i = 1, 2, · · · , 20)．ま
た，3点 Li，Ci，Ri を通る直線と yz平面の交点を Pi とす

る．2点 Li，Ri のうち，点 Pi に近い方が利き目であると判

定できる．例として実験参加者の頭部位置が図 6の位置にあ

る場合，Ri が利き目となる．測定中に実験参加者の頭部を

固定し続けることは困難なため，1秒間眼球位置を測定し続

け，その平均値をとることで各測定値とした．

4.2.2 実験 1Aの結果と分析

実験 1Aの結果を図 7に示す．図 6中の，3点 Li，Ci，Ri

と，点 Pi 間の長さ LiPi，CiPi，RiPi をそれぞれグラフ化

した．同じ実験参加者の結果は同色でプロットしている．比

較のため，各距離差を両眼間の距離で正規化している．利き

目を推定するため，全データ (図 7(a))を申告された利き目

ごとに分類した (図 7(b)，図 7(c))．左目利き 1名を除く 6名

が LiPi < RiPi，となり，右目利きの 2名を除いた 11名が

LiPi > RiPi となった．LiPi と RiPi の値には，利き目の

違いによって一定の傾向があると考えられる．すなわち，こ

れらの値を比較することで，ユーザの利き目を推定できると

考えられる．

LiPi と，RiPi が，利き目の違いで統計的に異なるかど

うか，左利き目と右利き目の母集団の分布が異なると仮定し

てWelch の t 検定を行ったところ，どちらも有意水準 5%

未満で，統計的に有意差があるという結果となった (LiPi：

p = 0.00560，RiPi：p = 0.00560)．実験 1Aから，本シス

テムを利用した利き目推定は可能であることがわかった．

表 1 最も映像が正面を向いていると感じる際の追跡位置の
調査結果

Table 1 Result of eye-tracking positions that give par-
ticipants the frontal view

利き目 (人数) 左眼追跡時 両眼の中心追跡時 右眼追跡時
左眼 (7人) 4人 3人 0人
右眼 (13人) 0人 8人 5人

表 2 最も映像が正面を向いていないと感じる際の追跡位置
の調査結果

Table 2 Result of eye-tracking positions that make the
participants feel the farthest from the frontal
view

利き目 (人数) 左眼追跡時 両眼の中心追跡時 右眼追跡時
左眼 (7人) 1人 0人 6人
右眼 (13人) 11人 0人 2人

4.3 実験 1B：アナモルフォーシス効果の検証

4.3.1 実験内容

次に，図 5(a)の静止画と図 5(b)の 3次元オブジェクトを

表示させて，最もオブジェクトが正面を向いていると感じさ

せる顔の追跡位置を調査した．初めに静止画を表示させ，実

験 1Aと同様に，黒線が両眼で一直線に見える位置で頭部を

固定してもらう．その状態で，図 5(b)の 3次元オブジェク

トを即座に表示する．このとき，左眼を追跡して 3次元オブ

ジェクトを表示したパターン，両眼の中心位置を追跡して表

示したパターン，右眼を追跡して表示したパターンの 3 パ

ターンを表示して観察させた．表示した 3パターンのなかで，

どのパターンが最も正面を向いていると感じるか，順位付け

をして回答してもらった．

4.3.2 実験 1Bの結果

実験 1Bの結果を表 1，表 2に示す．回答の結果を，事前
申告してもらった利き目ごとに示した．利き目側の眼，もし

くは両眼の中心を追跡したとき，最も正面を向いていると感

じる割合が多く，利き目ではない眼を追跡した場合，最も正

面を向いていないと感じる割合が多い，という結果となった．

実験 1Bの結果から，実験 1Aで推定した利き目は最適な

追跡位置に関係はみられるものの，単にユーザの利き目を追

跡するだけでは，正しいアナモルフォーシスを与えることが

可能であるとはいえないことがわかる．ここで，図 7を見る

と，左目利き，右目利きの両方で，CiPi が最小になってい

る実験参加者が多く見られる．このグラフから，ユーザがア

ナモルフォーシスを正しく認識できる位置は，左眼–右眼間

のある位置に限定され，その位置で図 7の縦軸の値が最小値

をとると推測できる．この位置に，サイクロープスの眼があ

ると仮定した．このサイクロープスの眼を追跡した場合，最

もユーザの視界の中心をとらえることができるのではないか

と仮説を立て，新たな実験を行うことにした．
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(a) 全実験参加者 (b) 左利き目の実験参加者 (c) 右利き目の実験参加者

図 7 実験 1Aの結果
Fig. 7 Result of experiment 1A

5. サイクロープスの眼の追跡実験と立体感の評価

本章では，前章の実験結果を受け，まず 5.1節で，サイク

ロープスの眼を追跡位置とした場合の実験について説明する．

次に 5.2節で，本システムによりユーザに与える 3次元のプ

レゼンスの向上効果の定性的な評価について述べる．

5.1 実験 2：サイクロープスの眼を追跡した場合

5.1.1 実験内容

実験 2では図 5に示した 2種類の映像を用いて実験を行っ

た．最初に，視点位置を黒線が一直線に見える位置に固定す

るように指示した．このとき，図 6に示すように，ディスプ

レイに表示された 2本の黒線によりサイクロープスの眼の位

置 Si(t)を特定し，新しい追跡点とした．点 Si(t)は追跡し

た左目の位置である点 Li(t)と追跡した右目の位置である点

Ri(t)を内分比 si : 1− si(0 ≤ si ≤ 1)で内分する点である．

ここで変数 t は時間変化を表す．この点 Si(t)を追跡した場

合と，実験 1Bで回答してもらった最も正面を向いていると

感じる場合とを比較し，どちらが正面を向いていると感じる

かを回答してもらった．なお，実験参加者は，実験 1A・1B

と同一である．

5.1.2 実験 2の結果

実験 2の結果を表 3に示す．左目利きと右目利きのどちら
の実験参加者においても，実験 2で点 Si(t)を追跡した場合

の方が正面を向いていると回答している人数が多い，という

結果となった．

5.2 実験 3：ユーザに与える立体感の評価

本節では，本システムがユーザに与える立体感を評価する．

実験参加者は，CG・可視化を専門とした大学生及び大学院生

6名であり，5名が男性，1名が女性である (i = 1, 2, · · · , 6)．
本実験の参加者は，実験 1A，実験 1B，実験 2にも参加して

いる．平均年齢は 22.8歳 (SD = 1.07)で，実験 1A/Bに続

いて無償で参加してもらった．左目利きが 3名，右目利きが

3名であった．

表 3 実験 2：サイクロープスの眼を追跡した場合の効果
Table 3 Experiment 2: Effect of tracking cyclopean eye

利き目 (人数)
実験 1Bの方が
正面に見える

実験 2の方が
正面に見える

左眼 (7人) 0人 7人
右眼 (13人) 0人 13人

5.2.1 実験内容

これまでの実験では，実験参加者の視点を固定し，3次元

オブジェクトを観察させた．実験 3では，視点位置を動かし

たとき，追跡位置を変更することで，3次元オブジェクトの

見え方がどのように変化するかを調べる．画面には図 5(b)の

3次元オブジェクトを表示し，点 Li(t)，点Ci(t)，点Ri(t)，

点 Si(t)の 4点を追跡する．この 4点を追跡した 4パターン

をランダムな順で表示し，自身の視点位置と表示されている

3次元オブジェクトとの位置関係を比較させた．そして，こ

の位置関係に整合性がより強く感じられる順に，順位付けし

て回答させた．なお，実験参加者は，簡単なボタン操作で追

跡位置を変更可能である．また，実験中は，現在どのパター

ンを表示しているかを認識するため，壁側のディスプレイ右

上に各パターンに対応した数字を表示し，実験参加者にはそ

の数字を用いて順位付けをしてもらった．表示している数字

と各パターンの対応は，実験参加者には伝えていない．

5.2.2 実験 3の結果

実験 3 の結果を表 4 に示す．最も整合性が感じられるパ
ターンの得点を 3点，2番目のパターンを 2点，3番目のパ

ターンを 1点，4番目のパターンを 0点とし，各パターンの

得点を追跡点ごとに計算した．この結果から，視点を動かし

た場合においても，利き目によらず，点 Si(t)を追跡したパ

ターンに最も整合性を感じることがわかった．2番目に得点

が高い点は利き目ごとに異なるが，これは，点 Si(t)の位置

が点 Ci(t)に近い実験参加者と，利き目側の点に近い実験参

加者が混在しているためであると考えられる．
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表 4 実験 3の結果
Table 4 Result of Experiment 3

利き目 (人数) 点 Li(t)追跡時 点 Ci(t)追跡時 点 Ri(t)追跡時 点 Si(t)追跡時
左眼 (3人) 3 7 0 8
右眼 (3人) 0 5 5 8

6. 結論と今後の課題

本論文では，井阪らの裸眼立体視システムに利き目位置追

跡機能を追加することで，ユーザに与える 3次元のプレゼン

ス向上を図った．各実験により，本システム上においては，

顔の中心や，利き目そのものを追跡するよりも，両眼位置の

適切な内分点に，心理的な単眼であるサイクロープスの眼が

あると仮定し，それを追跡することでユーザの視界の中心を

捉えることができることがわかった．また，追跡位置を変更

することによって，ユーザの見え方が異なり，本システムに

より計測した，サイクロープスの眼を追跡したときに最も整

合性のある映像を表示できることがわかった．利き目位置の

追跡機能により，従来法では考慮できていなかったユーザご

との視覚特性を踏まえた映像提示が可能となったといえる．

特にユーザとの距離が近い小型のディスプレイモニタをもつ

デバイスでは両眼視差が強くなるため，本手法の効果はより

一層強くなると考えられる．

現在，折り畳み式ディスプレイモニタを搭載したThinkPad

X1 Fold16)に対する提案手法の適用を開始している (図 8)．
このようなモバイルデバイスにおいてはディスプレイモニタ

までの視距離がさらに縮まる．サイクロープスの眼を利用す

ることで両眼視差による立体感の低下の問題を改善し，アナ

モルフォーシスの与える立体感がより鮮鋭化されることが期

待される．

サイクロープスの眼の位置 Si(t)を推定する手法について

いくつかの課題が挙げられる．まず今回は Si(t)が時間変化

しないことを前提としている．明るさや距離などによって優

位となる目が変化している可能性があり，それに伴い Si(t)

が不定となる可能性は否定できない．今回の実験では，Si(t)

を推定してから時間が空いた場合，実験 1Aの手法で Si(t)

を再度特定しているため，この影響は小さくなっていると考

えているが，より詳細な検証が必要である．次に Si(t)の推

定精度が挙げられる．実験 2，実験 3では Ci と Si の位置

が数mmしか変わらない参加者もいたなか，サイクロープス

の眼の効果を示す結果となっている．これは，ヴェーバーの

法則に代表されるように，人間の感覚が刺激に対して相対的

なものであることから，黒線がどの程度折れ曲がっているの

か判断する精度が，一直線に見える位置に顔を動かしてもら

う今回の手法において最大化されたことが要因の一つとして

考えられる．もしくは心理的ファクタが存在し，実験結果が

良くなるように参加者が回答していないとは断言できない．

図 8 ThinkPad X1 Fold への提案手法の試験的移植
Fig. 8 Trial porting of the proposed method to

‘ThinkPad X1 Fold’

実験 2については実験 1Bの直後に行ったこと，選択肢が 2

つしかないことから Si(t)を追跡している映像を判別できる

可能性がある．しかし，実験 3では 4つの選択肢があること

から Si(t)を追跡している選択肢を予測することは難しいと

考えており，実験 3においても効果的であるという結果が出

ているため，本手法の効果を示すものであると判断した．

また，実験からサイクロープスの眼の位置に関して個人差

が大きいことが判明した．その要因として脳の高次の機能が

関わっていると考える．Onoら17)によれば，単眼でとらえた

情報でも，視覚軸上ではなく単眼軸上でとらえている可能性

もある．さらに，Ban ら18)によれば，人間は網膜で得た情報

をそのまま知覚しているのではなく，視対象を文脈や関係性

もふまえて柔軟に処理するメカニズムを具備しており，遮蔽

された物体も補完をして知覚している．これらのことから，

人間が得ている視覚情報は脳で様々な処理がなされており，

その過程で個人差が生じている可能性は十分考えられる．
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深層学習ベース脆性破壊シミュレーションに向けて
– 条件付き GAN による平面オブジェクトの破壊形状予測 –

黄 宇 航†（学生会員） 金 井 崇†（正会員）

†東京大学大学院総合文化研究科

Towards Brittle Fracture Simulation Based on Deep Learning:

Fracture Shape Prediction of Plane Objects Using Conditional GANs

Yuhang HUANG†(Student Member), Takashi KANAI†(Member)

†The University of Tokyo, Graduate School of Arts and Sciences

〈あらまし〉 ガラスやコンクリートなどの平面板オブジェクトの脆性破壊は，現実世界においてよくみられる．剛体
の破壊アニメーションは，物理シミュレーションを用いることで印象的な効果を得ることができる．しかし，物理シ
ミュレーション手法によるリアルな破壊アニメーションは計算コストが高くなる傾向にある．一方で，ゲームなどの
リアルタイムアプリケーションでは，衝突時にボロノイ図を用いたセグメンテーションを適用するなど，あらかじめ
破壊されたパターンが使用されることが多い．このようなパターンの形状はしばしば単調となり，複雑な亀裂の形状
をリアルに表現することは難しい．したがって，計算コストを抑えつつ，リアルな破壊形状を実現できるトレードオ
フの手法が求められている．本論文では，深層学習ベース脆性破壊シミュレーションに向けた第一歩として， 平面オ
ブジェクトを対象に，ボロノイベースのセグメンテーションに代わる，剛体エンジンに適用可能な条件付き敵対的生
成ネットワーク (cGAN) に基づく脆性破壊形状の予測手法を提案する．学習のためのデータセットは，境界要素法
に基づく破壊シミュレーションによって生成される．ボロノイ図生成を用いたセグメンテーションと比較して，我々
の手法は合理的な計算コストでよりリアルな破壊形状を生成することができる．

キーワード：破壊アニメーション, GAN, 深層学習, 脆性破壊, 破壊パターン

<Summary> Brittle fracture of plane shape objects, such as glass and concrete, is often seen in the real

world. Fracture animation of rigid bodies provides impressive effects by using physics-oriented simulation.

However, simulation costs become too high when physics-oriented simulation approaches are chosen to gener-

ate realistic fracture animation. On the other hand, pre-fractured patterns with Voronoi-based segmentation

applied when a collision occurs are usually used in real-time applications such as games. The geometry of

such patterns is however monotonous and is hard to represent complicated fracture shapes realistically.

There is thus a lack of trade-off methods that can realize realistic features as well as low computational

costs. In this paper, we propose an alternative machine learning scheme based on conditional Generative

Adversarial Network (cGAN) techniques to replace Voronoi-based segmentation for plane shape objects,

which can be applied to rigid body engines such as Bullet Physics. Our learning datasets are generated by

Boundary Element Method (BEM) based-fracture simulation. Compared with Voronoi-based segmentation,

our method can generate much more complicated fracture shapes realistically at reasonable computational

costs.

Keywords: fracture animation, GANs, deep learning, brittle fracture, fracture patterns

1. は じ め に

剛体のリアルな破壊アニメーションはシーンの中で印象的

な効果をもたらす．このため，ビデオゲーム，映画，視覚効

果 (VFX)，バーチャルリアリティなどの CG のアプリケー

ションでますます重要な役割を果たしている．破壊のアニメー

ションには，リアルだが時間のかかる物理ベースの手法と，

単調な形状だが高速に処理できる人工的な幾何ベース手法が

ある．これらはそれぞれコンセプトが全く異なるため，どち

らを選ぶかという難しいジレンマがある．そのため，リアル

               　　-- ビジュアルコンピューティング特集 --
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な破壊形状表現を実現しつつ，計算コストも低く抑えること

ができるトレードオフの手法が望まれている．

ゲームなどのリアルタイムアプリケーションでは，事前に

破壊パターンを物体に適用しておく方法がとられることが多

い．このとき，現状で実用的に用いられる幾何学的な手法で

は，ボロノイ図を用いて分割パターンが生成されることが多

い．しかしこの方法は破壊形状の断片が必ず凸形状になるた

め，複雑な破壊形状を表現するのは難しい．物理指向の脆性

破壊アニメーションを高速に実現するには，幾何ベースの前

処理による破壊形状生成手法に，物理的な情報を付加する手

法を開発する必要がある．

本論文では，リアルタイムアプリケーションにおいて許容

できる時間内に実行できる，リアルな破壊アニメーションを

実現するため，深層学習に基づいた全く異なるアプローチを

検討する．ただし，任意の 3 次元オブジェクトの破壊形状は

複雑であり，その形状を推測により求めるのは現実的に難し

い．そこで，ここではその第一歩として問題を簡単にするた

め，破壊形状を平面状のオブジェクトに限定する．ガラスや

コンクリートなど，現実世界でみられる破壊可能な物体に共

通する特徴として，平面オブジェクトは立体構造が少ないた

め，平面座標系に変換しやすいということが挙げられる．こ

のため，2次元画像に対する問題として条件付き敵対的生成

ネットワーク (cGAN) などの機械学習ツール群を利用でき

ると考えられる．

そこで本論文では，平面状のオブジェクトに対し，Bul-

let Physics3)などの剛体物理エンジンに組み込めるような，

cGAN に基づく新しい破壊形状生成手法を提案する．学習

用データセットは，境界要素法 (BEM) に基づく破壊シミュ

レーションによって生成される．本手法は，破壊パターンを

生成するための幾何ベースのセグメンテーション手法を置き

換える新しい方法をみつける試みとしてみることができる．

ここでの深層学習技術は主に 2次元画像を対象としているた

め，本手法は，平面やシェルなどを意識しつつ，薄い正方形

の平板ガラスの破壊という限定された状況を対象とする．こ

こではさらに，ボールが落下して薄い正方形の平らながらガ

ラスに衝突する，という特定の状況に限定し，2次元破壊フ

ラグメントマップの形状と分布に関する研究に焦点を当てる．

2. 関 連 研 究

本節では，破壊アニメーションのための関連研究として，

物理ベースの手法と幾何ベースの手法について説明する．ま

た，破壊パターン生成のためのボロノイ図を用いたセグメン

テーションに関する幾つかの手法についても概説する．

2.1 物理ベースの破壊シミュレーション

物理ベースの破壊シミュレーション手法は，亀裂の変位を

フレームごとに計算することで，複雑でリアルな亀裂を生成

することができる．しかし，1フレームの破壊アニメーショ

ンを生成するのに数時間かかることもあり，映画の効果や工

学的な解析など，計算コストが高い用途にのみその利用が限

られている．

Terzopoulos と Fleischer28)は CG の分野で初めて破

壊モデルを提案した．また，バネマス16),21)や有限要素法

(FEM)2),22),23)，境界要素法 (BEM)8),9), 拡張型有限要素法

(XFEM)4)，拡張型個別要素法 (XDEM)12),29)を利用した手

法が，まず工学分野で提案され，後に CG分野に応用された．

特に，BEM による破壊シミュレーション8),9)では，3次元

オブジェクトの体積構造ではなく，表面のデータ構造のみを

用いて破壊面のメッシュを生成している．これにより，他の

物理ベースの手法よりも効率的であるといえる．しかしそれ

でも，実際のシミュレーションでは，線形システムの計算と

表面のリメッシュに数時間から数日に及ぶ膨大な計算時間が

必要となる．

Huang ら11)は，BEM ベースの破壊シミュレーションに回

帰フォレストを取り入れたデータ駆動型手法を提案した．線

形システムの計算を回避するだけでなく，より一般的な状況

や学習とは異なるモデルでも予測できる汎用的なデータベー

スの構築を実現した．しかし，この方法でもリアルタイムア

プリケーションに適用するには依然として計算量が多い．

2.2 幾何ベースの破壊シミュレーション

幾何ベースの手法は，通常，物理ベースのシミュレーショ

ンと似たようなセグメンテーション形状を，破壊オブジェク

トに対して幾何学的に計算することに焦点を当てている．こ

れらの手法は一般的に高速であり，ビデオゲームなどのリア

ルタイムアプリケーションで用いられるような事前破壊アル

ゴリズムに適用することが容易である．破壊アニメーション

における幾何ベースの手法の中でも，ボロノイ図をもとにし

た手法1),20),25)は，物理ベースの手法の代わりに，破壊形状

を決定する高速な手法として利用されている．

任意の外力を与えたときに，破壊片の分布や形状に多様性

を持たせることが難しいという問題を解決するために，様々

な方法が提案されている．一般的には，破壊パターンや破壊

片の数を事前に定義しておくという方法がよく使われてい

る10),15),19),27)．Müller らは，高速な幾何ベースの事前破壊

手法を提案しており19)，この手法は NVIDIA® PhysX®

物理エンジン24)に実装されている．また，任意の外力を RBF

ネットワークを用いた 3Dボロノイ図によるセグメンテーショ

ンに適合し，破壊度を予測するデータ駆動的な手法が提案さ

れている26)．

ボロノイ図によるセグメンテーションは，高速で信頼性の

高い手法である一方，凹形状を表現するのは難しく，したがっ

て，現実世界の複雑な破壊形状を表現するのは難しい．

2.3 破壊パターン生成に関する研究

事例ベースの手法として，幾つかの研究5),18)が破壊パター

ンの生成に焦点を当てている．Mould18)はコンピュータビ
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ジョンの手法を用いた破壊パターンの生成方法を提案してい

る．また，Glondu ら5)は写真の破壊パターンとパラメータ

を用いて，物体の破壊パターンをシミュレーションにより求

める方法を提案している．

しかし，破壊物体への外力負荷と破壊片との関係を記述す

ることは難しく，また現実世界の破壊の様子を捉えることも

難しいことから，現状ではこれらの方法は実用的ではない．

さらに，両手法ともに，破壊パターンの収集が困難であるこ

とや，アーティストが破壊パターンを選択し，特定のシーンに

合わせてパラメータチューニングを行う必要があること，任

意の外力入力に対応する必要があること，などの欠点を持つ．

2.4 敵対的生成ネットワーク

近年，深層学習の枠組みの中で敵対的生成ネットワーク

(Generative Adversarial Networks, GAN) が提案され6)，

出力画像が偽物か本物かを判断する損失関数を設計し最適化

することで，本物の画像と見分けのつかない画像を生成するこ

とが可能となった．また，GANに条件ベクトルを加えられる

ように拡張した条件付き敵対的生成ネットワーク (cGAN)17)

が提案されている．

さらに，I2I変換 (Image-to-Image Translation)の研究14)

では，画像を条件付きの学習対象としている．本研究では，

これらの手法を利用して，以後の 3.2 節や 3.3 節で述べる入

力力条件マップや出力破壊分割パターンマップのように，任

意の入力画像と出力画像を結びつけている．

3. cGAN による破壊形状予測

本手法の主なアイデアは，他の幾何ベースの手法と同様，

破壊のプロセスを物理ベースのシミュレーションのような時

間ステップのプロセスとしてではなく，前処理の幾何ベース

のプロセスとして考えることである．すなわち，衝突が発生

したときに破壊されるオブジェクトに対して，直ちに予測さ

れた破壊パターンを適用する．その後，そのパターンに基づ

いてオブジェクトを小さな断片に分割し，破壊前の元の速度

と質量に応じて，破壊後のオブジェクトの各断片に新たな速

度と質量を割り当てる．そして，破壊後の新しい構成で剛体

シミュレーションを続行する．

破壊パターンを予測するために，物理ベースのシミュレー

ションを行う際，破壊の瞬間の直前の衝突情報を入力画像に，

また破壊の瞬間の後の形状と分布の情報を出力画像としてそ

れぞれ変換して，予測のための学習データセットとして利用

する．このため，効率的で信頼性の高い学習データセットの

入力画像と出力画像を事前に構築しておく必要がある．

任意の形状を持つ物体の破壊は複雑で本枠組みでは考慮で

きないため，ここではより単純な形状である平面オブジェク

トを対象とした破壊を考える．平面オブジェクトの衝突をさ

らに単純化するため，図 1のように球が正方形オブジェクト
に衝突する状況を考える．すなわち，球を正方形オブジェク

(a) (b) (c)

図 1 平面オブジェクトと球による破壊シミュレーション
( (a)15 フレーム目, (b)35 フレーム目，(c)55 フレー
ム目 )

Fig. 1 Fracture simulation by a sphere and a plane ob-
ject; (a) 15th frame, (b) 35th frame, and (c)
55th frame

トよりも高いところから落下させ，正方形オブジェクト上の

ある点で衝突することで，その衝突点をもとに破壊形状が生

成される．

図2は本手法の概要を図示したものである．本手法は前計算
処理とランタイム処理の 2つの段階で構成されている．前計算

処理では，入力画像である ‘力条件マップ’ (Force Condition

Map，以後 FCM と呼ぶ) と出力画像である ‘破壊分割パ

ターンマップ’ (Fracture Segmentation Pattern Map，以後

FSPM と呼ぶ) の 2次元学習データベースを用いて，cGAN

の生成器を学習する．通常の GAN のような，出力画像と

類似する画像を生成することを目的とする学習手法とは異な

り，cGAN は入力画像から出力画像と類似する画像を生成

することによって，学習ターゲットとして入力画像と出力画

像の対応関係を学習することができる．ここでは，FCM と

FSPM の対応関係を cGAN で学習することを試みる．学習

用データベースの作成において，BEM ベースの破壊シミュ

レーションを実行した後，衝突の瞬間の球の平面オブジェク

トへの衝突点や衝突方向，衝突の際の球の速度を用いて 2次

元 FCM を作成する．また，衝突の瞬間における破壊された

3次元オブジェクトを 2次元 FSPM に変換する．FCM を

入力データ，FSPM を教師データとした一つのペアとして学

習データとする．cGAN の学習の後，生成器をランタイム処

理に渡す．前計算処理の詳細については 3.1 節 ～ 3.4 節で

説明する．

次にランタイム処理では，物理エンジンの Bullet Dynam-

ics3)から入力の FCM を作成して生成器に渡し，cGAN で

学習した類似の入力条件に対応する FSPM を予測する．そ

の後，FSPM から 3次元の破壊形状を再構成する．ランタ

イム処理の詳細については 3.5節～3.6節で説明する．

3.1 前計算処理

前計算処理では，FCMと FSPMのペアによる学習データ

を作成し，それにより生成器の学習を行う．まず，学習デー

タを作成するため，BEM による破壊シミュレーション9)を，

球の初期位置や射出方向を変えて複数回実行する．1回のシ

ミュレーションの実行につき，図 1のような 60フレーム分

の破壊アニメーションデータが生成される．破壊シミュレー

ションでは，物理エンジンに Bullet Dynamics3)を使用して

おり，Bulletの衝突検知機能を用いて破壊が起こる前に衝突
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Pre-computation Phase:

Run-time Phase:
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Conditional
-GANs

Generator
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(a) (b) (c)

Input Force Condition Map
(FCM) image

Output Fracture Segmentation
Pattern Map (FSPM) image

(Distance field)

Pattern Map (FSPM) image

図 2 本手法の概要
Fig. 2 Overview of our method

を検知している．衝突が起こったとき，その時点での球の衝

突位置とその力を取得し，それらを用いて FCM を作成する．

また，衝突後に破壊過程が進み，破壊形状が完全に形成され

た時点での平面オブジェクトの破壊された断片をオブジェク

トのローカル座標系に座標変換することで FSPM を生成す

る．収集した情報はすべて cGAN の学習用データセットに

変換される．

以後は，学習データとして用いられる 入力の FCM と出

力の FSCM について，どのような画像を用意すべきかを議

論する．特に，FSCM については頑健性及び汎用性の観点

から以下の特徴を有すべきであるものと考える．

� マップから破片領域の情報を抽出できる．

� 前計算処理とランタイム処理での抽出処理が頑健に行える．

� 破壊片の領域が壊れていたり，曖昧な領域，線が含まれ

ない．

なお，以下の FCSM 画像の検証では，迅速な処理のため，

CVD (Centroidal Voronoi Diagram)26)により生成した破壊

片を用いることとした．

3.2 力条件マップの設計

ここでは，衝突時に球の動的な状態がうまく含まれるよう

に，力条件マップ (FCM) を設計する．FCM では，球が平

面に衝突するときの衝突位置に加えて，球の軌跡に基づいた

衝突方向を考慮している．ここでは，衝突が発生した時点ま

での一定のフレーム数の軌跡を積算してサンプリングを行う．

具体的には，衝突が起こった時点での球の平面への投影を黒

色，その時点から前の 30フレームまでの球の平面への投影を

グレー色で，アルファ値を 0.5 として積算することで FCM

を作成している．ここで 30 フレームにしたのは，1フレー

図 3 力条件マップの例
Fig. 3 An example of force condition map

ム目から衝突するまで平均して 30 フレーム (25 フレームか

ら 35 フレームまで)かかっているからである．

図 3に示す入力 FCM 画像の例では，黒丸の中心が，図の

1(b)の薄い板ガラスの 2次元平面上で発生した衝突点の位置

を示している．このとき，黒丸の大きさは球の大きさを表し

ている．また，黒丸につながるグレーの領域は，図 1の 1フ

レーム目から衝突フレームまでの球の軌跡を表している．

なお，球を任意の形状の衝突物に変更しても，衝突物の形

状とその軌跡を積算することによって，学習データを作成す

ることは可能であると考えられる．また，本研究では，速度，

質量，密度などの複雑な物理情報ではなく，問題を簡略化す

るために衝突位置と運動の軌跡のみで学習データを作成して

いる．本来であれば，より多くの物理量を取り入れることに

よって，学習モデルの精度及び表現できる複雑度を高めるこ

とができると考えられる．今後の課題として，速度や質量な

どの情報を取り入れることによって，破壊形状を表現できる

精度と複雑度との関係性について追求したい．
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図 4 破壊分割パターンマップの例
Fig. 4 Examples of fracture segmentation pattern map

3.3 破壊分割パターンマップの設計

出力の破壊分割パターンマップ (FSPM)画像の設計は，破

片領域と線情報の整合性を保つことが重要である．このため，

本研究では距離場に基づいた FSPM 画像を提案する．

2次元平面上で，領域群 {Ω1,Ω2, . . . ,Ωn} とその境界線
群 {∂Ω1, ∂Ω2, . . . , ∂Ωn} を考える．このとき，距離場はそ
れぞれの領域 Ωk において，式 (1) によって定義される．

f(x) = min({d(x, ∂Ωi)|i ̸= k, i = 1, . . . , n}) (1)

FSPM 画像に距離場を採用した理由として，以下の三つ

が挙げられる．

1. 適切なグレースケールのしきい値を用いて画像をしきい

値処理することで，マップから断片領域の輪郭を簡単に抽

出することができる．

2. 領域の輪郭と距離場との間の順変換及び逆変換を，情報

を失うことなく安定して行うことができる．

3. マップ上の距離値が山や尾根で連続していない場合でも，

領域の輪郭が (断線や曖昧な形状にはならず)はっきりし

ている．

これらは，3.1 節で示した，出力の FSPM 画像を設計す

る上で重要となる 3つの特徴を満たすものである．

図 4に距離場の例を示す．図の (a) は CVD により作成

した距離場，(b) は BEMベースの破壊シミュレーションの

結果より得られた距離場である．後の 4.1 節において，距離

場に基づく FSPM 画像を他の表現方法と比較して評価する．

3.4 cGANs による学習

図 5 に示すように，学習段階では，入力の FCM 画像 X

と出力の FSPM 画像 Y の一対 (X,Y ) を cGANs に設定

する．そして，U-Net14)のエンコーダ／デコーダネットワー

ク G を適用して FCM 画像を偽の FSPM 画像に変換する．

識別器 D は，(X,G(x)) と (X,Y ) の両方から得られる

データを与えることにより学習する．そして，D を最大化し，

最終的に 50% に近づくようにする．つまり，偽の G(X) と

Y から得られたデータを分類するのが難しくなるところまで

学習プロセスを進める．式 (2) で表される最適化関数により

生成器 G(X) を得る．

!
data

!
data "

# fake

#(%)
Fake data

'
data

"
real

!
data

図 5 cGANs の学習の概要
Fig. 5 Overview of training phase with cGANs

G∗ = argmin
G

max
D

(LcGAN (G,D) + LL1(G)) (2)

3.5 ランタイム処理

図 2 に示されるランタイム処理では，まず，剛体シミュ

レーションにより球に衝突する瞬間の状態から，FCM 画像

を作成する．すなわち，球の初期位置から衝突位置までの軌

跡を変換することで，前計算処理と同様のプロセスで FCM

画像を作成する．その後，学習した cGAN の U-Net 生成器

に FCM 画像を渡すことで，FSPM 画像の予測結果が得ら

れる．

3.6 破壊形状の再構築処理

衝突後に破壊シミュレーションを継続するためには，予測

によって得られた FSPM 画像から，多数の小片を含む 3次

元破壊物体を再構築する必要がある．前計算処理では，BEM

シミュレーションによって収集された 3D 破壊片形状群から，

学習用の FSPM 画像へ変換した．画像としての領域情報は

人間の目で識別しやすいが，3次元の破片メッシュを構成す

る領域情報として扱うためには，画像領域を離散化して，境

界を表す閉線分に変換することが必要である．したがって，

3次元破壊物体を再構築するためには，破壊片を示す FSPM

画像からの逆変換が必要となる．しかし，予測された FSPM

画像には距離場のノイズが含まれているため，この逆変換は

注意深く行う必要がある．

そこで，以下のような再構築手順を提案する．この手順の

入力は FSPM画像の予測結果であり，出力は剛体シミュレー

ションにおける破壊された物体の 3次元断片となる．

まず，グレースケールの FSPM 画像に対して，しきい値

を徐々に上げながら画像しきい値処理を繰り返し行う．画像

のしきい値処理によって得られた連結成分を図 6に示す．し
きい値については後述する．図 6 の連結成分図では，アルゴ

リズムの再構築手順をわかりやすくするために，各領域に黒

0.0 から白 1.0 のランダムな実数を割り当て，グレースケー

ルの画像を使っている．実際アルゴリズムの手順中には，グ

レースケール画像ではなく，各領域を 2次元配列に 0 より大

きい整数の値を割り当てて破砕片の領域の番号とし，背景に

は 0.0 値 (黒)を割り当てることとする．
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図 6 FSPM画像に対する分割領域
Fig. 6 Divided regions for FSPM image

画像しきい値処理では初期のしきい値を γ とすると，1

つの開始ピクセルをランダムに選択し，そこから γ 未満の

グレースケール値の隣接ピクセルを連結していく．ここのグ

レースケール値は 0.0 を黒とし，1.0 を白とする．ピクセル

値が γ のとき，隣接ピクセルの探索をそれ以上はしないよ

うにする．探索する隣接ピクセルがなくなった時点で連結処

理を終了し，未接続の領域は，新しい個別の領域としてマー

クする．その後，しきい値を 0.02 ずつ増加して，次の開始

ピクセルをランダムに選択する．2回目のしきい値処理から

は，まだ結合していないピクセルに対し結合処理を施すこと

で領域を拡張していく．これを，すべてのピクセルが領域に

属するまで続ける．γ の値は，実験の結果 0.74 としている．

図 6は，γ をそれぞれ 0.74, 0.86, 0.98 としたときのしきい

値処理により分割された結果である．ここで 1.0のしきい値

のしきい値処理は行っていない．その原因はもし破壊後の破

片が単に少しヒビや亀裂が入る程度で，完全につながってい

る破片が 1つしか存在しない場合，そのヒビの欠けた形状を

維持したままで出力させたいためである．

その後，各領域の境界を抽出し，この境界線を多角形線分

に変換する．元の平面物体の厚さに合わせて，多角形の線分

を垂直方向にオフセットすることで，断片を含む 3次元破壊

片物体が生成される．各破壊片に速度と質量の情報を加えた

後，生成された形状を剛体シミュレーションに送る．

ゲームで多く使われる破壊後の運動の近似手法として，連

結されている形状状態で衝突が発生すると，トリガーが発動

し，破片に初速を付与する手法が考えられる．将来的には，

シミュレーションの破壊過程で生成される衝突の瞬間におけ

る応力分布についても，機械学習の手法で求めることによっ

て，よりリアルな破壊後の動きを生成できると考えている．

4. 実験結果と考察

本手法の有効性を確かめるための実験を行った．まず，3.3

節で述べた破壊分割パターンマップ (FSPM) の表現の有効

性を検証する (4.1節)．つぎに，3.6節の破壊形状の再構築

処理に関する結果を示す (4.2節)．最後に，本手法にかかる

計算コストについて議論する (4.4節)．4.1，4.2 節の結果に

ついては，定量的な評価が困難であるため，主に出力画像の

視覚的評価に留めた．

なお，本実験は，CPU に Intel® Core� i7-7700

3.60GHz，16GB RAM，GPU に NVIDIA® GeForce

GTX TITAN�を搭載したデスクトップ PCを用いて行った．

学習段階とランタイム処理には，cGAN の実装として

pix2pix13)を使用した．ネットワークの学習データに使用し

た画像データはすべて 256×256 ピクセルの解像度とした．

4.1 FSPM の設計に関する比較実験

本節では，出力の FSPM 画像の表現方法を評価するため，

図 7に示すように，4つの表現方法について本手法を適用し，

比較した．

(a)多色表現 (図 7，1行目)は，ランダムに色付けするこ

とで分割領域を区別する．各領域の色はランダムに生成され

るので，すべての色を 1つに畳み込む傾向がみられる．この

メカニズムの副作用として，色の境界がカオス状態になるこ

とが図示のとおり示された．

線画表現 (図 7，2行目)は，境界線のみを利用して分割領

域を区別する．ただし，この方法だと生成される出力画像の

線画が必ず接続される保証がなく，実際に，線が途中で切断

されているのがみて取れる．これより領域を明確に分割する

ことは難しい場合がある．

グレースケール表現 (図 7，3行目)は，各領域のグレース

ケール値を衝突点との距離に応じて設定し，分割領域を区別

する．線画表現よりも安定的に出力されているのがみて取れ

る．しかし，グレースケール表現では破片の数に制限があり，

例えば 8 ビット表現では 256 色以上の分割数は適用できな

い．また，破片数が多い場合，隣接している 2つの分割領域

に近い値のグレースケール値を割り当て，画像を学習させた

ときに，予測結果の領域に混じり合うことが生じる．似たよ

うなグレースケール値の領域では，明確に分けられるほど領

域が区別できない箇所が見受けられる．

距離場表現 (図 7，4, 5行目)は 3.3 節で提案した表現であ

る．領域の境界線は等値線によって指定されるため，安定し

て計算することができ，明確な分割領域を作成できる．以上

より，本研究では FSPM に距離場表現を採用している．

図 7 の 5 行目は，距離場表現の FSCM 画像を利用し，

BEM の破壊シミュレーションによる結果を学習データとし

て，本手法による予測結果を示したものである．図をみてわ

かるように，球の衝突点を中心に破壊片が構成されているの

がみてとれる．すなわち，破片形状の高密度の中央部分 (衝

突位置)は同じ位置にあり，周囲が小さな断片に砕け散って

いることがわかる．また，教師データと比べ，完全に一致は

していないものの，破壊片の分割パターンの傾向は非常に似

通っていることも確認できる．

4.2 FSPM画像と形状の変換結果

図 8 は，球の衝突の瞬間における形状処理，すなわち，
FSPM 画像と破壊片形状間の変換結果を示す．(a), (b) は，

球の衝突の瞬間における平面オブジェクトの破壊形状と，そ

の形状から生成された FSPM 画像を示す．これらは学習用
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図 7 出力された FSPM 画像の比較結果 ( 3列の左から右：入力の FCM 画像，cGAN が生成した FSPM 画像の予
測結果，BEM シミュレーションで生成した FSPM 画像， 上から下の行：多色表現，線画表現，グレースケー
ル表現，距離場表現， 最下段：BEM の破壊シミュレーション結果を用いた距離場表現による予測結果 )

Fig. 7 Comparison results for output FSPM images; From left to right in three columns: input FCM image,
prediction result of output FSPM image generated by cGAN, output FSPM image generated by BEM
simulation, from top to bottom rows: multi-color representation, lines representation, grayscale rep-
resentation, distance-field representation, and bottom: Prediction results using BEM-based fracture
simulation

の教師データ作成のために行われる．(c), (d) は，同じ球の

衝突時間において，本手法によって得られた FSPM 画像の

予測結果と，3.6 節の手法により再構築された平面の破壊片

形状の結果である．再構築により画像データから破壊片形状

を生成できていることが確認できる．

なお，ランタイム処理の際，破壊前の球の位置と速度方向

から FCM 画像を作成して，その画像を入力として本手法を

適用し，出力の (c) の画像を再構築処理を施して (d) を作成

してから，平面オブジェクトを (d) の形状に差し替えて処理

を継続する，という流れになる．

4.3 学習ベースによる破壊パターンとボロノイ図による
破壊パターン

本節では，提案手法における学習ベースによる破壊パター

ンと，ボロノイ図による破壊パターンの違いについて議論す

る．既存手法では，衝突箇所に近いほど細かく分割するとい

う考えに基づき，衝突位置に近いほど密度が高くなるように

乱数で調整された点群から，ボロノイ図の破壊パターンを生

成している．さらに，ボロノイ図による破壊パターンをより

写実的にみせるために，凸形状を凹形状に変形するように形

状をさらに分割する手法が提案されている26)．

図 8(c)で示した学習ベースによる破壊パターンと図 7の

4行目で示したボロノイ図によるパターンの根本的な違いを

以下に示す．

1. 既存手法では，複数の破片を結合することによって凹形状

を形成している．しかし，破壊面の形状はボロノイ図の

形状の結合に基づいているため，ボロノイ図の分割に沿っ

た凹形状しかできない．

2. 既存手法では，アーティストによる調整で，ボロノイ図の
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図 8 本研究で提案された条件付き GANs による破壊予測システムの結果比較 ( (a)BEM によるシミュレーション結
果, (b)真の破壊形状の結果を距離場で変換したもの, (c)距離場を用いた我々の cGANs による予測結果, (d)法
線マップレンダリングにより 3次元破壊形状を得た結果 )

Fig. 8 Comparison of our result for conditional-GANs based fracture prediction system; (a) BEM-based
simulation result, (b) conversion with distance field from the ground-truth result, (c) our prediction
result from cGANs with distance field, and (d) our final result of 3D fracture shape with normal-map
rendering

パターンを増やすことができるが，ボロノイ図のサンプ

ル点の密度調整でできる形状表現の複雑度はかなり制限

される．

3. 既存手法のテッセレーション手法による凹形状の作成は，

破片の一部のメッシュを凸凹にすることによって破壊面に

詳細形状を付与する手法である．この手法は局所的な手

法であるため，メッシュごとの凸凹は作成できるものの，

図 8(c)の下の破片の右下部のように，凹形状の内部にさ

らに細かい部分的な凸凹形状を作ることが不可能である．

4. ボロノイ図の細かい小さい破片は主に衝突箇所の周辺のみ

存在する．リアルな破壊形状では，図 8(c)のように，細

かい小さい破片は衝突箇所に近いところだけ細かく分割す

るのではなく，衝突箇所以外のところにも点在している．

上記の 4つの違いから，学習ベースによる破壊パターンは，

ボロノイ図による破壊パターンの表現の複雑性と自由度を大

幅に超えていることがわかる．

4.4 計算コストの評価

本節では，提案手法においてかかる計算コストについて議

論する．提案手法における計算コストは，主に前計算処理と

ランライム処理の二つに分けられる．ただし，前計算処理に

ついては一度だけ実行すればよい．以下では，それぞれの処

理について計算コストの主な要因について述べる．

まず，前計算処理における主な計算コストは，学習データ作

成のためのBEMによる破壊シミュレーション，及び，cGAN

の学習にかかる時間である．本手法においては，学習データ

作成のため，BEM による破壊シミュレーションにより合計

400 回の破壊パターンを収集した．

破壊シミュレーションについては Hahn らのコード7)を利

用した．1 回のシミュレーションにつき 40 フレームの計算

を行い，400回の平均で 8.89 時間を要し，合計で 5台の PC

を使用して約 1か月を費やした．また，cGAN (pix2pix) の

学習プロセスについては，各ネットワークは最低でも 300 エ

ポックの学習を行った．学習に用いたデータセットのデータ

数は 350，テストデータ数は 50 である．その結果，300 エ

ポックの学習で約 30分かかった．

次に，ランタイム処理では，cGAN が 図 8(c) の画像を生

成するのに平均 0.077秒，図 8(c) の画像から 図 8(d) の 3D

モデルへの再構築処理に 15.32秒費やした．

再構築にかかる時間は，現時点では高速とはいえず，将来

的には，この処理の高速化が課題となる．画像処理が中心の

ため，GPU の利用による高速化が期待できる．

総じて，すべてシミュレーションにより行う場合の計算時

間に比べ，前処理には時間がかかるものの，本枠組でのラン

タイム処理により，破壊の高速なアニメーションは十分に可

能であると思われる．

5. 結論と今後の課題

深層学習ベース脆性破壊シミュレーションに向けた第一歩

として， 平面オブジェクトを対象に，ボロノイベースのセ

グメンテーションに代わる，剛体エンジンに適用可能な条件

付き敵対的生成ネットワーク (cGAN) に基づく脆性破壊形

状の予測手法を提案した．特に，破壊形状を画像に置き替え

ることで深層学習の利用を可能にしたことや，cGAN への

入出力画像の設計，そして FSPM 画像から 3 次元破壊形状

への再構築アルゴリズムの開発が，ここでの貢献と考えられ

る．実験の結果，我々の深層学習ベースの手法は，従来手法

と比べてより複雑な破壊形状を，合理的な計算コストで生成

できることを実証した．

今後の展開としては，本手法の 3 次元任意形状への拡張が

挙げられるが，その上での課題が幾つか考えられる．

一つに，現在の手法の適用対象を画像からボリューム形状
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にした場合，深層学習ネットワークの学習が困難であると考

えられる．これは，現在の学習が GPU 上で行われることが

多く，その際に VRAM の容量がボトルネックになる．空間

量 O(n2) の入力パラメータが O(n3) になるため，n = 256

の場合 256 × 256 × 256のボリュームとなる．したがって，

ネットワークの設計にもよるが，画像を入力にする場合と比

べて入力に必要な VRAMは大幅に増加する．そのため，ボ

リューム形状の解像度を小さくせざるを得ない．

もう一つには，3 次元任意形状への拡張である．1 つの 3

次元形状に対し専用のネットワークを構築することで原理的

には可能であるが，それは現実的でない．どんな形状にも適

用できる，より汎用的な手法の開発が必要である．

本来であれば，破壊後の形状に速度とモーメントを付与す

ることで，初めて破壊アニメーションが完成される．破壊シ

ミュレーションの進行中に生成された途中結果の応力分布マッ

プによって，破壊後の形状に速度とモーメントが付与される

手法がある．今後は，3次元任意形状への拡張を完成した上

で，破壊後の 3 次元応力分布を予測して，予測された破壊

形状に速度とモーメントを付与することによって，アニメー

ション生成手法を開発したい．さらに，アニメーションを生

成するだけでなく，生成されたアニメーションの，現実の破

壊現象や力学シミュレーション結果との比較及び評価も必要

である．

参 考 文 献

1) F. Aurenhammer, R. Klein, “Voronoi Diagrams”, J. R. Sack

and J. Urrutia Eds., Handbook of Computational Geometry,

Chapter 5, pp. 201–290 (2000).

2) Z. Bao, J.-M. Hong, J. Teran, R. Fedkiw: “Fracturing Rigid

Materials”, IEEE Trans. on Visualization & Computer Graph-

ics, Vol.13, No.2, pp.370–378 (2007).

3) Bullet Physics Engine, https://pybullet.org (2021).

4) F. M. Chitalu, Q. Miao, K. Subr, T. Komura: “Displacement-

Correlated XFEM for Simulating Brittle Fracture”, Computer

Graphics Forum, Vol.39, No.2, pp.569–583 (2020).

5) L. Glondu, L. Muguercia, M. Marchal, C. Bosch, H. Rushmeier,

G. Dumont, G. Drettakis: “Example-Based Fractured Appear-

ance”, Computer Graphics Forum, Vol.31, No.4, pp.1547–1556

(2012).

6) I. Goodfellow, J. Pouget-Abadie, M. Mirza, B. Xu, D. Warde-

Farley, S. Ozair, A. Courville, Y. Bengio: “Generative Ad-

versarial Nets”, Advances in Neural Information Processing

Systems, pp. 2672–2680 (2014).

7) D. Hahn, C. Wojtan, FractureBEM. https://github.com/

david-hahn/FractureBEM (2021).

8) D. Hahn, C. Wojtan: “High-Resolution Brittle Fracture Sim-

ulation with Boundary Elements”, ACM Trans. on Graphics,

Vol.34, No.4, Article No.151, pp.1–12 (2015).

9) D. Hahn, C. Wojtan: “Fast Approximations for Boundary

Element Based Brittle Fracture Simulation”. ACM Trans. on

Graphics, Vol.35, No.4, Article No.104, pp.1–11 (2016).

10) J. Hellrung, A. Selle, A. Shek, E. Sifakis, J. Teran: “Geometric

Fracture Modeling in Bolt”, ACM SIGGRAPH 2009: Talks,

p. 7 (2009).

11) Y. Huang, Y. Yu, T. Kanai: “Predicting Brittle Fracture Sur-

face Shape from a Versatile Database”, Computer Animation

and Virtual Worlds, e1865 (2018).

12) T. Imagire, H. Johan, T. Nishita: “A Fast Method for Simu-

lating Destruction and the Generated Dust and Debris”, The

Visual Computer, Vol.25, No.5-7, pp.719–727 (2009).

13) P. Isola, J.-Y. Zhu, T. Zhou, A. A. Efros: Pix2pix, https:

//phillipi.github.io/pix2pix/ (2021).

14) P. Isola, J.-Y. Zhu, T. Zhou, A. A. Efros: “Image-to-Image

Translation with Conditional Adversarial Networks”, Proc. of

IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recogni-

tion, pp. 5967–5976 (2017).

15) N. Liu, X. He, S. Li, G. Wang: “Meshless Simulation of Brittle

Fracture”, Computer Animation and Virtual Worlds, Vol.22,

No.2-3, pp.115–124 (2011).

16) O. Mazarak, C. Martins, J. Amanatides: “Animating Explod-

ing Objects”, Proc. of Graphics Interface, pp. 211–218 (1999).

17) M. Mirza, S. Osindero: “conditional generative adversarial

nets”. arXiv preprint arXiv:1411.1784 (2014).

18) D. Mould: “Image-Guided Fracture”, Proc. of Graphics Inter-

face, pp. 219–226 (2005).

19) M. Müller, N. Chentanez, T.-Y. Kim: “Real Time Dynamic

Fracture with Volumetric Approximate Convex Decomposi-

tions”, ACM Trans. on Graphics, Vol.32, No.4, Article No.115,

pp.1–10 (2013).

20) M. Neff, E. Fiume: “A Visual Model for Blast Waves and

Fracture”, Proc. of Graphics Interface, pp. 193–202 (1999).

21) A. Norton, G. Turk, B. Bacon, J. Gerth, P. Sweeney: “Anima-

tion of Fracture by Physical Modeling”, The Visual Computer,

Vol.7, No.4, pp.210–219 (1991).

22) J. F. O’brien, A. W. Bargteil, J. K. Hodgins: “Graphical

Modeling and Animation of Ductile Fracture”, ACM Trans.

on Graphics, Vol.21, No.3, pp.291–294 (2002).

23) J. F. O’Brien, J. K. Hodgins: “Graphical Modeling and An-

imation of Brittle Fracture”, Proc. of ACM SIGGRAPH ’99,

pp. 137–146 (1999).

24) PhysX SDK, https://developer.nvidia.com/physx-sdk (2021).

25) S. Raghavachary: “Fracture Generation on Polygonal Meshes

Using Voronoi Polygons”, Proc. of ACM SIGGRAPH 2002

Conference Abstracts and Applications, pp. 187–187 (2002).

26) S. C. Schvartzman, M. A. Otaduy: “Fracture Animation

Based on High-Dimensional Voronoi Diagrams”, Proc. of 18th

ACM SIGGRAPH Symposium on Interactive 3D Graphics and

Games, pp. 15–22 (2014).

27) J. Su, C. Schroeder, R. Fedkiw: “Energy Stability and Fracture

for Frame Rate Rigid Body Simulations”, Proc. of ACM SIG-

GRAPH/Eurographics Symposium on Computer Animation,

pp. 155–164 (2009).

28) D. Terzopoulos, K. Fleischer: “Modeling Inelastic Deforma-

tion: Viscolelasticity, Plasticity, Fracture”, Proc. of ACM SIG-

GRAPH ’88, pp. 269–278 (1988).

29) 今給黎隆,ジョハンヘンリー,西田友是: “破壊後の形状の制御を伴う
破壊シミュレーション”, 画像電子学会誌, Vol.38, No.4, pp.449–458

(2009).

(2021年 4月 25日 受付)

(2021年 8月 31日 再受付)

566

The Journal of the Institute of Image Electronics Engineers of Japan Vol.50 No.4 （2021）



黄 宇 航 （学生会員）
2019年 東京大学大学院学際情報学府先端表現情
報コース修士課程修了．同年，株式会社 DeNA

に入社，グラフィックスエンジニア．現在，東京
大学大学院総合文化研究科 博士課程 在学中．主
に，コンピュータグラフィックス，物理破壊アニ
メーションなどの研究に従事．

金 井 崇 （正会員）
1998年 東京大学大学院工学系研究科博士課程修
了．理化学研究所研究員，慶應義塾大学環境情報
学部専任講師を経て，現在，東京大学大学院総
合文化研究科 准教授．コンピュータグラフィッ
クス，形状モデリングなどの研究に従事．博士
(工学)．精密工学会，情報処理学会，日本図学会，
ACM 各会員．

567

The Journal of the Institute of Image Electronics Engineers of Japan Vol.50 No.4 （2021）



IIEEJ

Projective Dynamicsにおけるスモールステップ法の計算量削減

高 橋 初 来† 金 井 崇†（正会員）

†東京大学大学院総合文化研究科

Reducing Computational Costs of Small Steps Method in Projective Dynamics

Hatsuki TAKAHASHI†, Takashi KANAI†(Member)

†The University of Tokyo, Graduate School of Arts and Sciences

〈あらまし〉 本研究では，弾性体シミュレーション手法の一つである Projective Dynamics におけるスモールステッ
プ法について，その計算量を削減する手法を提案する．インタラクティブなシーンにおける Computer Graphics で
は, シミュレーションの質と計算量のトレードオフが常に課題となっている．スモールステップ法は，求解のための
繰り返し計算を途中で打ち切る代わりに，描画フレーム間の時間発展を細かいサブステップに分割することにより，
数値ダンピングの軽減という形でシミュレーションの改善を図るものである．ここでは，スモールステップ法が, 描
画されないサブステップの計算を暗に前提としている点に注目し，その時間方向の冗長性を省略する．具体的には，
加速度を用いる前進オイラー法で時間発展を行う DummyStep を導入し，Projective Dynamics のサブステップの
半分を DummyStep で代替する．結果として，非常に小さい誤差でスモールステップ法を代替することができ，さ
らに計算量を約半分にすることができる．ただし，DummyStep は一部安定性の問題が存在するため，本研究では
さらに手法の安定性を高める修正手法を 2つ提案する．例題を通じて，本手法が計算量を大幅に削減しながら安定し
てスモールステップ法を代替できることを実証する．

キーワード：弾性体シミュレーション, 計算量削減, projective dynamics, 数値ダンピング

<Summary> In this paper, we propose a method to reduce the computational complexity of the s Small

Steps Method in Projective Dynamics, which is one of the elastic body simulation methods. The trade-

off between the quality of the simulation and the amount of computation is always an issue in interactive

computer graphics scenes. The Small Steps Method improves the simulation by reducing the numerical

dumping by dividing the time evolution between drawing frames into small sub-steps instead of terminating

the iterative computation for solving the problem in the middle. We note that the small-step method

implicitly assumes the computation of sub-steps that are not drawn, and we omit the redundancy in the

time direction. Specifically, we introduce DummyStep, a forward Eulerian method that uses acceleration

to perform time evolution, and substitute DummyStep for half of the substeps in Projective Dynamics.

As a result, Dummy Steps Method can replace the Small Steps Method with a very small error, and the

computational complexity can be reduced by about half. However, since Dummy Steps Method has some

stability problems, we propose two modification methods to further improve the stability of the method.

Through example problems, we demonstrate that our method can stably replace the small step method

while significantly reducing the computational complexity.

Keywords: elastic body simulation, reduction of computational costs, projective dynamics, numerical

dumping

1. は じ め に

ゲームなどのインタラクティブなアプリケーションにおけ

る Computer Graphics では，しばしば弾性体シミュレー

ションを効率的に遂行することが求められる．微分方程式を

解くことによって弾性体エネルギーを計算する厳密なシミュ

レーション手法1)は，膨大な計算量を必要とするためにリア

ルタイムシミュレーションには向かない．一方で，たとえば

Shape Matching2)などの幾何ベースの手法は軽量な一方で

シミュレーションの質は劣る．このように，リアルタイム物

               　　-- ビジュアルコンピューティング特集 --
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理シミュレーションでは，シミュレーションの質と計算量の

バランスを高水準で調整することが求められる．そのような

要求に答えるべく，Projective Dynamics3)など求解の簡便

さと立式の物理学的な妥当性を両立することを目指した手法

が今までに数々考案されている．

また，限られた計算資源の分配を工夫することによって

シミュレーションの質を高める取り組みは，大枠のアルゴリ

ズムだけでなく，その細部においても行われている．例えば

Macklin ら4)はスモールステップ法を提案している．これは，

XPBD5)のシミュレーションの内部で 1 フレームを複数のサ

ブステップに分割して計算することで，計算量をほとんど変

えないまま，数値ダンピング (離散化された運動方程式の陰解

法の解の誤差がエネルギーの減衰という形でシミュレーショ

ンに現れる現象) を軽減してシミュレーションの質を向上さ

せるアプローチである．

本研究は，先述の Macklin らの研究を踏まえてこれを

XPBD から Projective Dynamics に応用しつつ，その拡

張手法を検討するものである．スモールステップ法は，数値

ダンピングがタイムステップ幅に大きく影響されることを利

用している．すなわち，描画フレーム間の時間発展を計算す

る際，1フレームを細かいサブステップに分割することによっ

て数値ダンピングを軽減する．ただしスモールステップ法で

はその代わりに，方程式を解くための繰り返し計算を解が収

束する前に打ち切ることで計算量を抑制することを基本とし

ている．これにより，計算量を抑えながらシミュレーション

の質の改善を行っている．本研究は，その発想を引き継ぎな

がらシミュレーションの改善と計算量の削減に取り組むもの

である．

2. 先 行 研 究

弾性体シミュレーションの歴史は Terzopoulos らの研究1)

まで遡る．これに後続する一連の研究の基本的なアプローチ

は，微分方程式を立式して物体の弾性力を計算し，ここから

弾性体の妥当な変形量を算出するというものである．

こうしたアプローチは物理学的に正しい法則に基づいて

立式が行われている一方で，これらの手法は一般に多くの計

算量を必要とするため，リアルタイム処理が難しい．より軽

量なシミュレーション手法の必要性から，Müller ら6)により

Position Based Dynamics が考案された．この手法の特徴

は，多大な計算コストがかかる微分方程式の求解を行わない

点にある．これは物理学的な外力・内力への応答よりも幾何

的な拘束を解くことに重点を置いている．また，Müller ら2)

が提案した Shape Matching は，全体的なメッシュ形状の変

形の滑らかさだけを妥当性の根拠としている．

Position Based Dynamics に続くリアルタイム弾性体シ

ミュレーションの研究の歴史の中でも，後進オイラー法に基

づく立式を比較的簡単に解くことでリアルタイムシミュレー

ションを可能にしようとする試みも行われている．Macklin

アルゴリズム 1 Projective Dynamics
Algorithm 1 Projective Dynamics

1: predict position sn ← xn +∆tsvn +∆ts
2M−1fext

2: xn+1 ← sn
3: for i = 0 to numIterations do
4: LOCALSOLVE:
5: for each constraints i do
6: pi = ProjectOnConstraintSet(Ci, xn+1)
7: end for
8: GLOBALSOLVE:
9: xn+1 = SolveLinearSystem(sn, p1, p2, p3, ...)

10: end for
11: n← n+ 1

ら5)による XPBD はそのひとつである．

2.1 Projective Dynamics

Bouaziz ら3)による Projective Dynamics は，後進オイ

ラー法に基づく時間発展を比較的高速に解くために考案され

たアプローチのひとつである．後進オイラー法の更新式は最

終的に，

min
xn+1

(
1

2h2
||M

1
2 (xn+1 − (xn + hvn + h2M−1fext))||2F

+
∑
i

Wi(xn+1)

)
(1)

で表される最小化問題に帰着する．ここでM は質量，xn, vn

はタイムステップ n の質点位置と速度，h はタイムステッ

プ幅，fext は外力を表す．内部エネルギーに相当する関数

Wi を独自の距離関数で定義することにより，計算を簡単に

していることがこの手法の特徴である．アルゴリズム 1 に
Projective Dynamicsにおける 1フレームあたりの処理を記

す．ここにあるように，Projective Dynamics では，陽的な

方法によって質点位置 sn を予測したのち，Local Solve にお

いて，予測位置に最も近く幾何的な制約を満たす点に sn を

射影する (アルゴリズム 1の ProjectOnConstraintSet)．幾

何拘束には様々な種類があり，特定の質点間の距離や，三角

形メッシュの三角形の面積，四面体メッシュにおける四面体

の体積といった特徴量を初期値の周辺に制約するものである．

例えば，歪み拘束においては，qi, qj , qk を頂点位置とする三

角形について，min ||XfX
−1
g − T || を満たす剛体変換 T を

求める．なお，Xf = [qj − qi, qk − qi] であり，Xg はこれに

対応する辺ベクトルの初期値である．つまり，ここでは初期

値から予測位置への三角形の変形を，それに最も近い剛体変

換に射影している．歪み拘束であれば，この 3 頂点が一つの

拘束に相当し，制約の数だけ射影された位置 pi が計算され

る．そして，予測位置と射影された位置の間の乖離を弾性体

エネルギーとして解釈し，Global Solve において陰解法によ

る求解を行う．例えば，先述の歪み拘束の例では，

W (q, T ) =
w

2
A||XfX

−1
g − T ||2F (2)

で 1 メッシュ分の弾性体エネルギーを算出している．ここ

で，w は拘束の強さを表す定数，A は三角形の面積を示す．
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nf n+ 1fitr40

nf itr1 itr1 itr1 n+ 1fitr1

∆tf

∆ts ∆ts ∆ts ∆ts

略

図 1 スモールステップ法の例
Fig. 1 An illustraion of Small Steps method

アルゴリズム 2 スモールステップ法4)

Algorithm 2 Smalle Steps method4)

1: ∆ts ←
∆tf

nsteps

2: CollisionDetection
3: while n < nsteps do
4: predict position sn ← xn +∆tsvn +∆ts

2M−1fext
5: xn+1 = sn
6: for each constraints i do
7: ConstraintProjection
8: update xn+1

9: end for
10: update velocities vn+1 ← 1

∆ts
(xn+1 − xn)

11: n← n+ 1
12: end while

すべての拘束について Wi を定義し，それらを運動方程式に

組み込む．

2.2 スモールステップ法

Projective Dynamics や XPBD のような後進オイラー法

に基づいた弾性体シミュレーションには，タイムステップが

大きくなると数値ダンピングが起きやすくなるという問題点

がある．Dinev ら7)が発表した FEPR などは数値ダンピン

グの軽減を目指して Projective Dynamics などの陰解法を

拡張する手法だが，ここでは従来手法の計算にエネルギーを

保存するよう速度を補正する計算手順を加えることでシミュ

レーションの質の向上を図っている．Macklin ら4)はこの問

題に対して，描画フレーム間のタイムステップを細かいサブ

ステップに分割するスモールステップ法を提案している．す

なわち，1 描画フレームあたりの時間，つまり 30fps のシ

ミュレーションなら 1
30 秒を ∆tf とし，サブステップ数を

nsteps とした場合に，∆ts =
∆tf

nsteps
後のメッシュ形状を計算

するサブステップを nstep 回実行し，その結果を描画する．

それと同時に各サブステップにおける繰り返しを早期に打ち

切ることにより，計算量を抑えたままサブステップの時間幅

を小さくすることを実現している (図 1)．
また，スモールステップ法では，衝突を起こす質点の検出

を，フレームごとの処理の先頭にまとめて行っている．すな

わち，タイムステップサイズを ∆tf，繰り返し回数を 1 と

した XPBD によって 1 フレーム分の時間が経過したあとの

質点位置をあらかじめ算出したうえで，他の物体と衝突する

アルゴリズム 3 ダミーステップ法
Algorithm 3 Dummy steps method

1: ∆ts ←
∆tf

nsteps
(nsteps は 2の倍数)

2: CollisionDetection
3: while n < nsteps do
4: DUMMYSTEP
5: CollisionReponse
6: xn+1 ← xn +∆ts(v

n +∆tsa
n))

7: vn+1 ← (xn+1 − xn)/∆ts
8: an+1 ← (vn+1 − vn)/∆ts
9: n← n+ 1

10: PROJECTIVESTEP
11: CollisionReponse
12: predict position
13: sn ← xn +∆tsvn +∆ts

2M−1fext
14: xn+1 ← sn
15: for each constraints i do
16: pi = ProjectOnConstraintSet(Ci, xn+1)
17: endfor
18: xn+1 = SolveLinearSystem(sn, p1, p2, p3, ...)
19: vn+1 ← (xn+1 − xn)/∆ts
20: an+1 ← (vn+1 − vn)/∆ts
21: n← n+ 1
22: end while

質点を列挙している．

なお，アルゴリズム 2 のスモールステップ法は，もともと
XPBD に対して構築されたものである．しかし，XPBD と

Projective Dynamics では，1 タイムステップ，1 収束計算

分の処理の意味合いが共通している．すなわち，双方ともに

陽的に予測した質点位置に対して幾何拘束に基づいた修正を

加えており，その手続きの方法が異なるのみである．このこ

とから，スモールステップ法を適用する手法を XPBD から

Projective Dynamics に替えても充分に機能することが期待

される．

3. 手 法

3.1 手法の概要

本研究では，各サブステップでの方程式の解の厳密さを考

慮しない代わりに時間解像度を高めることで，誤差を小さく

しつつ数値ダンピングを軽減する手法としてスモールステッ

プ法を解釈する．そしてこの枠組みの中で可能になるアプ

ローチとして，ダミーステップ法という計算量の削減手法を

提案する．

ダミーステップ法は，サブステップ分割を用いて描画フ

レーム間の時間発展を計算すると，描画を必要としないサブ

ステップがその大半を占めることに注目し，時間方向の冗長

性を省略することで計算量の削減を目指すものである．我々

の手法では，各サブステップにおいて位置，速度に加えて

an+1 = (vn+1 − vn)/∆ts で加速度を計算する．この加速度

を速度と合わせて用いると，xn+1 = xn+∆ts(v
n+∆tsa

n)

で ∆ts 秒後の質点位置を計算することができる．以降この

プロセスを DummyStep と呼び，サブステップのうち半分

をこれで代替する (アルゴリズム 3)．
ダミーステップ法では，DummyStep と Projective Dy-
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(a)Small steps method

(b)Dummy steps method

図 2 Hanging Cloth のシミュレーション結果
Fig. 2 Simulation results for Hanging Cloth

namicsの通常のサブステップ (以降はこれを ProjectiveStep

と呼ぶ) を交互に用いて時間発展を計算する．DummyStep

では ProjectiveStep のように計算量の多い処理は行わない

ため，アルゴリズム全体の中ではほとんど無視できるほど計

算量が少ない．よって，サブステップ分割数を変えないまま

計算量をほぼ半分にすることができる．またこのアルゴリズ

ムでは 1 描画フレーム分の計算が必ず ProjectiveStep で終

わるようになっている．これは実際に描画されるメッシュ形

状の妥当性を担保するためのものであり，常に DummyStep

ではなく ProjectiveStep の結果が描画される．

3.1.1 衝突の扱い

衝突については，スモールステップ法で用いられたアプロー

チを踏襲している．すなわち，フレームの開始時点で衝突を

起こす質点を列挙 (アルゴリズム 3 の CollisionDetection)

したうえで，各サブステップ (DummyStep, ProejctiveStep

の両方) の冒頭で衝突を解決するように速度を修正する (アル

ゴリズム 3の CollisionResponse)．また，DummyStep 内

の CollisionResponse では衝突を解決するように速度が直接

補正されるため，CollisionResponse で計算された速度をそ

のまま位置の計算に用いたい．そのため，CollisionResponse

を行った質点については，逐次加速度を 0 ベクトルにリセッ

トしている．

3.2 実験と結果

布を端の 2 点で吊って振り子のように落とす Hanging

Cloth のシーンと，ドーナツ状の剛体に布を上から落とし

てかぶせる Cloth Collision のシーンを用意し，それぞれに

ついて，スモールステップ法による結果とダミーステップ法

による結果を比較する実験を行った．図 2 に Hanging Cloth

のシミュレーション結果を，図 3 に Cloth Collosion のシ

ミュレーション結果を示す．両図とも (a) がスモールステッ

プ法，(b) がダミーステップ法の結果である．

(a)Small steps method

(b)Dummy steps method

図 3 Cloth Collosion のシミュレーション結果
Fig. 3 Simulation results for Cloth Collosion

いずれも 41 × 41 の計 1681 個の質点が格子状に並ぶ布

メッシュを用い，三角形拘束 (メッシュ上の三角形のそれぞ

れの面積に対して拘束をかけるもの)，エッジ歪み拘束，位

置拘束 (一辺の端の 2 点を固定) を拘束として用いた上で，

30fps，40 サブステップ，1 収束計算の設定で実験を行って

いる．結果として，描画内容でいえばほとんど変わらない結

果が得られているように見える．

また，DummyStep を用いることにより生じる誤差を定

量的に評価するため，ダミーステップ法とスモールステップ

法を比較して，フレームごとに質点位置の平均差分を計算し

た (図 4)．図の青のグラフは，各フレームの開始時点におい
て位置，速度，加速度の条件をそろえたうえで，スモールス

テップ法，ダミーステップ法それぞれで ∆tf 秒後の位置を

計算し，その位置の差分をプロットしたものである．フレー

ムの開始時点で条件をそろえるのは，スモールステップ法と

ダミーステップ法を比較する際に，純粋にフレーム単位で描

画を行うプロセスとしての比較をするためである．個々のフ

レームのメッシュ形状はフレーム単位のシミュレーション手

法だけでなく，前フレームのメッシュ形状や速度にも依存し

ているため，手法が異なる以上は経時的に誤差が拡大してい

く．そこでフレームごとに初期条件を揃えて位置差分を計算

することによって，純粋な手法の比較が可能になる (図 5)．
なお，諸条件のリセットはフレームごとに行われるため，ス

テップを重ねることによる誤差の蓄積現象は確認できる．ま

た，エネルギー最小化問題の解法の評価手法としては，各ス

テップにおけるエネルギーを計算し，その収束の度合を確認

する方法もある8)が，ダミーステップ法の中でエネルギー最

小化問題を解いている箇所の手法はスモールステップ法や通

常の Projective Dynamics と共通しているため，本研究に

おける評価手法としては適切ではないと考える． フレーム

開始時に位置，速度，加速度を揃える際には，ダミーステッ
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(a)Hanging Cloth

(b)Cloth Collision

図 4 質点位置の誤差
Fig. 4 Frame-by-frame error of mass point positions

プ法の結果に揃えている．

図 4 の赤のグラフは，青のグラフの比較対象として掲載し

ているものである．これは青のグラフと同様，フレーム開始

時の諸条件をそろえたうえで，収束計算 1 回のスモールス

テップ法と収束計算 40 回のスモールステップ法をそれぞれ

用いて ∆tf 秒後の位置を計算し，その差分をプロットした

ものである．

この結果は，シミュレーションに用いた布メッシュのサイ

ズが 10m × 10m であることを考えれば充分に小さい誤差

であるといえる．また，赤のグラフと青のグラフを比較すれ

ば，スモールステップ法の代わりにダミーステップ法を用い

ることによって失われる精度は，スモールステップ法によっ

て解の収束を待たずに計算を打ち切ることによって失われる

精度と同程度かそれより低いともいえる．

3.3 単純なダミーステップ法の限界

ダミーステップ法は，DummyStep における加速度を用い

た時間発展が，ProjectiveStepの結果をよく近似している限

り非常に有用であるが，こうした優れた結果が得られること

は必ずしも保証されたものではない．実際に，タイムステッ

プをある程度以上大きくしたり，メッシュの解像度を上げた

りすると，シミュレーションの途中でメッシュが弾けるよう

な挙動を見せて破綻する場合がある (図 6)．

フレーム n− 1 フレーム n フレーム n+ 1

xn−1vn−1an−1 xn vn an xn+1vn+1an+1

xn xn+1

ダミーステップ法 ダミーステップ法

スモールステップ法
スモールステップ法

比較 比較

図 5 質点位置の差分計算のイメージ
Fig. 5 Illustraion of the difference calculation for mass

point positions

(a)Small steps method (b)Dummy steps method

:Position after ProjectiveStep :Position after DummyStep

:ProjectiveStep :DummyStep

図 6 ダミーステップ法でメッシュが破綻するパターン
Fig. 6 A scenario of mesh break in the dummy steps

method

こうしたことが起きる原因の一つは，DummyStep によ

る位置誤差は，速度の算出に際しても誤差をもたらすという

点にある．ProjectiveStep の末尾で速度を算出する際には，

DummyStep によって計算された (異常な値を含む可能性の

ある) 位置と ProjectiveStep によって計算された位置との

差分が用いられる．DummyStep の結果が本来の質点の軌道

から大きく外れてしまっていた場合，仮にメッシュ形状が次

の ProjectiveStep によって拘束を満たす妥当な形状に修正

されていたとしても，ここで計算される速度は本来の軌道か

ら大きくはずれてしまっている．すると，その次に計算され

るのが DummyStep であるため，その速度がほとんどその

まま位置を決定してしまい，質点位置がやはり正しい軌道か

ら外れる．そしてその次に計算される ProjectiveStep で再

び強制的に軌道上に引き戻されるため，速度はさらに軌道か

ら外れる．こうしたことが繰り返されることによって誤差が

振動して増幅してしまうことがメッシュの破綻を引き起こし

ているのである．

DummyStep は陽的なオイラー法によって時間積分を行う

ものであるが，代わりにルンゲ・クッタ法など高次の時間積

分を用いた場合，積分式中の加速度の影響が小さくなるため

メッシュの破綻は起こりにくくなる一方，極端に大きいタイ

ムステップサイズをとった場合など条件の悪いシーンでメッ

シュ破綻が起きることは変わらないことを実験により確認し

ている．
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: Mass point completing velocity
: Mass point used for completion
: Mass point missing velocity

: Completion
: Completion by completed value

図 7 速度の補完
Fig. 7 Velocity completion

次節では，こうした考察を踏まえて，ダミーステップ法の

安定性を高めるアプローチを 2 つ提案する．

4. 修正ダミーステップ法

4.1 速度補正ダミーステップ法

先述のように，速度の向きがあるべき軌道から大きく逸れ

た場合にメッシュの破綻が引き起こされる．そのため，本来

は速度が滑らかに変化すると仮定した場合，ProjectiveStep

終了直後の速度が以下の式を満たすような質点は，メッシュ

の破綻を引き起こす可能性が高いと判断することができる．

vidummy · viprojective
|vidummy||viprojective|

< k (3)

ここで i は質点の識別子であり，vdummy, vprojective はそれ

ぞれ DummyStep 終了時，ProjectiveStep 終了時の速度を

表している．ただし，k ∈ (−1, 1) は，異常質点検出のため

のしきい値である．

こうして異常が検出された質点は，誤差が蓄積しないよう

に速度を補正する必要がある．ここでは例外処理として，そ

の速度を欠損値として扱い，周辺の質点の速度を用いて補完

するという手法を採用する．これは，速度がメッシュ表面上

を滑らかに変化することを前提としている．

また，k の値が 1 に近いほど修正の対象になる質点は多

くなる．k を適切に選ぶには 2 ステップの間に制約に違反す

る質点がどの程度発生するかということを把握する必要があ

る．ただし，このことはタイムステップサイズやメッシュの

複雑さに大きく依存するため，一般的にどの程度の大きさの

k を選ぶとよいということを決めるのは難しい．

補完の具体的な方法としては，補完の対象となる質点とメッ

シュ上の辺で直接接続されている質点を列挙し，それらの速

度を質点間の距離の逆数で重みづけして平均する．補完に用

いたい隣接質点の速度もまた欠損している場合には，その速

度もまた同様の補完によって求める (図 7)．ただし，計算量
を抑制するため，2 近傍以上リンクを辿ることはせず，末端

で速度を欠損している質点の存在は無視する．

これをダミーステップ法のアルゴリズム全体に組み込む

とアルゴリズム 4のようになる．

アルゴリズム 4 速度補正ダミーステップ法
Algorithm 4 Velocity-corrected dummy steps method

∆ts ←
∆tf

nsteps
(nsteps は 2の倍数-)

CollisionDetection
while n < nsteps do

DUMMYSTEP
PROJECTIVESTEP
速度補正

end while

(a)Small steps method

(b)Velocity-corrected dummy steps method

図 8 Hanging Cloth のシミュレーション結果
Fig. 8 Simulation results of Hanging Cloth

4.1.1 実験と結果

3.2 節と同様の 2 種類のシーンについて，41 × 41 の計

1681 個の質点が格子状に並ぶ布メッシュを用い，三角形拘

束，エッジ歪み拘束，位置拘束を弾性体拘束として用いた上

で，20fps，10 サブステップ，収束回数 1 回で実験を行った．

これは，通常のダミーステップ法ではメッシュが破綻してし

まう設定である．

図 8 に Hanging Cloth のシミュレーション結果を，図 9
に Cloth Collosion のシミュレーション結果を示す．両図と

もに (a) がスモールステップ法，(b) が速度補正を適用した

場合の結果である．

これらを見ると，異常検知と例外処理によってシミュレー

ションの安定性が向上していることがわかる．また，図 10
に，二つのシミュレーション結果において速度補正された質

点の割合を示す．図で赤が Hanging Cloth でのダミーステッ

プ法 (k = 0.8)，青が Hanging Cloth でのダミーステップ

法 (k = 0.99)，緑が Cloth Collision でのダミーステップ法

(k = 0.8) の結果である．図より，この実験においてはいず

れのシーンでも速度が補正される質点の割合は最大でも 50%

程度となっており，速度が欠損扱いされる質点が大多数を占

めて補完が機能しなくなるような状況には陥っていない．

図 11 にエネルギー遷移のグラフを示す．図の縦軸は，す
べての質点についてその位置エネルギーと運動エネルギーを
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(a)Small steps method

(b)Velocity-corrected dummy steps method

図 9 Cloth Collosion のシミュレーション結果
Fig. 9 Simulation results of Cloth Collision

図 10 速度補正された質点の割合
Fig. 10 Portion of velocity-corrected mass points

図 11 エネルギー遷移のグラフ
Fig. 11 Energy transition graph

合計したものであり，赤がスモールステップ法，青がダミー

ステップ法 (k = 0.8)，緑がダミーステップ法 (k = 0.99) の

結果である．このグラフが示すように，前節の実験にあるよ

うな速度補正を必要としないシーンと比べると，スモールス

テップ法を基準とした場合の精度は充分とはいえず，激しい

数値ダンピングを引き起こしている．こうした数値ダンピン

(a)Small steps method

(b)Veolocity correction is applied (k=0.8)

(c)Veolocity correction is applied (k=0.99)

図 12 数値ダンピングの発生
Fig. 12 Occurrence of numerical damping

アルゴリズム 5 1/3 ダミーステップ法
Algorithm 5 One-third dummy steps method

∆ts ←
∆tf

nsteps
(nsteps は 3の倍数)

CollisionDetection
while n < nsteps do

DUMMYSTEP
PROJECTIVESTEP 1
PROJECTIVESTEP 2

end while

グ現象は，異常検知の条件を厳しくすることによってある程

度は解決できるが，やはり充分な精度は出ない．例えば図 12
を見ると，k = 0.8 の場合に比べて k = 0.99 の場合の方が

エネルギーグラフもスモールステップ法の挙動に近く，布の

跳ね上がりも高くなっているが，スモールステップ法の挙動

をよく近似しているとは言い難い．

4.2 1/3ダミーステップ法

メッシュの破綻が起こる究極的な原因は，DummyStep に

よって計算された質点位置がすべてのサブステップにおける

速度の計算に直接用いられてしまうために，誤差が速度に蓄

積してしまい，その振動を増幅させてしまうことにある．そ

こで，生じた誤差を逐次吸収するため，DummyStep を実行

する度に ProjectiveStep を連続して用いることを考える (ア

ルゴリズム 5)．
ここでは，ProjectiveStep 1 と ProjectiveStep 2 の間で

計算される速度が Projective Dynamics の拘束を解いた質
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(a)Small steps method

(b)One-third dummy steps method

図 13 Hanging Cloth のシミュレーション結果
Fig. 13 Simulation results of Hanging Cloth

点同士によって計算されているため，直前の DummyStepで

算出された位置がそれだけで致命的にシミュレーションを破

綻させるものでない限り，その影響を最小限に留めることが

できる．

4.2.1 実験と結果

3.2節と同様の 2種類のシーンについて，41×41の計 1681

個の質点が格子状に並ぶ布メッシュを用い，三角形拘束，エッ

ジ歪み拘束，位置拘束を弾性体拘束として用いた上で，Hang-

ing Cloth については 10fps，3 サブステップ，収束回数 1

回，Cloth Collision については 10fps，9 サブステップ，収

束回数 1 回で実験を行った．Cloth Collision のサブタイム

ステップ設定がやや小さくなっているのは，Hanging Cloth

と同じ設定にしてしまうと CollisionDetectionがうまく機能

せず，布メッシュが剛体をすり抜けてしまうためであり，こ

れはスモールステップ法でも起きる現象である．またこれも，

単純なダミーステップ法ではメッシュが破綻してしまう設定

である．

図 13 に Hanging Cloth のシミュレーション結果を，図

14 に Cloth Collosion のシミュレーション結果を示す．両

図ともに (a) がスモールステップ法，(b) が 1/3 ダミース

テップ法の結果である．

両図より，充分頑健にシミュレーションが行われているこ

とがわかる．また，図 15 に質点位置の誤差を示す．図の青
がスモールステップ法とダミーステップ法のフレームごとの

差分，赤がスモールステップ法 (収束回数 1) とスモールス

テップ法 (収束回数 40) のフレームごとの差分である．この

図より，スモールステップ法を基準とした場合の誤差も充分

に小さいことがわかる．

(a)Small steps method

(b)One-third dummy steps method

図 14 Cloth Collision のシミュレーション結果
Fig. 14 Simulation results of Cloth Collision

(a)Hanging Cloth

(b)Cloth Collision

図 15 質点位置の誤差
Fig. 15 Error of Mass point positions

5. 評 価

5.1 安定性の評価

3章及び 4章の実験結果より，ダミーステップ法は，充分

に粗いメッシュと細かいサブステップの下では，計算量を約

半分にしながら非常に小さい誤差でシミュレーションを行う

ことができるといえる．また，スモールステップ法による結
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表 1 計算時間の比較
Table 1 Comparison of computational time

Scene
スモール ダミー
ステップ法 ステップ法

Hanging Cloth 21.84(ms) 12.39(ms)

Cloth Collision 30.48(ms) 19.87(ms)

Scene 速度補正 1/3 ダミー
ダミーステップ法 ステップ法

Hanging Cloth 15.57(ms) 15.54(ms)

Cloth Collision 24.49(ms) 23.41(ms)

果を基準とした場合の誤差も，実験を行ったシーンにおいて

は 0.01m 未満である．これはメッシュ上の質点同士の最短

距離が 0.24m であることを踏まえれば充分小さい水準であ

る．またこれは通常の Projective Dynamics を基準にした

場合の スモールステップ法の精度の不足と同程度の水準で

ある．

さらに，速度補正ダミーステップ法を使えば，タイムステッ

プの大きな設定でもわずかな計算負荷でメッシュの破綻を解

決でき，それによって安定してもっともらしいシミュレーショ

ンを行うことができる．ただし，スモールステップ法を近似

するという意味では充分な精度はなく，激しい数値ダンピン

グを引き起こす．

1/3 ダミーステップ法は，通常のダミーステップ法ほどの

効率性はないが非常に頑健である．通常のダミーステップ法

ではサブステップタイムが 5msの場合でも破綻を引き起こし

ていたのに対して，33ms のサブステップタイムでも安定し

て動作するうえ，スモールステップ法と比較した場合の誤差

も充分に小さいといえる．また，この 33ms というサブタイ

ムステップの数字は，例えば 30fps で Projective Dynamics

のシミュレーションを行った場合と同じであり，リアルタイム

シミュレーションを行う上ではこれ以上大きいタイムステッ

プにおける動作を保証する必要はないといえる．

5.2 計算時間

表 1では，41 × 41個の質点を持つ布についての Hanging

Cloth，Cloth Collision のそれぞれのシーンにおいて，その

1 フレーム分の計算時間を比較している．ただし，記されて

いる計算時間は，ProjectiveStep，DummyStep，速度補正，

CollisionDetection のそれぞれの処理にかかる平均時間を計

測，サブステップ数を 42 と仮定して 1 フレーム分の計算時

間を再構成したものである．

なお，ハードウェア構成としてはメモリ 32GB，CPU は

Intel(R) Core(TM) i7-8600 3.20GHzを使用しており，Pro-

jective Dynamics のライブラリとしては ShapeOp9)を利用

している．また，Local Solve は拘束ごとに，Global Solve

は xyzの各成分ごとに並列化を行っている．DummyStepを

質点ごとに並列化することは可能だが，実験をした範囲では

スレッド分化の計算コストが並列化によるメリットを上回っ

ていたため，並列化を行っていない．

DummyStep の計算時間はほとんど無視できるほど小さ

く，Hanging Cloth では ダミーステップ法はスモールステッ

プ法の約半分，修正案の 1/3 ダミーステップ法でも 3 分の 2

程度の計算時間になっている．また，すべての手法に共通し

て，フレーム冒頭で CollisionDetection の事前計算がある．

Cloth Collision のシーンにおいてはこれが 6.64 ms と大き

いため，Hanging Cloth ほど効率性は向上しないが，計算時

間を充分に削減しているといえる．

5.3 適応的ダミーステップ法

速度補正ダミーステップ法と 1/3 ダミーステップ法を組み

合わせることで，適応的ダミーステップ法という方法を考え

ることができる．これは，速度違反をしている質点がひとつ

でもあった場合に，ProjectiveStep を 2 回連続して使用する

ことで速度に蓄積された誤差をリセットする．メッシュの破綻

は各ステップにおける位置誤差が速度に蓄積することによっ

て起こるため，1/3 ダミーステップ法のように DummyStep

1 回ごとに ProjectiveStep を 2 回実行するのはやや過剰で

ある．そのため，シミュレーションの見た目に影響を与えな

い範囲である程度誤差が蓄積した場合にのみ ProejctiveStep

を 2 回連続で用いることで，計算量を抑えることができる．

実験では，速度補正ダミーステップ法と同様の方法で k =

0.0を用いて，DummyStepとProjectiveStepの一組が実行

されるごとに速度違反を調べる．本来のダミーステップ法の順

序でいえば次のサブステップは次の一組に移りDummyStep

が実行されるはずであるが，速度違反に該当する質点が一つで

もあれば DummyStep に移る前にもう一度 ProjectiveStep

を実行する．このようにすることで，速度違反が検知されて

いない間はサブステップの半分を DummyStep で代替する

ことができる．またすべての DummyStep で速度違反が起

きたとしても，サブステップ 3 回ごとに DummyStep が実

行されているため，その計算量は 1/3 ダミーステップ法を

超えない．結果のグラフは図 16と図 17のようになる (サブ

ステップ 60，10fps，収束回数 1，k = 0.0)．グラフの縦軸

は 1 フレームに実行された Projective Step の回数の実数

であり，上端は想定しうる最大値の 40 回，下端は最小値の

30 回となっている．

結果をみると，Cloth Collisionのシーンで衝突が発生し続

けている間は 1 フレーム当たり 60 回のサブステップのうち

ProjectiveStep が 40 回実行されており，これは想定しうる

最大回数である．一方，それ以外の場合は，ProjectiveStep

の回数が全体の半分から 2/3 の間を推移しており，誤差も充

分小さい水準にとどまっている．これらのことから，適応的

ダミーステップを用いればシーンの状態に応じて最大限効率

的にダミーステップ法を用いることが可能になるといえる．

5.4 四面体メッシュのシミュレーション

四面体メッシュを持った 3 次元弾性体についても，ダミー

ステップ法とスモールステップ法と比較する実験を行った．

図 18 に四面体メッシュに対する適用結果を示す．布のシ

576

The Journal of the Institute of Image Electronics Engineers of Japan Vol.50 No.4 （2021）



(a)Number of times per frame for ProjectiveStep

(b)Average error per mass point

図 16 Hanging Cloth への適応的ダミーステップ法の適用
Fig. 16 Application of Adaptive Dummy Steps method

to Hanging Cloth

表 2 計算時間の比較
Table 2 Comparison of computational time

Scene
スモール ダミー
ステップ法 ステップ法

Armadillo, 3717tets, 1180vertices 92.97(ms) 56.04(ms)

Octopus, 4199tets, 1238vertices 100.71(ms) 61.92(ms)

Bunny, 4244tets, 1267vertices 103.59(ms) 60.26(ms)

Scene 速度補正法 1/3法
Armadillo, 3717tets, 1180vertices 59.56(ms) 68.35(ms)

Octopus, 4199tets, 1238vertices 65.44(ms) 74.85(ms)

Bunny, 4244tets, 1267vertices 64.07(ms) 74.70(ms)

ミュレーションの場合と同様，四面体メッシュにおいても，

粗いメッシュと細かいサブステップの下ではよく動作し，条

件の悪いシーンにおけるメッシュの破綻を防ぐための速度補

正ダミーステップ法，1/3 ダミーステップ法も同じくよく機

能している．

表 2 に計算時間を示す．これは布メッシュの場合と同様，
サブステップを 42 と仮定した場合の 1 フレーム分の計算時

間を比較のために再構成したものである．

ただし，速度補正ダミーステップ法の挙動については少々

結果が異なり，拘束を強くかけたり質点の質量を軽く設定し

たりすると，例えば弾性体を落下させるようなシーンでは不

自然にゆっくりと落下するような現象が観察された．これは

質点の落下とそれに抗う内力が上下双方向への速度を生み，

これらが補完されるために多くの質点で速さが失われること

が原因であると考えられる．

(a)Number of times per frame for ProjectiveStep

(b)Average error per mass point

図 17 Cloth Collision への適応的ダミーステップ法の適用
Fig. 17 Application of Adaptive Dummy Steps method

to Cloth Collision

5.5 数値ダンピング軽減へのアプローチ

ダミーステップ法は直接的には一部のサブステップの計算

を簡略化して計算量を抑える手法である．しかしここでは，

スモールステップ法が数値ダンピング軽減の手法として提案

されたことを踏まえて，計算量をある程度揃えたシミュレー

ション同士を比較することで，ダミーステップ法が数値ダン

ピング軽減のアプローチとしても用いることができることを

確認する．

図 19 は，スモールステップ法については 24 サブステッ

プ，ダミーステップ法については 48 サブステップ，1/3 ダ

ミーステップ法については 36 サブステップ (いずれも収束

回数は 1) ，Projective Dynamics については 1 サブステッ

プ，収束回数 24 で Hanging Cloth のシミュレーションを

行ったときの数値ダンピングの軽減を示すエネルギー遷移グ

ラフである (fps は 15 に統一)．これらの 4 つのシーンは，

1 フレーム当たりの ProjectiveStep の実行回数が 24 回で

同じになるように設定している．図の縦軸はすべての質点に

ついてその位置エネルギーと運動エネルギーを合計したもの

である．図 19(a)が 0–1200フレーム，(b)が 4000–5000 フ

レームにおけるエネルギ遷移を示している．

特に図 19(b) を見ると，黄，赤，緑，青の順に数値ダン

ピングを起こしていることがわかり，これはそのままサブス

テップタイムの大きさに対応する．このことから，ダミース
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(a)Small steps method (40fps, 30substeps)

(b)Dummy steps method (40fps, 30substeps)

(c)Small steps method (30fps, 10substeps)

(d)Velocity-corrected dummy steps method (30fps,
10substeps)

(e)One-third dummy steps method (30fps, 10substeps)

図 18 四面体メッシュのシミュレーション結果
Fig. 18 Simulation results for tetrahedra mesh

テップ法が数値ダンピング軽減のアプローチとしても有効に

用いることができることがわかる．なお，ここではエネルギー

を評価するために運動エネルギーと位置エネルギーの合計を

用いているが，これは同じくダンピング軽減手法として提案

されているスモールステップ法4)の記述に倣っている．また，

上記の実験の設定ではダンピング軽減の程度は軽微なものと

なっているが，よりダンピングが起こりやすいシーンではシ

(a) 0–2000 frames

(b) 4000–5000 frames

図 19 数値ダンピングの軽減を示すエネルギー遷移グラフ
Fig. 19 Energy transition graph indicating reduction of

numerical dumping

(a) Hanging Cloth 実験の様子 (30 秒経過時点)

(b) エネルギー遷移

図 20 ダンピング軽減効果の視覚的な影響
Fig. 20 Visual effect of damping reduction

ミュレーションの視覚的な結果に著しい改善がある．図 20
は 20fps，イテレーション 1 回，頂点数 101 × 101，の設定

の Hanging Cloth のシーンで，6 サブステップのスモール
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ステップ法と 9サブステップの 1/3ダミーステップ法を比較

した結果である．シミュレーション開始後 30 秒が経過した

時点で，スモールステップ法では運動が静止してしまうが，

1/3 ダミーステップ法ではエネルギーを保っており，振り子

状の運動を続けている．また，このときのエネルギーグラフ

も掲載している．

6. 今後の展望と結論

6.1 結論

本研究では，リアルタイム弾性体シミュレーションのため

の計算量削減のアプローチとして，ダミーステップ法を提案

した．ダミーステップ法は，描画フレームタイムを細かなサ

ブステップに分割するスモールステップ法の拡張手法である．

そしてこのアプローチは，スモールステップ法の 2 つの特徴

として，後進オイラー法における個別の求解の厳密性を諦め

る代わりに，シミュレーションの時間解像度を高めることに

よって最小限の誤差で手法を代替している点と，描画を必要

としないサブステップがその大半を占める点に注目して，こ

れを利用している．物理学的な時間発展の法則に基づかない

質点位置の計算プロセスである DummyStep をスモールス

テップ法のサブステップと交互に実行することにより，最小

限の誤差で手法を代替し，計算量を削減することがダミース

テップ法の目的である．

結果として，ダミーステップ法は様々なシーンでよく機能

し，メッシュ構造全体に対するサブステップあたりの誤差が

比較的小さく抑えられるような条件 (小さいサブステップタ

イムまたは比較的粗いメッシュ) の下ではスモールステップ

法をよく近似する．またこの際，DummyStep の計算量は

ProjectiveStep に比べて非常に少ないため，1フレームあた

りの計算量をほとんど半分にすることができる．

さらに，ダミーステップ法の安定性の限界への対応として，

2 つの手法を提案した．速度補正ダミーステップ法では，メッ

シュ破綻の原因になりうる現象をシミュレーションの過程で

排除する．このアプローチはスモールステップ法をよく近似

するとは言い難いが，メッシュの破綻という明らかに妥当で

ない状況に陥ることを防ぐためのセーフティーネットとして

は充分に機能する．また 1/3 ダミーステップ法は効率性では

劣るものの，極めて条件の悪いシーン設定においてもロバス

トに動作するだけでなく，スモールステップ法によるシミュ

レーションをよく近似している．この結果はスモールステッ

プ法に対する我々の解釈とも合致しており，DummyStep 自

体は当然誤差を含むものだが，その誤差が速度に蓄積されて

いかないように対処されている限り，ごく小さいサブステッ

プタイムの下での誤差はシミュレーション全体としての質に

大きな影響を与えないということでもある．

6.2 適用範囲の拡大

本研究ではクロスシミュレーションと四面体メッシュの弾

性体シミュレーションについて実験を行ったが，ダミーステッ

プ法のスキーム自体はあらゆる物理シミュレーションに適用

できる可能性があるものである．また，手法の安定性を検証

する上ではさらに多様なシーンにおける動作を検証する必要

があり，さらに複雑なメッシュ変形や布の自己衝突，衣服や

皮膚のシミュレーション，流体など，手法の適用範囲の拡大

を図ることが今後の課題である．
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最適化計算を用いた球面波インラインディジタルホログラフィ 

長 谷 川 鋭†（正会員） 下 馬 場 朋 禄† 角 江 崇† 伊 藤 智 義† 

†千葉大学 

Digital Holography with Spherical Wave Using Optimization Algorithm 

Satoki HASEGAWA† (Member), Tomoyoshi SHIMOBABA†, Takashi KAKUE†, Tomoyoshi ITO† 

†Chiba University 

〈あらまし〉 ディジタルホログラフィは撮像素子を用いて 3 次元情報をホログラムとして記録し，コンピュータ上

で可視化する技術である．計算によって試料の振幅と位相を得ることが可能である．しかし，現在の撮像素子は解像

度が十分ではなく，より高精細な再生像を得るために，平面波によるインラインホログラフィを用いることが多い．

ただし，インラインホログラフィは所望の 3次元情報に不要な光情報が重なるという難点がある．また，平面波を作

るためにはコリメータレンズ等を必要とするなど，光学系が大がかりになる．そこで，本論文では平面波よりも光学

系を簡素化できる球面波参照光を用いたインラインディジタルホログラフィに最適化計算を適用したシステムを提

案する．さらに，反復計算を必要としない新たな推定法を見出し，数値実験で定量評価を行ったところ，代表的な画

質回復手法であるGerchberg-Saxton法に比べて，50倍の速さで同程度の画質を得た． 

キーワード：ディジタルホログラフィ, インラインホログラム, 球面波, 最適化, 3次元計測 

<Summary> Digital holography is a technology that records three-dimensional (3D) information as a hologram using an image 

sensor and visualizes it on a computer. It is possible to obtain the amplitude and phase of the sample by calculation. However, the 

resolution of current image sensors is not sufficient, and in-line holography using plane waves is often used to obtain higher-

definition reproduced images. However, in-line holography has the disadvantage that unnecessary optical information overlaps with 

the desired 3D information. In addition, the optical system becomes large, such as the need for a collimator lens to create a plane 

wave. Therefore, we propose a system that applies optimization calculation to in-line digital holography using a reference light of   

spherical waves, which can simplify the optical system rather than plane waves. Furthermore, we found a new estimation method 

that does not require iterative calculation. In numerical experiments, the proposed method is 50 times faster than the commonly 

used Gerchberg-Saxton method for the same image quality. 

Keywords: digital holography, in-line hologram, spherical wave, optimization, three-dimensional measurement 

 

1. はじめに 

近年，バイオイメージングや工業製品の品質管理において

3 次元計測の必要性が高まっており，ディジタルホログラフ

ィ技術 1) が注目されている．ディジタルホログラフィでは，

被写体を撮像素子にホログラムとして記録し，計算によって

3次元情報をコンピュータ上で復元し，可視化する． 

しかし，現時点においては CCD（Charge-Coupled Device）

や CMOS（Complementary MOS）センサなどの撮像素子の解

像度が十分ではなく，より高精細な 3次元像を取得するため

に，平面波を参照光に用いたインラインホログラムを利用す

ることが多い．ただし，オフアクシスホログラムに比べて，

インラインホログラムでは所望の 3次元情報に不要な直接光

や共役光が重なってしまうという欠点がある．不要光を除去

する手法として，位相シフト法 2) やGS法（Gerchberg-Saxton 

Algorithm）3) などが利用されている．しかし，位相シフト法

は複数回の撮像を必要とし，GS法は反復計算による負荷が高

い．このため，3次元像をリアルタイムで動画測定しようとす

る場合には障壁となる． 

この課題に対して，オフアクシスホログラムについて最適

化手法を用いた物体光の推定手法が Khare らによって提案さ

れている 4)．この手法は 1 回の撮像で済むことや反復計算に

光波伝搬計算を組込まないので計算コストが小さいことが利

点であり，位相シフト法やGS法の難点を克服している． 

               　　-- ビジュアルコンピューティング特集 --
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ただし，Khareらの研究では参照光に平面波を用いており，

平面波を作るにはコリメータレンズなどの光学系が必要にな

る．球面波に置き換えることができればシステムは簡素化さ

れ，ポータブルタイプへの応用も広がる．また，球面波参照

光はホログラム面の各画素に異なった角度で照射されるため，

オフアクシスホログラムと同様に扱う必要があり，Khare ら

の最適化手法を適用できる可能性が高い． 

本研究の目的は，球面波のインラインホログラムに Khare

らの最適化手法を適用し，高速なディジタルホログラフィシ

ステムを提案することにある．さらに，Khareらが 20回の反

復計算を行っているのに対して，本研究では誤差関数の複素

平面における幾何学的特性から反復計算をせずに直接収束位

置が推定できることを見出した．本稿では，数値実験による

球面波参照光のインラインホログラムに最適化計算を適用し

た結果を示すとともに，反復計算を必要としない新たな収束

位置の推定方法を提案し，本手法の有効性を明らかにする． 

2. ホログラムの定式化と直接推定手法 

撮像素子で得られたホログラム�，ホログラム面での物体
光� 及び参照光�を次のように表す．�は実数を要素とするベ
クトルであり，�と�は複素数を要素とするベクトルである． 

ホログラム�は�と�の重ね合わせ強度であり，次式で求め
られる．ここで*は複素共役を表す． 

�番目の要素を�� = ���exp (�∅��)，	� = ���exp (�∅��) と

して成分で表記すると次式のとおりである． 

�および�を既知の値として式(7)で目的関数
���を定義し，

���を最小化する�を求める． 

式(7)の第 1項は誤差を表す誤差関数である．第 2項は平滑

化制約条件で，光が伝搬する過程で物体のエッジはぼやける

ので，物体光�において局所的に値に大きな差が生じた場合

にペナルティを課す．は重みであり，正の値をとる．つまり，

式(7)は推定物体光が光学系を経たときに実測したホログラム

になるべく近くなり，また，ホログラム面上の物体光が滑ら

かになるような推定を行う． 

 式(7)を，式(8)に示す最急降下法に適用する．⨂は畳み込み

演算子で式(7)の平滑化制約をフィルタ�で行う．�は更新量を

決める重みパラメータであり，����は式(7)第 1項目の誤差関

数である．����の勾配を加減算していくことで物体光�の極

小値（最適解）を求める．�は更新回数である． 

 �����	 = � ⊗ ����	 − �∇�����	�� (8) 

ここで，ある画素 1点についての誤差関数に注目すると式

(9)になる． 

式(9)が最小値 0になるとき， 

 ��� + 	��
 = �� (10) 

であり，��の最適解は中心(−	�)，半径���の複素平面上の

円周上にあることがわかる．これは，初期値を設定すると，

そこから最も近い円周上の点に収束することを示唆している．

今回の研究では初期値を原点に設定したので，図 1に示すよ

うに，中心−	�と原点を結ぶ半直線と円が交わる点になる．

複素平面で	�をベクトルとして扱うと収束位置は��� =

���
��

��
− 	�となる．ここで��と	�は既知なので，���は反復

計算を行わずに 1回の計算で求められることになる．このよ

うに直接推定する本手法（直接推定法）は最急降下法で反復

計算を行った場合と同様な結果が得られることが期待される． 

 

 

図 1 収束位置の算出方法 

Fig.1  Calculation of the convergence position 
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図 2 数値実験の設定 

Fig.2  Parameters of numerical simulation 

 

 

 

(a)振幅情報 (b)位相情報 

図 3 観察物体 

Fig.3  Observed object 

 

 

 

(a)振幅情報 (b)位相情報 

図 4 光波逆伝搬のみの再生像 

Fig.4  Reconstructed image only by light-wave backpropagation 

 

3. 数値実験による画質の評価 

直接推定法は参考文献 4)をもとに考察を進めて得られた結

果である．したがって，オフアクシスホログラムでも適用可

能であるが，本報告では球面参照波インラインホログラムに

適用した結果を示す．数値実験のパラメータ設定は図 2 のと

おりである．また，光波の伝搬には CWO++ライブラリ 5) の

角スペクトル法を用いた．観察物体は，振幅情報として図 3(a)，

位相情報として図 3(b)を用いた．  

図 3(a)，3(b)のホログラムから，そのまま光波の伝搬計算に

よって再生したものが図 4(a)，4(b)である．振幅情報は薄く再 

  

(a)振幅情報 (b)位相情報 

図 5 最急降下法による再生像（50 ループ） 

Fig.5  Reconstructed image by optimization method (50 loops) 

 

 

(a)振幅情報 (b)位相情報 

図 6 直接推定法による再生像（1 ループ） 

Fig.6  Reconstructed image by direct estimation method (1 loop) 

 

 

表1 定量評価（PSNR） 

Table 1  Quantitative evaluation (PSNR) 

 図 4 図 5 図 6 

(a)振幅情報 6.7 dB 14.7 dB 15.6 dB 

(b)位相情報 8.7 dB 24.7 dB 24.7 dB 

現されているが，不要光によって著しく劣化している．位相

情報については何もわからない状況である． 

図 5は式(8)の最急降下法を 50 回反復計算した結果である．

図 4 に比べて振幅情報，位相情報とも大幅に改善している．

図 6は，反復計算を行わない直接推定法による再生像である．

図 5 と同様な結果をしていることがわかる． 

 3 次元画像の定量的な評価指標が定まっていないので，2 次

元画像の評価指標ではあるが PSNR（Peak Signal-to-Noise Ratio）

を計算したところ，表 1のような結果になった． 

PSNR は 30dB 以上であれば十分な場合が多い．表 1 を見る

と，特に振幅情報の画像（図 5(a)と図 6(a)）で見た目以上に低

い数値となっている．この原因の一つは，周囲に復元できな

い枠のようなエリアが残っていることにある．これは，観察

対象を通過した球面波が広がって伝搬することにより，すべ

ての物体情報が撮像素子に到達しないためであると考えられ

る．その影響は端で顕著である． 
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表 2 計算時間の比較 

Table 2  Comparison of calculation time 

 手法 ループ回数 計算時間（秒） 高速化率

 GS 法 200 35.9 1 

 最急降下法 50 4.6 7.8 

 直接推定法 1 0.7 51 

 

図 7 球面波による撮像問題 

Fig.7  Spherical wave imaging problem 

 

4. 計算速度の評価 

本章では，GS法も含めた計算時間の評価を行う．計算には， 

CPU：Intel Core i5-4670 3.40GHz，8GBメモリの PCを用いた．

結果は表 2のとおりである．ループ回数はそれぞれの手法で

最高画質となったところ（画質改善が進まなくなった時点）

とした．なお，GS 法の画質も図 5 及び図 6 と同程度であっ

た．表 2から，GS法を用いた場合に比べて，最急降下法は 8

倍程度，直接推定法は 50 倍程度高速であることがわかる． 

5. まとめ 

球面波を用いたインライン型のディジタルホログラフィに

最適化手法を適用することは有力であることを明らかにした．

また，反復計算を必要としない直接推定法を提案し，画質の

向上及び計算速度の向上に対する有効性を確認した． 

6. 今後の課題 

画像をよく見ると中央部に不要光が重畳している．これは，

球面波が中心軸近傍では平面波に近似される影響で，平面波

参照光のインラインホログラムの問題点が表れていると考え

られる．また，球面波のため，図 7に示すように，ホログラ

ムの端まできれいに撮像できない．これらの改善が今後の課

題といえる．端の影響は本質的ではない場合が多いが，画像

中央部の影響は取り除く必要があり，研究を継続している．  
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モルフォロジー演算を用いた点群突起部の鮮鋭変換法

手 島 裕 詞†（正会員） 関 航 平† 志 久 修†（正会員） 村 木 祐 太††

小 堀 研 一††

†佐世保工業高等専門学校 , ††大阪工業大学

A Sharp Transformation Method for Point Cloud’s Protrusion

Using Morphology Operation

Yuji TESHIMA†(Member), Kohei SEKI†, Osamu SHIKU†(Member), Yuta MURAKI††,

Ken-ichi KOBORI††

†National Institute of Technology (KOSEN), Sasebo College , ††Osaka Institute of Technology

〈あらまし〉 本研究では，点群モデルから算出されるパラメタをもとに突起部分を鮮鋭的なモデルに変換する手法を
提案する．従来の点群モデルの編集処理では，曲面モデルやポリゴンモデルに変換することが多かった．しかし，点
群データにノイズや欠損が生じている場合，信頼性のある点の接続情報や曲面が生成できない等の課題がある．提案
手法では，点群データを直接処理することとし，具体的には点群モルフォロジー演算を用いて各点にパラメタを求め，
それを用いて点を移動させることでモデルを鮮鋭変換する．また，構造要素のサイズを変更した際のパラメタ算出実
験と鮮鋭変換の実験により提案手法の有効性を検証する．

キーワード：点群, 突起, 鮮鋭, 点群モルフォロジー

<Summary> In this study, we propose a method to transform projections into a sharp model based on

parameters calculated from point cloud model. In the conventional editing process of point cloud models, the

models are often converted to curved surface models or polygon models. However, if the point cloud data has

noise or scan error, it is difficult to generate correct point connections and surfaces. In the proposed method,

the point cloud data is directly processed. Specifically, parameters are calculated for each point using point

cloud morphology operations, and the model is sharpened by moving the points using the parameters. The

effectiveness of the proposed method is verified through experiments of parameter calculation when the size

of the structural elements is changed and sharp transformation.

Keywords: point cloud, protrusion, sharpness, point morphology

1. は じ め に

光学式 3Dスキャナを用いることで，小型のモノから大規

模な対象まで 3Dデータとして保存することができる．3Dス

キャナの活用目的として，コンピュータグラフィックス生成

をはじめ，製品形状のリバースエンジニアリング1)や歴史的

価値のある建造物等の文化資源をデジタルデータとして保存

するデジタルアーカイブ2)などがある．他にも，建築物の管

理3)やカスタムメイドの補装具の作成4)など多くの分野で活

用されており，今後も様々な分野を牽引していくことが期待

されている．

光学式スキャナから取得されるデータは，3次元座標，法線

ベクトル，色情報を持つ点群データであり，計測環境や対象

物の材質，対象物とのスキャン角度によって点群データにノ

イズや欠損が生じる場合がある．その結果として，信頼性の

低いポリゴンデータや曲面データが生成され，穴抜けやエッ

ジつぶれ等の問題が発生する．このことは，モデルの再現性

の面で十分な精度が得られず，ポリゴン変換後のデータ編集

等に影響を及す可能性がある．

一方，近年では点群データをポリゴンデータや曲面データ

に変換せずに，点群データのままで直接編集を行う取り組み

もなされており，モデルの編集手法として注目されている5)．

点群データに関する研究も数多く報告されており，表面デー

タの再構成手法などが提案されている6)．また，Huangらの

               　　-- ビジュアルコンピューティング特集 --

584

The Journal of the Institute of Image Electronics Engineers of Japan Vol.50 No.4 （2021）



手法7)は，取得した点群データに対して，法線情報をもとに鋭

利なエッジになるようにリサンプリングしていく手法であり，

主に工業製品や機械部品等のリサンプリングで高い精度が得

られている．このような取り組みに加えて，点群データを高速

にレンダリングする研究もなされており，ポリゴンや曲面を

生成することなく高精細なレンダリングを行っている8),9)．

このような点群レンダリング手法の開発によって，点群を直

接加工し，そのままレンダリングへとつなげる処理は有効で

ある．

そこで本研究では，光学式スキャナで取得した点群を鮮鋭

変換する手法を提案する．このような変換処理は，一般的に

は手動で行われており，多くの手間を必要とすることが課題

として挙げられる．提案手法では点座標 (x, y, z)を実数表現

している空間 (以降，点群空間と呼ぶ)でモルフォロジー演算

を用いて各点で鮮鋭変換のためのパラメタを算出し，それを

もとに点群の突起部分を鮮鋭変換させる．なお，点群空間に

おけるモルフォロジー演算は提案されているが，モルフォロ

ジー演算後の表面生成に主眼が置かれており10)～12)，点群に

対してパラメタを算出し，鮮鋭変換に適用した手法は報告さ

れていない．鮮鋭変換のパラメタは，より突出している部分

の点がより高い値を，平らな部分が低い値を持つように算出

する．また，モルフォロジーの特徴としてフィルタである構

造要素を自由に設計することができる．本稿では，球の構造

要素を用いてパラメタ算出を行い，鮮鋭変換する手法につい

て検証する．

2. 鮮鋭変換手法

本研究では，点群モデルの突起部分の点に着目し，その点

を微小距離だけ突起方向に移動することでモデルを鮮鋭変換

する手法を提案する．また，点群モルフォロジーを用いて算

出した値を鮮鋭変換のパラメタとして用いる．

2.1 鮮鋭変換パラメタの算出

鮮鋭変換のためのパラメタ算出には点群モルフォロジーを

用いる．点群モルフォロジーは，点群データに対して以下の

手順で点を発生させる演算であり，出力データも点群データ

である．本研究では，モルフォロジー演算のフィルタとなる

構造要素は球状の構造要素 (以降，Ball SEと呼ぶ)を用いる

こととする．

(1) それぞれの入力点を中心として，Ball SE上に点を発生

させる．

(2) 発生させた点が他のBall SEの内部にある場合，それら

を全て削除する (内外判定)．

点群モルフォロジー演算によって内側に生じた点を内部点

(点群ミンコフスキー差)，外側に生じた点を外部点 (点群ミ

ンコフスキー和)とし，本研究では外部点 (ミンコフスキー

和)を用いる．以降のパラメタ算出には，図 1を用いて説明
する．

図 1 外部点数パラメタ算出
Fig. 1 Calculation of outside point number parameter

図 1(a)のように入力点に対して点群モルフォロジー演算を

行い，図 1 (b)のような外部点 (点群ミンコフスキー和)を求

める．ここで，図 1(c)に示すように，各入力点で生じた外部

点数は突出した点が大きい値を持つことがわかる．この値を

各点が持つパラメタとすることが考えられるが，Ball SEの

サンプリング間隔によっては外部点が均一に生成されない可

能性がある．このサンプリング誤差を軽減するために，鮮鋭変

換のためのパラメタ (以降，外部点数パラメタと呼ぶ)を「各

入力点から一定範囲内の点の点群モルフォロジーで生じた外

部点数の平均値」と定義する．外部点数パラメタParam(Pi)

は，入力点数 n，入力点 Pi(i = 1, · · · , n)，Pi から一定距離

d以内に存在する点 Pi,j(j = 1, · · · , ki) を用いて式 (1)によ

り求められる．

Param(Pi) =

∑ki

j=1 M(Pi,j)

ki
(1)

ここで，M(Pi,j) は，点 Pi,j が保持している点群モルフォ

ロジー演算での外部点数，ki は Pi から d以内に存在する入

力点数とする．この誤差軽減効果により，Ball SEのサンプ

リング誤差の影響を緩和し，突出している領域の点が安定し

て高い外部点数パラメタ値を持つことができる．なお，提案

手法の制約として，外部点数パラメタを算出する際に，一つ

のBall SEの内部に複数の表面が入らないようにする必要が

ある．

2.2 突起部分の鮮鋭変換

2.1節で算出した外部点数パラメタを用いて点群を鮮鋭変

換させる手法について図 2を用いて説明する．

(1) 図 2(a)に緑色で示す入力点から一定範囲内の点に注目

する．

(2) ステップ (1)で求めた一定範囲内の点の中で最も大きい

外部点数パラメタ値を持つ点を求める．図 2(a)の赤色

の点がそれに相当する．

(3) 入力点から一定範囲内の点からステップ (2)で求めた点

に向かうベクトルの平均ベクトルを求める．図 2(a)の

赤色の矢印で示すベクトルが平均を求める対象のベク

トルであり，求めた平均ベクトルが図 2(b)のベクトル

となる．なお，平均を求める対象のベクトルは，正規化

を行わずに最も大きい外部点数パラメタ値を持つ点への
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図 2 鮮鋭変換
Fig. 2 Sharp transformation

距離を反映させる．これによって，最大の外部点数パラ

メタ値を持つ点から距離が離れている点のベクトルの影

響が大きくなるため，突出する方向が求まる傾向が強く

なる．

(4) 図 2(c)に示すようにステップ (3)で求めた平均ベクト

ルを正規化したものに，外部点数パラメタを係数として

掛け算し，図 2(d)に示ように各点で移動ベクトルを求

める．ここで，平均ベクトルを正規化する際には，外部

点数パラメタの最大値とユーザによって指示されるレン

ダリング解像度8)や点をレンダリングする際の円の大き

さを考慮する必要がある．ステップ (1)～(4)の処理を

全ての入力点に対して行うことで，たとえば近傍の中で

最も大きなパラメタ値を持つ点 (頂点)は，近傍の点か

ら自身に向かうベクトルの方向の平均方向，すなわち突

出する方向の移動ベクトルとなり，また近傍の点は距離

が離れた点から頂点に向かう方向をより反映した移動ベ

クトルとなる．

(5) 全ての入力点に対して求めた移動ベクトルをもとに点を

移動させることにより，点群空間で鮮鋭変換する．

3. 実験と考察

提案手法の有効性を検証するためにDinosaur, Armadillo,

Santaの 3モデルで実験を行った．まず，点群モルフォロジー

演算による鮮鋭変換のための外部点数パラメタ算出の実験を

行った．また，モルフォロジーの特徴として構造要素を自由

に設計できる．本実験では，Ball SEの半径を 0.01と 0.02

の 2種類とし，外部点数パラメタ算出についての比較も行っ

た．外部点数パラメタ算出の結果を図 3 に示す．なお，図中
の値は Ball SEの半径を表しており，また輝度が高いほど鮮

鋭変換のための外部点数パラメタ値が大きいことを表してい

図 3 外部点数パラメタ算出結果
Fig. 3 Calculation results of outside point number pa-

rameter

る．また，図 3(a), (b)は 56,194点，図 3(c), (d)は 172,974

点，図 3(e), (f)は 75,781点の実験データである．

図 3より，点群モルフォロジー演算を用いた外部点数パラ

メタ算出結果について，突出している点のみ高い値を持つよ

うに算出できていることがわかる．特に，図 3(a)，(b)より，

尻尾の細かい突起が，図 3(c)，(d)より，脛の細かい突起が

算出できていることがわかる．また，Ball SEの半径を変更

することで外部点数パラメタ算出を制御でき，値を表す輝度

が変化していることが確認できる．

次に，点群モルフォロジー演算を用いた外部点数パラメタ

算出の精度を定量的に評価するために再現率，適合率，F値

を用いた指標による評価実験を行った．評価方法としては，

まず突起部分を再現するために平面データの一部を微小な半

円柱，三角柱，半球の基本形状に置き換えた点群モデルを生

成する．次に，基本形状を覆うような Ball SE(半径：0.02)

を用いて算出した外部点数パラメタに対して，しきい値判定

処理の条件 (しきい値：26)を満たす点群を赤と黒の 2色で

表す．ここで，評価値を算出するための真値は半円柱などの

基本形状部分に相当する点群である．提案手法による外部点

数パラメタを二値化し，どの程度真値部分を抽出できるかが

評価指標となる．二値化のしきい値判定によって突起と判断

された点を赤色，それ以外を黒色で表した点群モデルを図 4
に示す．また，真値を基準にした提案手法の評価指標を表 1
に示す．図 4 の結果より，基本形状の部分がほぼ抽出できて

いることが確認できる．また，表 1の再現率，適合率がとも

に 0.9以上であり，それらの調和平均である F値も高い値と
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図 4 外部点数パラメタ算出の結果 (2値化)
Fig. 4 Calculation results of outside point number pa-

rameter(binarization)

表 1 評価値 (再現率，適合率，F値)
Table 1 Evaluation values(precision, recall and F-

measure)

データ 再現率 適合率 F値
(a) 0.93 1.00 0.96
(b) 0.97 1.00 0.98
(c) 0.92 1.00 0.96

なっている．このことから，点群の突起部分のみを考慮した

外部点数パラメタ算出が可能であることを確認した．

次に，提案手法によって求めた外部点数パラメタを用いて

鮮鋭変換を行った結果について考察する．本稿では微小な突

起部分の抽出が要求されるため局所的な顕著性を抽出できる

C.H.Lee らが提案した鮮鋭変換用パラメタ Saliency13)を従

来法として用いる．Saliencyは，2つのスケール (σ と 2σ)

のガウス重み平均をもとに計算した曲率の差分の絶対値で表

され，3Dモデルの顕著性の指標を求める手法であり，その

まま点群にも応用できる手法である．図 5に Saliency(従来

法)と外部点数パラメタ (提案手法)を用いて鮮鋭変換した比

較結果をそれぞれ示す．ここで，図中の黒丸は考察の際に特

に注目する部分である．なお，Saliency を求める際の σ は

0.008であり，提案手法のBall SEの半径は 0.01である．ま

た，実験データの全体のサイズは図 3と同じである．

図 5より，点群モルフォロジー演算を用いて算出した外部

点数パラメタを用いて鮮鋭変換した結果，および Saliencyの

値を用いて鮮鋭変換した結果ともにモデルの突起部分がより

鋭くなっていることがわかる．また，図 5(c)のモデルの尻

尾や図 5(f)の足先，図 5(i)のモデルの脛の細かい突起した

部分では提案手法の方が良好に鮮鋭変換できていることが確

認できる．これは突起部分を小さな半径の Ball SEによって

外部点数パラメタを精度よく算出できているからである．ま

た，Saliencyのガウス重み平均による 2つの曲率の差では，

細かな突起部分を抽出できなかったが，その一方で，図 5(k)

のように大きな突起部分では良好な鮮鋭変換の結果が得られ

ている．提案手法は，突起部分を鮮鋭変換する手法であるが，

図 5(j)の突起部分は他のモデルよりは比較的大きく，局所的

にみると滑らかな形状であり，最大の外部点数パラメタ値を

持つ点を精度よく求められなかったと考えられる．これによ

り，突出させる方向が良好に定まらなかったと考えられる．

また，最大の外部点数パラメタ値を持つ点が想定する位置と

異なる可能性があることは図 3(e)の実験結果からも確認で

きる．本課題については，点群モルフォロジーの Ball SEの

図 5 鮮鋭変換の結果
Fig. 5 Results of sharp transformation

半径と突起部分の大きさに関係があると考えており，詳細な

検証は今後の課題とする．

4. お わ り に

本研究では，点群モルフォロジー演算を用いて鮮鋭変換用

の外部点数パラメタを算出し，点群モデルを鮮鋭変換させる

手法を提案した．実験により，点群モデルの微小な突起部分を

鮮鋭変換することが可能であることを示した．また，Saliency

を鮮鋭変換のパラメタとした手法と比較したところ，提案手

法は細かい突起部分を精度よく鮮鋭変換できることを確認し

た．提案手法は，点群空間において鮮鋭変換を行うため，ポ

リゴンデータや曲面データに変換する処理を必要とせず，変

換後の点群を直接レンダリングすることでコンピュータグラ

フィックス生成が可能である．また，点群モルフォロジーに

よって外部点数パラメタを算出し，鮮鋭変換を行うためユー

ザの作業負荷を軽減できる．

今後の課題としては，外部点数パラメタ算出時の Ball SE

の半径とモデルの鮮鋭変換結果との関係をより詳しく検証す

る．この検証により，複数の半径の Ball SEで算出した外部

点数パラメタをマージする手法の検討が考えられる．また，鮮
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鋭変換によって突起部分で点の空間密度が変化する場合があ

るため，点群をリサンプリングする手法も検討していきたい．
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ゴルフの楽しみ方 

児玉 明（フェロー） 

                         広島大学 

How to Enjoy Golf 

Mei KODAMA (Fellow) 

Hiroshima University 
 

1. はじめに 

コーヒーブレイクで趣味の球技を取り上げるのは 2 度目で

ある．今回は本年 4 月号の随想でも触れたように，男子世界

メジャー大会で日本人が初優勝を遂げたことにちなみ，ゴル

フについて語ってみたい．初めに，ゴルフの基礎知識として

芝の種類やルールの基本を示し，今年のゴルフの歴史的快挙

の幾つかを振り返り，ゴルフ文化を象徴するキーワード 2 つ

を紹介し，ネット視聴の動向も含めたゴルフの楽しみ方につ

いて，考察を加える．なお，個人的嗜好に基づいた説明とな

ることをご容赦頂きたい．ゴルフ経験の有無に関わらず，知

識・実践・持続性の大切さを感じてもらえれば幸いである． 

2. ゴルフとは 

ゴルフとは，芝の上でボールを打ち，少ない打数でボール

をカップに入れることを競うスポーツである．厳密な言い方

をゴルフ規則 1)から引用してみると，「ゴルフは 1 つの球を 1

つのクラブで打つことによってコース上の 18 ホール（または

それ以下）の 1 ラウンドをプレーする．各ホールはティーイ

ングエリアからストロークをして始まり，球がパッティング

グリーンのホールに入ったとき（または規則が別途，そのホ

ールの終了を規定しているとき）に終わる．」とある． 

ピンまでの距離が遠いとウッドやアイアン等でショット

し，グリーン上ではパッティングを行う．風や傾斜等の自然

環境とコースレイアウトから，コース戦略を思考し， 後に

は，芝の長さや芝の目を観察し，順目や逆目により芝の抵抗

や転がり方が変わることも考慮して打つところが面白い．プ

ロはボールの位置（ライ）さえ良ければ，フェードでもドロ

ーでも，スライスでもフックでも自由に右カーブや左カーブ

の軌道で打つことができるし，ボールのスピン量をコントロ

ールして，数ヤード刻みで打ち分ける能力やピンに寄せる技

術を有しており，日々その技術を磨いている．勿論，そのよ

うな高度な技術は私にはないのだが，物理学的な思考が好き

な方には，向いているスポーツと言ってよい． 

2.1 芝 

少し細かくなるが芝の話から始めたいと思う．グリーンの

芝は高麗芝，ベント芝，バミューダ芝に大別される．このう

ち日本のグリーンで利用されているのは，高麗芝とベント芝

であり，以前は高麗芝が多かったが 近では高速グリーンと

するためにベント芝の使用が増えている．マスターズ・トー

ナメントで知られるオーガスタ・ナショナル・ゴルフクラブ

では，1980 年まではバミューダ芝が使用されていたようであ

るが，1981 年からはベント芝に変えられたようで，如何に超

高速グリーンを制するかが，優勝の鍵となっている．なお，

「ようである」と表現しているのは，ゴルフ場が何の芝を使

用しているかを公表していないためであり，一般に現地以外

では同じグリーンは再現できないといっても過言ではない． 

高麗芝は日本の在来種である日本芝にあたり，暖地型（夏

芝）に分類される．さらに分ければ高麗芝の中の姫高麗芝が

グリーンに使われる．一方，ベント芝（bent grass）は西洋芝

の寒地型（冬芝）に分類され，常緑性で冷涼な気候を好む 2)．

現在，グリーンに も広く使われているのは，ベント芝の中

のペンクロス（Pencross）という品種である．これは，3 つの

親種から交配により作られた品種で，成長が早く，病気にも

強く，密集度が高いというのが特長である．しかし，近年は

ペンクロスをしのぐ優れた特性を持つ新しい品種のベントも

誕生しており，それらを，総称して「ニューベント」と呼ぶ．

代表的な品種 3)として，第 3 世代（1995 年）では，ペン A2

（Pen A2），ペンG-2等のペンシリーズやL-93，第 4世代（2004

年以降）では，CY-2，007，シャーク（Shark），タイイ（Tyee），

ペンリンクス II（Penlinks II），第 5 世代では，DC-1，777 等

があり，いずれも低刈耐性・高密度・耐暑性・耐病性という

特長を持ち，より高速なグリーンを作ることができる．なお，

日本のゴルフ場で春先にグリーンが緑色なのは，寒さで枯れ

ないベント芝を使用しているか，高麗芝が冬場に枯れて茶色

になっているため芝生用着色剤が撒かれているからかである． 

加えて，フェアウェイやラフでは，主なものとして日本芝

は野芝と高麗芝，西洋芝はバミューダ，ケンタッキーブルー

グラス，ライグラス，フェスク等が使われている．これらの

芝を管理するというコースの維持上大切な人がグリーンキー

パーであり，芝生に関する専門的な知識が必要である．フェ

アウェイやラフやグリーンの状態が良いとプレイヤーの狙い

がスコアに直結するので自然にやる気が向上する． 
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2.2 ルール 

ゴルフの規則に話を戻すと，特徴と言えるのが，他のスポ

ーツで類を見ない自己申告（打数やルールに違反していない

等）のスポーツということである．言い方を替えれば，自分

が審判であり，これが紳士のスポーツと言われる所以である．

例えば，バンカーに入ったボールを打つ際，ソール（クラブ

を地面につけること）をしてはならず，2 打罰のペナルティ

が課せられるが，これを申告するかしないかも自己判断であ

る．とはいえ，競技大会では，競技委員が録画映像を確認し，

後から罰を課せられることもあり，今年のマスターズでも松

山と同組のアンセルに 2 罰打が課せられたのは記憶に新しい． 

なお，R&A（英国ゴルフ協会）と USGA（米国ゴルフ協会）

は約 2 年前にゴルフ規則 1)を大幅に変更し，プレー時間の短

縮，救済等を設定し，初心者でもよりプレーがし易くなって

いる．少し改正点 4)について触れておく．まず用語として，

ティーイングエリア，バンカー，ペナルティーエリア（旧ウ

ォーターハザード），パッティンググリーン，ジェネラルエリ

ア（旧スルーザグリーン；コース上のティーイングエリアか

らグリーンまでの範囲から，ティーイングエリア，バンカー，

グリーン，ペナルティーエリア，アウトオブバウンズ（OB）

を除いた全エリア）に変更になった． 

次にプレー時間の短縮に関しては，以下のようになった． 

(1) ストロークの時間: 40 秒以内にストロークを行うこと

を推奨 

(2) 2 打目以降の打順: 原則はホールから も遠い球からプ

レーすべきだが，安全が確保できれば，準備ができたプ

レイヤーからプレーを行ってもよい 

(3) 球の捜索時間: 3 分以内に見つけなければ紛失球とする 

(4) カップの旗竿: 旗竿は抜いても抜かなくとも良く，旗竿

に当たっても罰は無く，あるがままプレーする 

(5) 距離計測器: 2 点間の距離のみ計測可 

また，救済に関しては， 

(1) 救済の申告: 誰に告げる必要もない， 

(2) 救済時のドロップ方法: 膝の高さから行う， 

(3) 救済エリアを計測するクラブ（クラブレングス）: その

ラウンドの為に持ち運んでいる，クラブの中で も長い

クラブ（但しパターを除く） 

(4) バンカー内のアンプレイヤブル: アンプレイヤブルを

宣言し，球とホールを結ぶ線上で，バンカー外の後方に

基点を決め，そこから 1 クラブレングス以内でホールに

近づかない救済エリアに 2 打罰で球をドロップする 

(5) バンカー内のルースインペディメント（小石等）: 動か

すことができる．手やクラブで砂に触れても OK（ソー

ルは禁止） 

(6) グリーン上の損傷箇所修復: ボールマークに限らず，損

傷箇所（スパイクマーク等）を修復することができる 

(7) 地面に食い込んだ球: ジェネラルエリア内であれば無

罰の救済が受けられる 

(8) 2 度打ち: 偶然の場合は無罰 

(9) 自打球: 偶然の場合は無罰．止まったところからあるが

ままで再開 

(10) 球を動かしてしまった時: 原則として 1 罰打．ただし以

下の場合，無罰でリプレース ①球の捜索中に偶然動か

す，②グリーン上で球，又はマーカーを偶然動かす，③

規則に基づき球をマーク，拾い上げる，リプレースする

時に動かしてしまった時  

となった．詳細はここでは割愛するが，ドレスコードやマナ

ーについても 低限理解しておく必要がある． 

2.3 醍醐味 

さて，誰でも，ショットがカップに寄ってくれたり，ロン

グパットが入れば嬉しいが，一方，狙った通りに打ったボー

ルがカップの縁をなめたり，ダフったり，池ポチャすれば落

ち込むのは当然である．この心の浮き沈みはゴルフにつきも

ので，これもゴルフの醍醐味の一つといえる．一般的に初め

てゴルフを練習した際，野球のボールは打てるのに，止まっ

たボールを打つのがこんなにも難しいのかという体験をする

と思う．野球では下手でもバットにボールが当たることがあ

る（正確にはピッチャーが打ちやすい球を投げてくれる）が，

ゴルフは常に自力で打つことが求められる．言わば，打つ度

に己の能力（技能や思考等）を知ることとなる．自らの能力

を受け止められず止めてしまう人もあるが，この壁を乗り越

えた先には，ゴルフの楽しさ・素晴らしさがプレイヤーを待

ち構えていてくれる． 

図 1～図 3 に示すように，芝の上を歩いている解放感，自

然の大切さや四季の美しさ，鳥の囀りや花の香等，日常生活

で忘れている自然の素晴らしさを教えてくれる．時には風に

助けられ，時には風に苦しめられ，自然環境は刻々と変化し，

誰もが平等な状態でショットすることは絶対にないスポーツ

である．競技に勝つためには，自分の実力を磨くことに加え，

自然も味方につける必要があると言われている．ここでは深

くは語らないが，近年混同して扱われ易い「平等」と「公平」

の意味を理解する上で，ゴルフはわかり易い．即ち，個々の

実力にあったハンディキャップとティーイングエリア（青，

白，赤，ピンク，ゴールド等，ハンディや年齢・性別で 初

に打つ場所を変える）を設けることで，コンペで初心者でも

優勝する機会が公平に与えられ，若い年代から高齢まで男女

問わず楽しむことができるのがゴルフの魅力である． 

2.4 メンタリティ 

小学生の時に父からゴルフを教えて貰ったのがゴルフと

の出会いであり，その後は家族でたまに楽しむ程度であった

が，特に大学時代以降は父との共通の趣味となっている．ま

た，早稲田大学の富永研究室に在籍していた頃から研究室の

先輩らとのゴルフコンペに定期的に参加する機会に恵まれ，  
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自然の中で体を動かすことで研究に没頭した身体をリフレッ

シュさせる意義を学ばせていただいた． 

ゴルフは個人スポーツであるにも関わらず，誰と一緒にプ

レーをし，何の話をしたのかも，その日の楽しさに結びつく

要素となる．プレーでは，他の人の一打が参考になることも

あるし，一方で，相手の一打が妙に自分にプレッシャーをか

けてくることもある．ゴルフには性格や考え方も出るので．

その人を深く知りたいときには「一度ゴルフでも」という科

白がよく出て来るし，ゴルフがスポーツより社交の場ととら

えられがちなのもそのせいである． 

自分が思った通りに打てた時は良いが，練習不足も相まっ

て，球を林の中に打ち込んだり，池に入れたり，バンカー（サ

ウンドエリア）や深いラフに入ることはしょっちゅう起こり

得ることであり，気持ちが高揚することよりも，寧ろ沈むこ

との方が多いのが一般的ともいえる．ただ，球を打つこと自

体も単純に楽しいし，納得のいくショットが打てたり，ロン

グパットが入ったりすれば，これまでの失敗を忘れさせてく

れる．とはいえ，そんな時に限って次のショットでは力が入

りすぎ，さらに失敗することも多く，逆に精神的な落差が大

きくなってしまうのも世の常である．ゴルフでは平常心を保

つこと，力が入りすぎないことが大切で，感情の起伏を 小

限に抑えるようにとよく言われる．通常のストロークプレー

形式でもそうであるが，マッチプレー形式では精神力の要素

が更に大きく関わってくる．とはいえ，ゴルフ経験者ならば

わかると思うが，それもそう容易くはない．結局すべてをア

フターゴルフの話のタネにして次回のプレーに先送りするの

が凡人の行き着くところであろう． 

3. 今年の振り返り 

さて,ゴルフがそう上手くもない私が言うのもおこがまし

いが，是非，皆さんにゴルフに興味を持って頂きたいし，様々

なスポーツの歴史や背景を知ることで更に楽しめると考え，

今年のゴルフ史（マスターズ優勝，全米女子オーブン優勝，

東京オリンピックでの活躍など）を振り返りながら紹介した

いと思う． 

3.1 マスターズと全米女子オープン 

ゴルフのメジャーとは，男子ゴルフでは，マスターズ・ト

ーナメント，全米プロゴルフ選手権（PGA 選手権），全米オ

ープン選手権，全英オープン（ジ・オープン選手権）であり，

これらを 1934 年以降 4 大大会と呼んでいる．一方，女子ゴル

フのメジャーは，ANA インスピレーション，全米女子オープ

ン，KPMG 全米女子プロゴルフ選手権，エビアン選手権，AIG

全英女子オープンを指し，2013年以降5大大会と呼んでいる．

このメジャーで勝つことが，全てのプロゴルファーの夢であ

る．なお，男女各々で全ての大会を制覇することをグランド

スラムと呼ぶ．これらのメジャー大会で，男女を通じて日本

人で初めて樋口久子プロが 1977 年の全米女子プロゴルフ選

手権を制覇した．国内でも圧倒的に強かった樋口プロを私も

よく覚えており，引退後に日本女子プロゴルフ協会会長を務

められ，2014 年にはゴルフ界初の文化功労者に選ばれている．

2019 年に日本勢で 42 年ぶりにメジャー制覇を成し遂げた渋

野日向子プロの全英女子オープンでの優勝の際にテレビ解説

していたのも樋口プロであったのは記憶に新しい．また，今

年 4 月（マスターズの前週）のオーガスタナショナル女子ア

マチュアでは日本人で初めて梶谷翼氏が優勝し，女子アマチ

ュアのメジャー制覇という偉業を達成した． 

一方，男子では，2011 年にマスターズ ローアマチュアを

松山英樹氏が獲得し，2013 年に井戸木鴻樹プロがシニアゴル

図1 ゴルフ場の風景 

 

図2  ゴルフ場からの眺望（瀬戸内海） 

 

 

図 3 秋の紅葉 
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フのメジャー大会である全米プロシニア選手権で優勝してい

るものの，メジャー制覇はこれまで実現できておらず，まさ

に日本のゴルフ界の悲願であった．私は 10 年以上前，松山氏

の学生時代からいずれメジャーを獲るなら彼であろうと注目

してきた．昨年初旬から新型コロナウイルスの蔓延で中止に

なる大会も多いなか，例年通りの開催となったメジャー大会

が今年 4 月のマスターズ（ジョージア州・オーガスタナショ

ナル GC）であった．このメジャー大会を，松山英樹プロ（6

月時点でゴルフ世界ランキング 14 位）が日本勢男子として初

めて制したのだ．コロナの影響で自粛ムードが蔓延し，心が

沈んでいた日本人に活力を与えてくれた驚愕ニュースであっ

た．本件は 4 月号の随想でも触れたので詳細は割愛するが，

マスターズとくれば，学生時代，PC-98 上で動作したマスタ

ーズの 3D シミュレーションゲームを思い出し，各ホールの

イメージやゲームでの攻略法が頭をよぎる．後にスーパーフ

ァミコンやメガドライブ等のゲームにも移植されているので，

楽しんだ方も多いのではないかと思う．  

本優勝により，メジャー大会への注目が増す中で，今度は，

女子の世界において日本時間 6 月 7 日午前，信じられない戦

いがアメリカ合衆国サンフランシスコで繰り広げられていた．

笹生優花プロと畑岡奈紗プロという日本人同士の全米女子オ

ープンのプレーオフである．結果は，アグリゲートプレーオ

フ 1) 2 ホールを終えてタイで，サドンデスに切替わった 3 ホ

ール目に笹生プロの劇的なバーディによる優勝で競技が終了

した．長い間メジャー大会に勝てない状況から，渋野プロの

優勝があり，その 2 年後に一挙に日本勢同士の争いになると

はまさに予想だにしない展開であった． 

3.2 東京オリンピック 

次に，霞ヶ関カンツリー倶楽部（ジュニアゴルファーの登

竜門．2018 年日米首脳ゴルフ（安倍首相，トランプ米大統領，

松山英樹プロがプレー）の舞台）で開催された東京オリンピ

ックに話を移そう．1 年延期して 7 月開催の東京オリンピッ

クの出場枠は，世界ランキング上位 15 位までの選手で各国

大 4 名まで，16 位以下については 1 ヵ国 2 名を上限，大陸ご

とに一人も出場資格を有する選手がいない場合は，男女とも

に 低一つの出場枠が保証されるというものである．その結

果，日本男子は出場枠が 2 名で松山英樹プロ，星野陸也プロ

が選ばれ，日本女子も出場枠は 2 名で畑岡奈紗プロ，稲見萌

寧プロが日本代表となった．マスターズを制覇したばかりの

松山プロには金メダルの期待が寄せられ，昨年から今年にか

けてツアー 6 勝という驚異的な勝ち星を積み重ねてきた稲

見萌寧プロ，全米女子オープンで惜しくも 2 位となった畑岡

プロにもメダルの期待が高まった． 

さて，松山プロは首位の米国シャウフェレプロ（本年マス

ターズでも同組）から 1 打差の 2 位で 終日を迎えることに

なった．しかし，再三のバーディチャンスが決まらず， 終

ラウンドが終わって何と 7 人による銅メダルプレーオフに進

むことになった．これは 3 位まではタイを認めないオリンピ

ックならではの事情によるもので，結局惜しくもメダル獲得

はならなかった．星野プロも健闘し 38T（38 位タイ）であっ

た．一方，女子では，見事，稲見プロが銀メダル獲得という

偉業を達成し，畑岡プロも 9T，今回はフィリピン代表で臨ん

だ笹生プロも 9T に食い込んだ． 

贔屓目かもしれないが，賞金が掛からないオリンピックで

日本代表の重責を担い，メダル獲得を目指して戦ってくれた

4 人に拍手を送りたいと思う．また，一打一打のショット，

パットにハラハラドキドキさせて貰えたことに感謝の意を表

したい．なお，筆者は今回は刮目する大会になると予想し，

延期前に男子ゴルフのオリンピックチケットを申込んだが残

念ながら抽選に外れてしまったことを申し添えておく．つい

でながら，稲見プロは，オリンピック後も，好調を維持して

おり，国内女子メジャーである日本女子オープンゴルフ選手

権等を含めて 2 勝している．引き続き，オリンピックで戦っ

た方々の活躍を見守りたいと考えている． 

4. ゴルフ文化の象徴 

ここではゴルフ文化を象徴するキーワードであるハンデ

ィキャップとエージシュートについて紹介する． 

4.1 ハンディキャップ（HDCP） 

正式な競技では，ストロークプレー（全ホール の合計打

数）により順位を決めるのが基本ではあるが，一般のゴルフ

コンペでは．ハンディキャップ（HDCP）の導入によりグロ

ス（実際の打数）から HDCP を引いたネットで順位を決める

ことが多く，ゴルフの腕に依らず優勝の可能性が生まれる．

HDCP には，公式に認められたオフィシャルハンディキャッ

プと略式ハンディキャップとがある．前者はプレイヤーのこ

れまでのスコアによって決定されるものであり，後者の中に

は当日のスコアも考慮されるものがある．後者の代表的なも

のとして，ダブルペリア方式 5),6)があり，当日隠しホールを

12 ホール設定し，そのホールの合計打数を算出し，その数値

に 1.5 を掛け，その後各ホールのパーの合計値を引き， 後

に 0.8 を掛けた値をプレイヤーのハンディキャップとするも

のである．算出式を式(1)に示しておく．ダブルペリア方式が

一般的に採用されているのは，参加者が必ずしも公式ハンデ

ィを持っている人ばかりではないことと，隠しホールがある

おかげで，その発表までそれぞれの HDCP がわからないとい

う面白さに依っている． 

HDCP 隠しホール打数合計 1.5

全ホールのパー合計 0.8 
(1)

本ハンディキャップ方式はコンペ開催の際ゴルフ場側に

依頼しておくと計算して貰える．また，HDCP の上限を 36

とする場合が多い．したがって，初心者がコンペで優勝する

ためには，パー72 の場合 108 を切るようになっておくことが

重要である．例えば，ベストグロス賞（単純に 18 ホールでの
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合計 小打数の人）を設けつつも，ネットの順位で，上位表

彰，特定順位表彰，ブービー賞等が設けられることが多く，

参加者皆の楽しさが増す．こんなに初心者でも楽しめるよう

に工夫されているスポーツは少ないのではないかと思う．  

4.2 エージシュート 

次に紹介するエージシュート 7) とは，「自分の年齢，或い

はそれ以下のスコアで 18 ホール回ること」である．なお 18

ホールの総距離が 6,000ヤード以上(女子は 5,000 ヤード以上)

のコースであることが達成条件であり，年齢は満年齢が基準

となる． 

エージシュートについては小学生の時から聞いていたが，

その時は未だその重みがわかっていなかった．しかし，父が

エージシュートを達成することになり，改めてその偉大さを

認識させられた．素人のゴルファーで考えると，その到達目

標はよくシングルプレーヤ（ハンディキャップが 9 以下）に

なることといわれる．仮にハンディキャップが 8 のプレーヤ

が標準的なプレーをすると 8 オーバーでありパー72 では 80

ストロークになる．このスコアでエージシュートを達成する

には年齢が少なくとも 80 歳に達している必要がある．つまり

80 歳でもなお素人の 高峰レベルの力を保っている必要が

あるのである．一方プロでは，パー72 で 10 アンダーを出す

としても，62 歳を超えている必要がある．年齢による飛距離

の低下を考えればこれも容易でないことがわかって頂けると

思う．ちなみに，全ホールを通じ，パー3 をホールインワン

（1 打でカップイン），パー4 をイーグル（4-2=2 打でカップ

イン），パー5 をアルバトロス（5-3=2 打でカップイン）で積

み重ねても総打数は 30 程度になるので 20 代での実現は絶対

に不可能といえ，エージシュートとは長く楽しくゴルフを続

けていることへのご褒美と言える．実は，尾崎将司プロ（ジ

ャンボ尾崎）が 66 歳の 2013 年，国内男子ツアー「つるやオ

ープン」の初日に 1 イーグル，9 バーディ，2 ボギー（トータ

ル－9）で 62 を叩き出し，男子レギュラーツアーで史上初と

なるエージシュートを達成している（これまでの国内達成者

は彼 1 人のみ）．ただ本人は，「エージシュートを目指してゴ

ルフはしていない」と語っている．また，PGA ツアーでは，

1979 年「Quad Cities Open」の第 2 ラウンドで，サムスニード

プロが 67 歳に 67 で回って，初めて達成している． 

エージシュートはゴルファーとしていつかは達成したい

夢の一つといえるが，この言葉が存在するのも，ゴルフの伝

統に基づくと言えるのではないかと思う．父のエージシュー

ト証明書を見る度に，私には到底無理だと思うものの，エー

ジシュートに挑戦できる年齢まで，ゴルフを楽しめたらとも

思っている． 

5. テレビ観戦からネット視聴へ 

実は，父が地元広島でのプロゴルフツアーの開催に関わっ

ていたこともあり，何度か現地でゴルフ観戦したことがある．

練習場で真剣に一打一打を打つ姿，目的を持って何度も同じ

スイングを確認しているプロの姿を見ると，ツアーの厳しさ

が伝わってくるし，プロのレベルの高さに驚かされる． 

ゴルフの上達を夢見て，集中してコースを回りたいと思い

ながらこの十年，年 1 回或いは数回程度しか回ることができ

ていない．そこで，週末にはテレビでプロのゴルフを観戦し，

自分がプレーするイメージだけは維持するようにしている．

勿論，プロのプレーを現地で生で見て楽しむのが一番である．

しかし，なかなか近所で開催している場合は少なく，また新

型コロナウイルスの蔓延に伴い，大会によっては入場制限に

なっていることも多い．この背景を受け，積極的にネット中

継を行っている場合があり，新たなゴルフツアーの楽しみ方

として，ネット視聴の可能性に注目している．個人的には今

年初めて，父の日のプレゼントとして，ゴルフ用ネット動画

視聴契約と視聴設定を行った．これまでは，メジャー大会は

東京キー局が中継するのが当然であり，また PGA アプリや

ダイジェストのネット視聴により経過をある程度把握できる

ので特に支障がなかった．しかし，今年は一部メジャー大会

での中継権の交渉がうまくいっていないとの報道があり，ネ

ット動画サービスならリアルタイムでもオンデマンドでも視

聴可能であるので，試しに契約することにした．大会開催時

間帯が真夜中の場合は流石にリアルタイム視聴することは難

しいが，朝早くであれば視聴できることもあり，父はたいへ

ん喜んで視聴してくれている．様々なメジャー大会を中継し

てくれている東京キー局には申し訳ないが，以前に比べて土

日でのゴルフ中継は激減しており，興味ある大会の結果に関

して，直ぐにネット検索したり，ハイライト動画を視聴して

いるのは私だけではないと思う．一方で，日本のメジャー大

会や一部の大会では生放送の時間が長くなったり，ネット生

中継したりしている場合も増えており，ゴルフファンにとっ

ては，有難い． 近は海外での日本人の活躍も目立つように

なり，多くの優れた選手が出場している海外の大会の方にど

うしても目が向いてしまうが，個人的には 近特に若手の活

躍に興味が湧いている． 

新人の名前を知り，プレースタイルや選手の背景がわかっ

てくるにつれ注目度が増してくる．例えば，松山氏と同様に，

ジュニア時代から笹生氏はフィリピン代表として活躍し，畑

岡氏は日本代表として活躍してきた．笹生氏はアメリカ大学

進学を止め，日本ツアーに参戦したのがコロナ禍前の年の

2019 年であった．ここでジャンボ尾崎の協力を得られ，尾崎

プロの門下生となったことも有名である．一方，畑岡氏は中

島プロのアカデミーの影響から始めたと言われており，日本

のプロゴルフ界の尾崎プロ，中島プロの若手育成活動が育て

た選手であることは刮目に値する．これらのアカデミーもこ

の 10 年で育成強化が図られてきたところでもあり，男女問わ

ずこれらの取り組みの素晴らしさが結果につながってきたこ

とはとても興味深い．今後も有望な若手に注目していきたい

と思う． 
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6. おわりに 

本稿では，私の個人的視点からゴルフの面白さを伝えたい

と思い，筆をとった．なお，ゴルフのレッスンや技術的な詳

細説明については，ゴルフ雑誌や YouTube 等の動画があるの

でそちらに委ねたいと考えている．本記事を通じて，未だゴ

ルフを経験したことない方はゴルフって楽しそうだ，既に始

めている方はもっと知識や技術を身につけることができれば

さらにゴルフが楽しめそうだと感じて頂ければ有難い．  

ただ，長年ゴルフを趣味にしている私としては，未だにプ

レーにゴルフ税が掛かっていることに納得ができず，日本人

へのゴルフ普及を阻んでいる元凶の一つであると感じている．

もし，海外でプレーをされる機会があるとわかるのだが，本

格的なパブリックコースでも 2,000 円以下でプレーできると

ころがざらにあり，必ずと言っていいほど小学生以下の子供

が親と一緒にプレーしている姿を見かける．ゴルフ税は現在，

ゴルフ場の等級により 300 円～1,200 円と定められており，ゴ

ルフ場所在の市町にゴルフ利用税の10分の7が交付されると

ある．18 歳未満又は 70 歳以上の方のプレーは非課税になる

ものの，どうもゴルフを接待用スポーツや特別な人が楽しむ

スポーツと見ている感が癪に障る．ゴルフ場は郊外にある場

合が多く，ゴルフバックの運搬を考慮すると車が必要であり，

たとえパブリックコースであっても 18 歳未満だけでプレー

することは難しい．もう少し親子でプレーを楽しむ場面を想

像頂きたいものである．確かに場所や等級によっては，プレ

ーフィーが 3 万円以上するところもあるので，総額に占める

割合からすれば気にならない額かもしれないが，逆に地方で

安くプレーできる場合は無視することはできない額といえる．

もっと気軽に皆がプレーできれば，本税以上のお金を消費し

てくれること，他のスポーツと同様に国民の健康に寄与して

いるという恩恵も同時に考えるべきではないかと思う．地域

のスポーツ振興も含め，より公平な税の在り方を検討して頂

きたいものである．私も是非，近い将来子供たちと家族でプ

レーしたいと思っているが，その頃にはこの問題が解決され

ていることを祈りたい． 

本稿を執筆している際に，嬉しいニュースが飛び込んでき

たので追記する．新型コロナウイルス蔓延の影響で 2 年ぶり

となる PGA ツアー ZOZO CHAMPIONSHIP が千葉県アコー

ディア・ゴルフ習志野カントリークラブで 10 月 21 日～24 日

に開催（唯一の日本開催）され，見事に松山プロがマスター

ズ以来の優勝（今季 1 勝目．今季とは 2021 年 9 月～2022 年 8

月．）を果たした． 後のホールでは，パー5 の 2 打目を 5W

でピン側に寄せるスーパーショットを見せ，見事イーグルパ

ットを決めての余裕の優勝（PGA ツアー通算 7 勝目）であっ

た．東京オリンピックが無観客であったのに対し，この大会

は久しぶりに多くの観客に見守られ，開催前には，調子が悪

いと聞いていたが，世界トップレベルのショット・アプロー

チ・パットの技術と精神力の強さを見せつけてくれた．また

一つ日本に活力を与えてくれたことに深く感謝申し上げる． 

末筆ながら，私にとってのゴルフとは，様々なことを教え

てくれた教科書でもある．例えば，マナーや礼儀等は 10 代の

礎となった．ゴルフでは，自分が予想した通りの結果が得ら

れたか，或いは，何故予想と食い違ったかを，自ずと考えさ

せられる．予想したこととその実践に関する成功失敗分析の

観点では，研究開発と相通じるものがあると思う．ゴルフを

通じて忍耐力を培いつつ，自然の素晴らしさに触れ，健康で

居られることの有難さを感じながら，楽しいゴルフを続けた

いと思っている． 後に筆者の拙いゴルフスケッチを掲げる． 
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安全性 

機械学習を用いて埋め込み情報量と印刷耐性を向上させた 

グリーンノイズ拡散型電子透かし法 

今田博之† 河村 尚登（フェロー）††  姜 玄浩‡  岩村 恵市† 

†東京理科大学 ††カワムラ・テクノラボ ‡東京工業高等専門学校 

Green-Noise Diffused Watermark Enhancing Both of the Amount of Embedded 

Information and Print Resistance by Machine Learning 

Hiroyuki IMADA†  Naoto KAWAMURA (Fellow)††  Hyunho KANG‡   Keiichi IWAMURA† 

†Tokyo University of Science ††Kawamura Techno Lab.  ‡National Institute of Technology, Tokyo College 

 

<あらまし> 不可視の電子透かし法において，画質，耐性，埋め込み量は互いにトレードオフの関係にあり，すべてを満

たすことは通常困難である．グリーンノイズ拡散型電子透かし法は，埋め込みパターンが視認され難く，印刷/スキャン耐

性を有す．しかし，ブロック単位で埋め込むため，ブロックサイズを小さくして埋め込み情報量を増やそうとすると，誤

検出が増大する．そこで抽出パターンの判定に機械学習を導入し識別精度の向上を図り，埋め込み情報量と印刷耐性を確

保する可能性を探った．その結果，512×512 の画像に 16×16 のブロックサイズで 2048 ビットを埋め込み，電子データで

99％, 印刷/スキャン画像において 200ppi の画像で 91％以上（175ppi 以下の画像では 94%以上）の高い判定正答率を得る

ことができ，耐性および埋め込み量の向上を達成することができた． 

キーワード 電子透かし データハイディング 著作権保護 

<Summary> In the invisible digital watermarking method, image quality, resistance, and embedding information amount 

are in a trade-off relationship with each other, and it is usually difficult to satisfy all of them. The Green-Noise Diffused 

Watermarking Method has print/scan resistance and invisible by human eye. However, the amount of embedding 

information depends on the block size, and if the block size is reduced to increase the amount of embedded information, 

false judgement will increase. Therefore, we introduced machine learning to improve the identification accuracy. As a 

result, embedding 2048 bits in a 512 × 512 image with a 16 × 16 block size, we obtained correct answer rate of 99% for 

electronic data and 91% for printed/scanned images of 200ppi (94% for images of 175ppi or less), and achieved 

enhancing both robustness and embedding amount of information. 

Keywords: digital watermark, green-noise, copyright protection 

 

 

1. はじめに 

現在のデジタル情報社会において，情報の複製により多

くの人が情報を共有することが可能となり，社会が大きく

発展してきた．しかし，その利便性が，個人の著作物を違

法に複製し流通させることになり，著作権侵害などの問題

が起こるようになった．印刷画像においては，近年の画像

機器の高画質化により，原画と寸分も違わぬ複製が容易に

得られるようになり，著作権を侵害した違反コピーだけで

なく，紙幣や有価証券等の偽造行為という悪質な犯罪行為

を助長させる結果となっている． 

このような不正行為の対策技術の一つとして電子透か

し（Digital Watermark）技術が注目されている．暗号化やDRM

（Digital Right Management）と異なり，文書や画像情報の中

に情報を直接埋め込むため，究極のセキュリティ技術とし

て著作権の保護，不正使用防止や追跡などを可能とする． 

かかる電子透かし技術は，その使用形態によって求めら

れる要件が異なる．著作権保護への運用ではHigh Quality の

写真が電子データのみならず印刷物としても出回るため，

印刷物を含めて追跡・監視する必要がある．また，埋め込

まれた画像をカメラで撮影して専用のアプリケーションへ

誘導させるAnnotationとしての運用形態では，モニタ画像や

印刷物が媒体物として用いられる．このような背景から，

電子データのみでなく，印刷/スキャン耐性（print and scan 

resistance）のある電子透かし技術が要請される． 

プリンタの印字応答特性は，概ね，MTF（Modulation 
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Transfer Function）で評価される．インクジェットプリンタ

では印字ドット径の広がりや，飛び散り，吐出方向の揺動

による着弾位置ずれ，レーザプリンタなどではレーザスポ

ットの広がりやトナーの飛び散り，転写や定着時のドット

のつぶれなどにより点像分布は広がり，MTFは，一般に，

空間周波数の高周波域で低下する．このため，電子透かし

として安定して埋め込むためには，埋め込みを画像の高周

波域を避けて行う必要がある．しかし，あまり低域に埋め

込むと視認されやすくなり，画質が低下する．そこで，埋

め込み空間周波数は，プリンタの安定出力が可能で透かし

パターンが視認され難い中間周波数帯域を選ぶことが必要

である． 

従来より，印刷耐性のある電子透かし法として様々な方法

が提案されている．印刷時の濃度パターン法での埋め込み

1)，誤差拡散法やディザ法による埋め込み2,3)などが提案され

ている．これらの方法は，印刷での二値化におけるパター

ンの冗長性を利用したり，パターンに異方性を与えて印刷

する方法である．例えば，文献(3)では印刷におけるクラス

ター型のFMスクリーンによるグリーンノイズディザパタ

ーンを用いた埋め込みを行っている．しかしながら，これ

らの方法は，二値化された疑似中間調パターンに直接メッ

セージを埋め込むため，印刷用途に限定され，多値の電子

データとの併用を行うことはできない． 

電子データと印刷データの両者を対象とした透かし手法

として，離散コサイン変換（DCT）やFourier変換により周波

数空間に埋め込こむ方法が提案されている4,5,6)．文献(4),(5)

では，埋め込み情報を二値パターンのロゴ情報として全画

像のDCT空間で埋め込む．埋め込まれた情報は実空間では

画像全体に分散するためアーティファクトは視覚的に目立

ち難くい．また，ブロック分割していないため，同期やレ

ジストレーションの問題は緩和される．反面，埋め込む情

報量は極めて少ない．また，埋め込む位置によっては，長

く尾を引いたアーティファクトが発生し視覚的に目立ちや

すくなる．また，画像の回転時の識別が困難となるなどの

問題もある．文献(6)では，画像をブロック分割し，DCT変

換後，埋め込みビットに対応した疑似乱数の拡散パターン

をDCT空間の中間帯域に45°方向に埋め込み印刷耐性を得

ている。透かしの抽出は，埋め込みの時に使用した疑似乱

数パターンとの相関により行う．このため，抽出時に同系

列の疑似乱数パターンが必要となり，例えば，鍵として引

き渡す必要がある。また，埋め込み情報量としては512×512

の画像で100ビット以下であり，十分ではない． 

一方，Wavelet変換による透かしの埋め込みではDWT

（Discrete Wavelet Transformation）後のサブバンドに埋め込

む方法7,8)などが提案されている. 文献(7)では，非ブライン

ド方式で，抽出には原画が必要になり，文献(8)では，特異

値分解(SVD)で，抽出のためにはSVDで得られた固有ベクト

ルを内蔵した鍵を用いるなどの制約がある．両方式とも印

刷耐性を得るため透かしを強く埋め込んだ場合，実空間で

画像全体に分散されず，アーティファクトが埋め込み位置

に顕著に表れて目立ちやすくなる問題がある．これは，

Wavelet変換が画像の空間位置を保存した周波数変換であ

るためである． 

また，2次元パターンを埋め込む方法も提案されている9)．

画像をブロック分割し，2次元サインパターン変調したパタ

ーンを実空間（画素空間）でブロック単位で埋め込む方式

で，高速埋め込みが出来，スマートフォン等での利用が可

能であるなどの利点があるが，パターンが視認されやすく

画質上の問題がある．また，ブロック境界で埋め込みパタ

ーンが不連続となるため，視認され易く，透かしの改ざん

や除去が容易となるなど，セキュリティ上問題がある． 

その中で，筆者らは不可視の電子透かし法として，グリーンノ

イズ拡散電子透かし法を提案した 10-12)．グリーンノイズパターン

は FM スクリーン印刷で用いられるクラスター型のドットパターン

で，その主周波数は印刷で高い応答特性を持ち，低い視覚応

答特性を示すように設定される．かつ，ブロック境界が視認され

難いなどの特徴を有す．埋め込みは実空間で行うため，ディザ

法並みの，高速埋め込みが可能となるなどの特徴がある． 

しかしながら，ブロック分割型の埋め込み故，埋め込み情報

量はブロックサイズに依存し，ブロックサイズを小さくすると画像

全体での埋め込み量は増大するが，誤検出が増大する．その

ため，これまでの検討ではブロックサイズが 32×32，埋め込みビ

ット数も 512×512 の画像で 4 値で 512 ビットが限界であった． 

そこで，本検討は，より小さなブロックサイズ（16×16）でも高精

度で識別可能となるように機械学習を用いて識別器の精度向

上を図り，高画質，高耐性で，十分な埋め込み量（512×512 の

画像で 2048 ビット）の電子透かし法を実現することを目指した．

機械学習法として，Neural Network（NN）および Convolutional 

Neural Network（CNN）を比較検討し，識別精度の良い方を透

かし抽出ソフトウェアに組み込んだ．さらに，カモフラージュ・パ

ターンを用いることにより，安全性の高い電子透かし法を目指し

た． 

以下，2 章では運用形態，3 章ではグリーンノイズ拡散法のア

ルゴリズム，4 章では機械学習，5 章は実装及び実験，6 章では

評価と考察について述べ，最後にまとめを行う． 

2. 著作権保護での運用形態 

著作権保護としての電子透かしの運用形態では，電子透

かし手法に以下の要件が要請される（図 1）． 
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1)  画像閲覧者は鍵なしで誰でも著作権情報を読むことが

出来る．つまり，公開された透かし抽出ソフトを用い

れば誰でも透かし情報を読める．鍵がなければ読めな

い透かし法は除外される． 

2)  購入者は“鍵”を用いて透かしを除去/追記/書き換えが

出来る．換言すると，鍵なしでは透かしが除去できない．

このためには，鍵を用いた可逆型の電子透かしでなけ

ればならない． 

3)  無断使用に関しては電子データおよび印刷物を追跡し 

摘発できる．このためには，印刷/スキャン耐性を持つ

電子透かし法が必要である． 

4)  鍵を紛失しても，被害を最小限に抑えることが出来る．

つまり，鍵は画像毎に変更し，紛失/盗難された鍵で他

の画像の透かしを除去できないようにする必要がある． 

また，鍵に関しては，下記要件を満たすことが望ましい． 

・画像サイズによらず固定長である． 

・なるべく小容量（例えば 1KB 以下）． 

前者は，画像情報（埋め込んだ位置，その位置の画像デー

タなど）を鍵に含めないことが要請される．もし画像情報

を含めると，鍵サイズは画像サイズに依存し，画像に

cropping や trimming を施した場合，同じ鍵が使えなくなる

ためである． 

3. グリーンノイズ拡散法のアルゴリズム 

3.1 グリーンノイズパターン 

本電子透かしに用いるグリーンノイズパターンは以下の

Step で生成される 4)． 

今，ドット群を R×R	画素（	Rは 2のべき乗）の中に分

散させるものとする．ドット 0（黒ドット）の面積率を�（0

≦�≦1），点��, �	におけるドット配列を	
��, �	 ∈ �0,1�とす

る．電子透かしの埋め込み用として，中間面積率（�=1/2）

のドットパターンを求める． 

Step1: まず，R2/2 個のランダムドットを
��, �	とする．初

期値は次章の IDなどを Seed 値として発生させた乱

数を用いる．これはホワイトノイズのスペクトルを

呈す． 

Step2: 次に，ドットパターンの二次元フーリエ変換を行い，

���� , ���を得る． 

Step3: ���� , ���に対して，周波数�� , ��が， 

の帯域に値が一定(=1）のフィルタ���� , ��	を乗じて

フィルタリングを行い，新たな�′��� , ��	を得る． 

Step4: �′��� , ��	に逆フーリエ変換を行い，多値のドットパ

ターン
′��, �	を得る． 

Step5: 誤差関数： 

を求め，白、黒ドットの誤差の大きい順に、同数白，

黒反転する． 

Step6: Step2~5 の操作を繰り返し�=1/2 のドットパターン

を得る． 

3.2 ID パターンの生成 

透かし埋め込みパターンとするため異方性を導入し，4

値の埋め込みパターン
� 		�� � 0,1,2,3	をフィルタリングに

より生成する．この時，著作権者の ID を Seed 値とした乱

数パターンを初値としたグリーンノイズパターンの生成を

行う 10)．得られたパターン
�は図 2 に示すグリーンノイズ

特性を示す．Seed 値を変えることにより異なるパターンが

得られる．ID パターンは著作権者固有の指紋のような 2 次

元パターンと見なすことが出来る．画像毎に異なるパター

ンとするため，後述の位相シフトパターンを用いる．位相

シフトを受けたパターンを鍵に保管する．鍵は画像毎に異

なるが，固定長である． 

4 値のパターンを埋め込みコードはハミング距離が 1 の

グレーコードとなるように対応付ける．これはスペクトル

パターンが誤判定されるのは隣り合うパターンの頻度が高 

いためである．かかる ID パターンを著作権者�の秘密鍵

�����	 として保有し，必要に応じて後述の透かし除去/追

記/書き換えの際に用いる． 

3.3 カモフラージュ・パターンの導入 

結託攻撃（collusion attack）は多くのユーザが結託して透

かし情報を打ち消す攻撃であり，画像を平均化する平均値

攻撃が脅威となる 13)．ブロック単位で埋め込む透かしでは，

多数のユーザが結託しなくても 1 枚の画像からブロック毎

に埋め込みパターンを切り出し解析することにより攻撃が

容易になる． 

そこで，このような攻撃を回避し安全性を高めるため，

同じスペクトルを示しドットパターンが異なるカモフラー 

 							���, �	 � 
′��, �	 � 
��, �	 (2) 

 							��, �! " �� " ��, #�，��, �! " �� " ��, #� (1) 

図 1 著作権保護電子透かしの運用形態 

Fig.1 Procedure of usage for copyright protection 
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図 2 埋め込みパターンとスペクトル （16×16） 

Fig.2 Embedded pattern and its spectrum 

 

ジュ・パターン（camouflage pattern）を導入した 12)．その上

で後述の機械学習に与える影響を検討した．カモフラージ

ュ・パターンは反転パターンと位相シフトパターンから構

成され，パターンを揺動しブロック平均化操作を困難にさ

せる． 

3.3.1 反転パターン 

�番目のパターン
���, �	に対して，$%  (&=0,1,⋯ ,7) の 8

個の反転パターン
�,)ｊ��, �	を以下のように生成する． 

$*: 
���, �	のパターン 

$+: 
���, �	の上下反転パターン 

$,: 
���, �	の左右反転パターン 

$-: 
���, �	の上下左右反転パターン 

$.: 
���, �	のネガパターン 

$/: 
���, �	の上下反転のネガパターン 

$0: 
���, �	の左右反転のネガパターン 

$1: 
���, �	の上下左右反転のネガパターン 

上下，左右の方向は，楕円の長軸方向に沿った方向とする．

ネガパターンは白ドットと黒ドットを反転させたパターン

である．白ドット数と黒ドット数は同数であるため，反転

させても個数は変わらない．図 3 に	2 � 16の反転パターン

を示す．これらのスペクトルは，すべて同じスペクトル形

状を示す．$%は乱数発生器により発生させ，ブロック毎に

ランダムにする． 

3.3.2 位相シフトパターン 

さらに，パターンの開始位置をずらした位相シフトパタ

ーンを導入する．シフト量はブロック単位で乱数を発生さ

せてランダムに決める．今，シフト量をs5 � ��5 , �5	 �0 "
�5 , �5 6 2	 とした時，シフトしたパターンは式(1)で表せ

る． 


�,)7,89��, �	 � 
�,)7��� : �5	;<=	2, �� : �5		;<=	2�  (1)  

ここで，;<=	2 は2を法とした剰余を表す．図 4 に位相シ

フトパターンを示す．一つの ��, $%�のパターンに対して  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 反転パターン （16×16） 

Fig.3 Inversed patterns (16×16) 

 

 

 

 

 

 

図 4 位相シフトパターン （16×16） 

Fig.4 Phase sifted patterns (16×16)  

 

2,シフトパターンを示す．一つの ��, $%�のパターンに対し

て2,個のパターンが生成可能である．ランダムなドット故，

位相シフトしてもブロックの境界は視認され難い．また，

同じスペクトル形状を示す． 

3.4 透かし埋め込み 

透かし情報の埋め込みは実空間（画素空間）で2 > 2のブ

ロック単位で行う．今，?番目のブロックの画像データを

�5��, �	，埋め込み強度を�@�A，透かしの埋め込まれた画像

データをB5��, �	とする．埋め込む透かしデータは１次元

ビット列に展開しB; ∈ �0,1	とする．埋め込みはブロック

毎にB;から 2 ビットずつ取り出し，?番目のブロックへの

埋め込みは式(2),(3)で表される． 

B5��, �	 � �5��, �	 : �@�A ∙ 
�,)9,89��, �	  (2) 

B;=(00) のとき  
�,)9,89��, �	 � 
*,)9,89��, �	 
B;=(01) のとき  
�,)9,89��, �	 � 
+,)9,89��, �	  

B;=(11) のとき  
�,)9,89��, �	 � 
,,)9,89��, �	 
B;=(10) のとき  
�,)9,89��, �	 � 
-,)9,89��, �	 

平均輝度（濃度）を保つため
��, �	 ∈ ��1/2,1/2	にシフトする．

�$5 , 85	はブロック毎にランダムに決める． 

埋め込みによる画素データのオーバーフロー/アンダーフロ

ーを避けるために，埋め込み前に次の線形変換を施す． 

�E��, �	 � �1 � �@�A	 ∙ ���, �	 : �@�A/2  (4) 

3.5 透かしの抽出と閲覧 

透かしの抽出と閲覧は公開ソフトウェアにて行う．閲覧ソフトウ

ェアは ID パターンに非依存で，鍵なしで誰でも読め，著作権情

報を知ることが出来る． 

(3) 
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抽出は，埋め込み時と同様に埋め込まれた画像を 16×16 の

ブロックに分割し，ブロック毎に行われる．?番目のブロック内の

画像を取り出し FFT（高速フーリエ変換）を行い，スペクトル情報

F5に変換する．続いて，ヒストグラム・イコライゼーションによる

輝度分布の正規化を行う．その後パターンの識別を行い，識別

パターンから埋め込み情報の 2 ビットデータを抽出する．パター

ンの識別は，後述の機械学習による識別器にて行う． 

3.6 透かしの除去/追記/書き換え 

透かしの除去/追記/書き換えは，秘密鍵が必要となるため，

購入者あるいは契約者のみこの鍵を用いて除去が可能となる． 

除去は透かし情報を減算することで可能である．すなわち，

式（2）より， 

�5��, �	 � B5��, �	 � �@�A ∙ 
�,)9,89��, �	 (5) 

となり，透かし埋め込み画像から埋め込みパターンに �@�A を

乗じて引くことで，原画に戻すことが可能で，再埋め込みが可

能となる．秘密鍵には，Sub-ID パターン，およびカモフラージ

ュ・パターン生成の乱数 Seed 値（反転用および位相シフト用の

2 種類）及び gain が含まれる． 

4. 機械学習 

画像スペクトルは一部，グリーンノイズパターンと重な

る部分がある．このため高周波成分の多い画像については

従来の識別器では判定エラーが多い．そこで機械学習によ

る識別器の精度向上の検討を行った．機械学習は Neural 

Network（NN）による方法と Convolutional Neural Network

（CNN）による方法を比較検討した． 

4.1 Neural Network による検討 

複数の埋め込み済み画像から抽出したグリーンノイズデ

ータを学習用データ，テスト用データに分け NN 法での学

習を行った．ネットワークの構成を図 5 に示す．入力層の

ニューロン数は 256（16×16），隠れ層（中間層）は 50，出

力層は 4 で，活性化関数として Sigmoid 関数を用いた．機

械学習のデータセットは 4 値の各パターン 2000 枚で合計

8000 パターンを用意し，8 割をトレーニング用，2 割をテスト用と

した．誤差逆伝搬法を用い，使用言語は python で行った．機

械学習の結果，トレーニングデータで 100％，テストデータで

99.88%の正答率を得た． 

4.2 Convolutional Neural Network による検討 

同じように CNN での機械学習を行った．ネットワークの構成

を図 6 に示す．入力層は 256, Convolution 層は 5×5 の filter

を 30 チャンネル，Pooling 層は 2×2 の max pooling，中間層は

100，出力層は 4 で活性化関数は ReLU を用い，NN と同様

のデータセットを用いて学習を行った．機械学習の結果， 

 

 

 

 

 

図 5  Neural Network の構造 

Fig.5 Structure of Neural Network used 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6  Convolutional Neural Network の構造 

Fig.6 Structure of Convolutional Neural Network used 

 

トレーニングデータで 98.81％，テストデータで 97.38%の

正答率を得た． 

4.3 機械学習の検討結果 

 表 1 に NN と CNN の機械学習の結果を示す．テスト画

像の正答率は NN では 99.88%，CNN では 97.38%となり，

NN の方が良かった．CNN は Pooling 層による画像の位置

変動の影響を受けにくく，人の顔など位置変動や形状変化

の多い柔軟体によく用いられる．しかし．今回用いたグリ

ーンノイズパターンは位置変動の無いパターンであるため，

CNN の効果が薄くなってしまう．また，CNN は層の多さ

による実装及び演算上の負荷も大きい．以上から，NN に

よる実装が適切であると判断した． 

5 .実装及び実験 

5.1 実 装 

透かしプログラムは VC#で行った．このため python の機

械学習の結果のネットワークパラメータを CSV データと

して透かしプログラムに組み込んだ．ちなみに，ネットワ

ークパラメータの配列サイズは，W1[256,50], W2[50,4], 

b1[50], b2[4]である． 

5.2 実 験 

実験は図 7 に示す 5 枚の 512×512 の画像に，16×16 のブ

ロックサイズで 2048bit（ASCII256 文字）を gain=0.1875 で

埋め込んだ．埋め込みは画像データを Y, Cb, Cr に分解し，

輝度データ（Y データ）に埋め込んだ． 

まず，カモフラージュ・パターンを入れずに行った．電

子データでの実験結果を表 2 に示す．従来手法によるマス 
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表１ NN と CNN の比較表 

Table 1 Comparison table for NN and CNN  

 

 

 

 

 

 

   (a)       (b)        (c)        (d)         (e) 

図 7 埋め込み原画像 (512×512)  

Fig.7 Original images for embedding (512×512) 

 

 

表 2 読み取り正答率（電子データ） 

Table 2  Correct extraction rate 

 

 正答率 

画像 従来法 NN 法 

a 0.858 1.0 

b 0.995 1.0 

c 0.996 1.0 

d 0.986 0.999 

e 0.965 0.999 

 

クパターンを用いた識別は正答率が 85.8%から 99.6%であ

ったのに対して，今回の NN を用いた手法では正答率が

100%もしくは 99.9%となり抽出精度が向上したことが確

認できた． 

5.3 印刷/スキャン画像からの読み取り 

印刷はキヤノンのインクジェットプリンタ TS5030 を用いて

150ppi (pixels per inch)（印刷サイズで 86.7mm 相当 )， 

175ppi（同 74.3mm）および 200ppi（同 65.0mm）で出力し

た．スキャンはプリンタ内蔵のスキャナを用いて 600dpi で

行った．読み取り後の画像を切り抜き 512×512 に整形し，

透かし抽出を行った．図 8 に印刷/スキャン画像からの透

かし抽出を，表 3 に結果を示す． 

5.4 NN 法の改良 

さらに，透かしの埋め込まれた Lena の印刷画像（175ppi）か

ら抽出したパターンをトレーニング用データセットに加え，トータ

ル 12000 パターンで学習した結果を用いて実験を行った．結果

を表 4 の NN 法改 1 に示す．正答率が全て 95%以上という高

い結果を得た． 

続いて，カモフラージュを入れて機械学習を行い，埋め

込み実験を行った. 表 4 の NN 法改 2 に実験結果を示す． 

 

  

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8 印刷/スキャン画像からの透かし抽出 

Fig.8 Extraction of watermark from printed/scanned image 

 

表 3 印刷画像からの読み取り正答率 

Table 3 Correct extraction rate from printed/scanned image 

 
 

表 4 機械学習変更による印刷画像からの読み取り正答率 

Table 4  Correct extraction rate from printed images after the 

modification in machine learning method 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con
v.数

Conv.
サイズ

Pool.
方式

Network parameters
認識率

W1 b1 W2 b2 W3 b3

NN - - - 256x50 50 50x4 ４ - - 0.9988

CNN 30 5x5 max 256x750 750 1080x100 100 100x4 4 0.9738

手法 画像
印刷サイズ

150ppi
(86.7mm)

175ppi
(74.3mm)

200ppi
(65.0mm)

従来法
画像a 0.850 0.794 0.703

画像b 0.775 0.734 0.691

NN法
画像a 0.977 0.963 0.955

画像b 0.985 0.963 0.939

(c) a の印刷/スキャン画像         (d) ｂの印刷/スキャン画像 

(a) 埋め込み済み画像 

512>512, gain=0.1875 

(b) 埋め込み済み画像 

512>512, gain=0.1875 

(e) ｃからの抽出パターン       (f) ｄからの抽出パターン 

手法 画像
印刷サイズ

150ppi
(86.7mm)

175ppi
(74.3mm)

200ppi
(65.0mm)

NN法改１
（印刷画像をデータ

セットに加える）

画像a 0.995 0.992 0.977

画像b 0.985 0.965 0.951

NN法改２
（改１＋ カモフラー

ジュ）

画像a 0.975 0.974 0.953

画像b 0.964 0.942 0.910
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図 9 グリーンノイズパターンのスペクトル特性 

Fig.9 Spectral characteristics for Green-Noise pattern 

 

カモフラージュを入れた場合，埋め込みパターンは，より

ランダムになるため正答率は低下するが，200ppi の印刷デ

ータで 91%以上（175ppi 以下では 94％以上）の正答率を得

ることが出来た． 

6. 評価と考察 

6.1 埋め込み画質の評価 

グリーンノイズパターンとは，図 9 に示すように空間周

波数�の帯域が� �! " � " � #�に制限されたパターンで，視

覚系での応答性は低く，プリンタでの応答性を高い周波数

帯域を利用するように設定する．本手法では，ブロック単

位で透かしを埋め込むが，ランダムなドットのためブロッ

ク間の境界は目立ちにくい． 

埋め込み画質に対するPSNR（ピーク信号雑音比）は， 

�GH2 � �20I<�+*��@�A/2	  (6) 

となり，�@�Aのみの関数となる．しかしながら，PSNR値は

視覚特性を考慮しておらず，実際の見えを反映したもので

はないため，視覚系のVTF（Visual Transfer Function）を用い

て評価する必要がある．VTFは以下のように表される14,15)． 

VTF � 2.72�N*.+-O��1.3 � �N*.+�				PQ�QI�R/=��S��T  (7) 

かかる VTF による応答を入れて PSNR を再評価したもの

を視覚的 PSNR と呼ぶことにする．2 つの埋め込み印刷画

像（一様パターンと LENA 画像）を，明視の距離（L=300mm）

に置かれた時の視覚的 PSNR を求めると，VTF を考慮した

場合，5~7dB 向上することがわかった 10)．印刷耐性を要求

する場合，�@�Aは 0.125~0.1875 程度で，視覚的 PSNR は約

26～28dB となる．ちなみに，電子データだけで運用する場

合は，�@�Aは 0.0625 以下でよく，PSNR は 30dB 以上とな

る．また，画像データの青成分（Ｂ信号）に埋め込めば，

視認度はさらに低下する． 

6.2 耐性の評価 

図 10 に透かしの埋め込まれた Lena 画像（電子データ）

の画像編集・加工による各種攻撃に対する正答率を示す． 

 

図 10 各種画像編集に対する正答率 

Fig.10 Correct extraction rate for various image editing 

 

画像位置やサイズが変化する処理（変倍や回転）は，画像 

の 4 端から Bilinear 変換により画素補間を行い，所定サイ

ズの補正画像に変換してから透かしの抽出を行った． 

実験の結果，輝度変化が生じる画像処理（弱い平滑化，

Shading，ノイズ，JPEG 圧縮）に対して強靭であるが，ク

ラスタードットパターンが消えやすい処理（強い平滑化な

ど）に対しては正答率が低下する事が分かる．また，表に

は入れていないが同期ずれに対しても強靭であることが分

かった．これは，グリーンノイズパターンのフーリエ変換

は，輝度にあまり影響されず，ドットの位相分布に依るた

めである． 

6.3 カモフラージュ特性の評価と考察 

画像サイズを W×H，ブロックサイズを B とする．反転 

パターン 8種，位相シフトパターン�U � 1	,種であるので，

同一パターンの出現率は，以下の式で表される． 


� �
FV

4 > 8U,�U � 1	,            �8	 

Y=16 の時，Z[=0.142，Y=32 の時，Z[=0.0083 となり同一パ

ターンが出現する頻度は極めて低いことが言える． 

ブロック平均値攻撃では，ブロックを
���, �		�i � 0,⋯ ,3	
毎に分類し，それらを加算し平均値]���, �	を以下の式で求

める． 

]���, �	 �
1
H^B!��, �	
!

 

� 1H^�!��, �	 : �@�A ∙
1
H^
���, �	      �9	 

プリンタ

グリーン
ノイズ

視覚系VTF
MTF

空間周波数０

画像
スペクトル

601

The Journal of the Institute of Image Electronics Engineers of Japan Vol.50 No.4 （2021）



  

 

 

 

図 11 カモフラージュあり/なし時のブロック平均化操作 

Fig.11 Block averaging operation with/without camouflage 

 

ここで，Σは各ブロックの画素単位の加算，Hは出現パターンの

数である．Hを大きくすると，カモフラージュ・パターンがない場

合は， 

limb→d]���, �	 � �@�A ∙ 
���, �	 : Q<ARe  (10) 

となりパターンが検出されてしまう．一方，カモフラージュ・パタ

ーンを用いた場合は，
�,5��, �	 はパターンがランダムなため， 

limb→d]���, �	 � Q<ARe   (11) 

となり，埋め込みパターンは抽出できない．カモフラージュ・パ

ターンを導入することにより同一パターンの出現頻度は低くなり，

ブロック平均化攻撃は困難であるといえる．図 11 は 256×256

の一様画像に R=32 で埋め込んだ時のブロック平均化操作に

よるパターンの抽出を行ったもので，カモフラージュありの場合

はパターンが抽出されないことが分かる． 

6.4 埋め込み量に対する評価と考察 

本検討では画像に文字コードをビット展開したデータを埋め

込み，印刷/スキャンにおいても正答率 100%を目指す．従来は

32×32 程度のブロックサイズが限界であった．このため 512×

512 の画像で埋め込み容量は，4 値の埋め込みで 512bit

（ASCII 64 文字）であった．ブロックサイズを小さくすると埋め込

み容量は増大するが正答率は低下する．本検討では，16×16

のブロックサイズで，その容量を 2048bit に増やすものである． 

実験の結果，印刷/スキャン時においても 90％以上の正答率

が得られたため，10％程度の誤り訂正を入れることで，100%の

正答率を得ることが可能であるといえる．  

6.5 鍵サイズと安全性に対する評価と考察 

埋め込みパターンは著作権者毎に変える．著作権者の固

有の ID を Seed 値として ID パターンを得る．さらに，画

像毎に位相シフト量を変えるため Sub-ID を持つ．つまり，

表 5 に示すように, 

 

表 5 著作者と画像に対する ID パターンと鍵内容 

Table5 ID pattern and Key configuration for authors and photos 

 

 

著作権者 A 氏の画像 a：IDA + Sub-IDa 

        画像 b: IDA + Sub-IDb 

著作権者 B 氏の画像 p：IDB + Sub-IDp 

        画像 q: IDB + Sub-IDq 

・・・・・・・・・・ 

とする．IDA は A 氏固有のパターン（例えば指紋の様なも

の）で，画像毎に位相シフト量を変えたパターンを用いる

ことにより同一パターンを使うことはなくなる． 

セキュリティレベルにより安全度を数段階に分ける．最

も簡易で安全度が低くてよい場合は，ID パターンとしてグ

リーンノイズパターン
*,	
+を使用し，
,,		
- はそれらを

90°回転したものを用いる．この時，パターンの容量は

512bit である．カモフラージュ・パターンを使用する場合

は初期値の 2 種の Seed 値が必要で，その他 gain 値等を含

めて鍵容量は 600 ビット程度である．中程度のセキュリテ

ィレベルでは
*～	
-に独立にパターンを作成する．この時，

鍵容量は約 1.2k ビットとなる．最も高いセキュリティレベ

ルでは，各
�,	に複数のグリーンノイズパターンを対応させ，

乱数でパターンを選択する方式が考えられる．この場合の

鍵容量はパターン数に比例する． 

このようにセキュリティレベルに応じて鍵容量が異なる

が，閲覧/抽出ソフトウェアは鍵と関係なく共通に使える． 

グリーンノイズパターンは，パターン生成時の初期乱数

パターンにより，得られるパターンが異なる．パターン数

はブロックサイズを R とすると約 ]fg/,	fg パターン可能で，

ほぼ無限に生成できる．このため画像毎に ID パターンを

変えることで，鍵の紛失があっても，その鍵を使って他の

画像の透かしを除去/追記/書き換えすることはできない． 

7. まとめ 

グリーンノイズに基づく電子透かし法は，視覚的に高画

質であり，各種画像処理に対して強い耐性を有することが

知られている．一方，画像依存性があり，空間周波数の高

い画像に対しては，判定誤差が生じやすいことや，ブロッ

クサイズを小さくすると精度が下がるという問題があった．

著作権者 IDパターン 画像 Sub-IDパターン カモフラージュ 鍵内容

A IDA

画像a Sub-IDa
（位相シフト :sa）

位相シフト:sa
反転:ra

Sub-IDa
sa,ra

画像b Sub-IDb
（位相シフト: sb）

位相シフト:sb
反転:rb

Sub-IDb
sb,rb

画像c Sub-IDc
（位相シフト :sc）

位相シフト:sc
反転:rc

Sub-IDc
sc,rc

・・・ ・・・ ・・・ ・・・

B IDB

画像p Sub-IDp
（位相シフト: sp）

位相シフト:sp
反転:rp

Sub-IDp
sp,rp

画像q Sub-IDq
（位相シフト :sq）

位相シフト:sq
反転:rq

Sub-IDq
sq,rq

画像r Sub-IDr
（位相シフト :sr）

位相シフト:sr
反転:rr

Sub-IDr
sr,rr

・・・ ・・・ ・・・ ・・・
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そこで, グリーンノイズ拡散に基づく電子透かし法で機械

学習を用いて識別精度の向上を図る検討を行った．その結

果，16×16 のブロックサイズでも，電子データで判定正答

率が概ね 100％，印刷画像においても 200ppi の画像で 91％

以上（175ppi 以下の画像に対しては 94％以上）と，従来法

と比較して高い正答率が得られた．このことから，10％程

度の誤り訂正を付加することにより 100 %の正答率を得る

ことが可能となる．以上の様に機械学習は識別器の精度向

上に極めて効果的であると言える．また，カモフラージュ・

パターンを用いることによりさらに安全性を高めることが

可能である． 
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ステレオ画像における画風変換後の視差精度評価手法

吉 田 大 海†（正会員）

†近畿大学 工学部　電子情報工学科

Accuracy Evaluation Method of Disparity after Style Transfer in Stereo Image

Hiromi YOSHIDA†(Member)

†Department of Electronic Engineering and Computer Science, Faculty of Engineering, Kindai University

〈あらまし〉 立体画風変換の最も簡易的な実現方法の一つが, ステレオ画像を一枚の静止画と見なして画風変換する
ことである. しかし, 画風変換によるデフォルメはステレオ画像の視差情報を劣化させるため, 画風変換の改良には変
換後の画像を適正に評価する手法が求められる. 本論文では, ステレオ画像を対象とした立体画風変換のための視差
情報評価画像とそれに基づく数値評価法を提案する. 提案する評価画像は, 画風変換された画像から三つの領域を特
定するものとし, それらは「視差情報を維持した領域」「視差情報を損失した領域」「不正な視差情報を出力した領域」
である. また, 各領域における数値評価法は, それらの面積を正規化したものを用いる. 評価実験においては, 評価画
像のパラメータについて考察し, また各該当画像の基本的な性質を明らかにする. 最後に, 立体画風変換に対する有効
性について鉛筆画風変換を用いることで確認する.

キーワード：視差情報, ステレオ画像, 画風変換, 立体視

<Summary> One of the simplest way to realize a stereoscopic style transfer is using monocular style

transfer to stereo image as normal still image. However, deformation caused by style transfer deteriorates

the disparity information of stereo image, so improvement of style transfer needs a evaluation method for

transferred image. In this paper, evaluation image of disparity information for stereoscopic style transfer

of stereo image and its numerical evaluation method are proposed. Proposed evaluation image determines

three regions from transferred image, they are ”correct disparity region, loss of disparity region, incorrect

disparity”. And numerical evaluation in each region employs their area whose value is normalized. In an

evaluation experiment, parameter of evaluation image is considered, and the basic property of the them are

showed. Finally, its effectiveness for stereoscopic style transfer is also showed by using pencil art generation

method.

Keywords: disparity information, stereo image, illustration-like image, stereopsis

1. は じ め に

1.1 研究背景

近年, 写真をイラスト風に変換する画風変換の分野は静止

画や動画だけでなくVRにおいてもかつてない活況を迎えて

いる. その背景には高度な画像処理演算を実現するソフト・

ハード両面の飛躍的な進歩や, 情報機器の普及と低価格化が

ある. たとえば, 一般消費者向けに販売されている VRゴー

グルはスマートフォンと組み合わせることが前提であるもの

の, 数百円から入手できるようになり, 再生用のコンテンツも

YouTubeを始めとした動画サイトから手軽に視聴できるよ

うになった. スマートフォンの普及率を考えれば, VRコンテ

ンツを楽しむハードルは極めて低くなったと考えられる. し

かしながら VRは, 画風変換を楽しむハードルは静止画や動

画と比べて非常に高く, 普及には解決すべき課題が多い. 最

も単純な画風変換は, 静止画を対象としたフィルタリングの

組み合わせである. ポスタリゼーションや鮮鋭化を組み合わ

せて, 写真を非写実的にデフォルメすることで画風変換は達

成できる. 近年に多数存在するスマートフォンアプリも基本

的な画像処理を組み合わせて実現されたものが多く, 一般的

なユーザーにとっても利用しやすい.

もしもVRコンテンツの画風変換を一般ユーザーが気軽に

楽しむ場合, 上記のように画像処理アプリでステレオ画像を

加工することとなる. ここで, ステレオ画像とは, ステレオ
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カメラで撮影された視差情報を含む画像であり, 裸眼による

平行法やVRゴーグルの利用で立体的に鑑賞することができ

る. このステレオ画像に対して, 静止画を対象とした時と同

様にスマートフォンアプリ等で非写実的にデフォルメすれば,

立体画風変換は実現できる. なお, 本論文における立体画風

変換とは, ステレオ画像に画風変換を適用し, 立体視によって

立体的な画風変換画像として鑑賞できる画像を生成すること

である. しかしながら, 画風変換が写真を非写実的に加工し

て達成される以上, その本質は情報の損失・劣化である. 画

風変換によって立体感に関わる視差情報の損失や劣化があれ

ば, ステレオ画像本来の立体感が損なったり, 不正な立体感

やちらつき等のノイズが生じることとなる. もし, 画風変換

されたステレオ画像の視差情報を適正に評価できれば, 上述

したような画像処理アプリ等を立体画風変換へ応用するため

の重要な指針になると考えられる.

1.2 視差情報評価を目的とした先行研究と提案法の位置
付け

ステレオ画像を対象として視差情報を評価する研究は, こ

れまでに数多く報告されている1)～11)．特に主要な研究とな

るのは, 3次元空間とそれを計測したステレオ画像の視差情

報を比較し, 作成した視差マップの精度や物体の位置座標を

推定・評価する研究である. これらは真値となる 3次元空間

とステレオ画像との比較評価が主であり, 本研究のように原

画像となるステレオ画像の視差情報を真値とし, 画風変換さ

れたステレオ画像の視差情報と比較する研究とは根本的に異

なる.

ステレオ画像の画風変換に関する研究は近年になって積極

的な報告がなされ, 特に深層学習を使用した画風変換が盛ん

である. 文献 12),13)では, ステレオ画像と視差マップを使用

した画風変換手法が提案されているが, 評価は目視によって

定性的に行うのみであり, 定量的な評価はなされていない. 文

献 14)では, ステレオ画像を対象とし, 本研究が実験で取り上

げるようなペンシル系の画風変換を提案している. しかしな

がらこの研究も定量的な評価は示されていない. 文献 15),16)

では, 深層学習を使用したスタイル変換をステレオ画像に適

用し, 立体画風変換を実現している. また, 手法内ではスタイ

ル変換による視差損失を抑制しつつ, 左右でスタイルを一貫

させるために, 定量的な評価も行っている. 視差損失の評価

には, 真値となる視差マップを用意して出力結果と比較し, そ

の差を出力することで行っている. この評価手法は本研究と

最も近いが, この評価は差分を数値化するのみであり, その差

が不正な視差情報として出力されたものか, 視差情報が損失

したものかという評価はできず, またその位置情報も特定で

きない. ここで述べた不正な視差情報とは, 本来は視差が存

在しない領域に画風変換によって現れた視差のことを指す.

以上を背景として本研究では, 立体画風変換のための視差

情報評価画像の作成法と, その定量的評価法の提案を行う. こ

(a)ステレオ画像

(b)視差情報画像

図 1 ステレオ画像とその視差情報画像
Fig. 1 Stereo image and its disparity information

こで視差情報評価画像とは, 原画像の視差情報と画風変換結

果の視差情報とを比較することで, 本来の視差情報がどのよ

うに変化したのかを視覚的かつ定量的に確認できる手法であ

る. 具体的には, 次の 3項目「視差情報を維持した領域」「視

差情報を損失した領域」「不正な視差情報を出力した領域」を

表示する画像である. 本論文では, この視差情報評価画像に

対する予備実験を行い, 基本的性質を示しつつパラメータを

決定するための考察を行う. また, 立体画風変換の評価法と

しての有効性を, 鉛筆画風変換を具体例として取り上げて示

す. さらに, この視差情報評価画像を数値化した定量的評価

法を示し, その有効性と具体的な使用例についても示す.

2. ステレオ画像と画風変換

2.1 ステレオ画像と視差情報

ステレオ画像とは, ステレオカメラによって撮影された視

差情報を含む画像であり, 裸眼による立体視や VRゴーグル

の利用によって立体的な画像として鑑賞できる. 画像の立体

感は視差情報, すなわち, ステレオ画像における左画像と右

画像の差によって生じるため, ステレオ画像の左右の差を出

力することで視差のある領域を特定できる. 図 1(a)にステ
レオ画像を, 図 1(b)にその左右の差を絶対値で出力した視差

情報画像を示す. 図 1を見ると, ステレオ画像における視差

情報は概ね輪郭情報, すなわち, 高周波成分であることが確

認できる. 同時に, 低周波成分に相当する濃淡値情報は比較

的少ないことも確認できる.
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図 2 非写実的なイラスト画像の例
Fig. 2 Examples of non-photorealistic illustration image

(a)ステレオ画像の鉛筆画風変換

(b)視差情報画像

図 3 ステレオ画像の鉛筆画風変換と視差情報
Fig. 3 Pencil drawing of stereo image and its disparity

information

2.2 イラストの画像特徴

画風変換とは, 写真を手描きイラスト風に変換する処理で

ある. 大まかには, 写真から色数を減らし, 輪郭をデフォルメ

することで達成される. 図 2に様々なスタイルで描かれたイ
ラスト画像例17)を示す. これらに見られる非写実的な表現か

らもわかるとおり, 画像処理から見た画風変換の本質は画像

情報の劣化である. 立体画風変換を目的としてステレオ画像

に画風変換を適用する時は, それによって生じる画像情報の

劣化が視差情報にどんな影響を与えるのか, それを定量的に

把握することが重要である. より具体的には, 「視差情報を

維持した領域」「視差情報を損失した領域」「不正な視差情報

を出力した領域」の 3領域を特定・評価できれば, 立体画風

変換の品質評価だけでなく, より高品質な立体画風変換への

指針となることが期待できる.

表 1 視差情報の評価基準
Table 1 Evaluation criterion of disparity information

　　　　画風変換結果の視差情報
有 無

原画像の 有 立体感を維持 立体感を損失
視差情報 無 不正な立体感やノイズ 評価対象外

2.3 ステレオ画像の画風変換

立体画風変換の最も単純な実現方法は, ステレオ画像を一

枚の静止画像とみなして画風変換を適用することである. 図

3に図 1(a)で示したステレオ画像に鉛筆画風変換18)を適用

した結果とその視差情報を示す. 図 3(a)は立体視を行うこ

とで立体鉛筆画19)として鑑賞できる. しかしながら, 図 3(b)

に示した視差情報は本来持つべき視差情報である図 1(b)と

異なるため, 立体視時には立体感を損失している領域や, 不

正な立体感やちらつきなどのノイズを出力している領域があ

る. 原画像に近い立体感を得るためには, 画風変換結果が原

画像に近い視差情報を維持する必要があり, 改善のためには

まず視差情報の変化を定量的に評価することが重要となる.

原画像の視差情報と画風変換結果の視差情報の関係をまとめ

ると, 表 1のようになる. 表 1に示す評価をする場合, 原画像

の視差情報画像と画風変換結果の視差情報画像の差を評価す

るような画像を作成すれば良い. ただし, 視差情報の有無を

判断するしきい値を原画像・画風変換結果の両方で定める必

要がある. 視差情報画像をその濃淡値強度から「視差情報が

有る」「視差情報が無い」の 2クラスに分類することを考え

ると, 2クラス問題の解法として判別分析法の使用が適当と

考えられる. 判別分析法で得られるしきい値を θとしたとき,

基準となるしきい値を仮に kθ と定めておく. 画風変換結果

においても, 立体感の基準となるのは原画像であるため, 判定

には同じしきい値 kθを用いるのが適当であると考えられる.

表 1に基づき, 「立体感を維持」と判定された領域を緑 (G),

「立体感を損失」と判定された領域を青 (B), 「不正な立体感

やノイズ」と判定された領域を赤 (R)で示した画像を視差情

報評価画像とし, 図 4に部分拡大と共に示す. なお, 原画像

は図 1(a), 変換結果は図 3(a), そして k = 1である. 図 4(b)

の部分拡大について簡単に述べる. Gとして部分拡大された

領域は「立体感を維持」と判定された領域であり, すなわち,

「視差情報を維持した領域」である. 図 3(a)で当該領域を見

ると, 鉛筆画によって輪郭情報がしっかり描かれていること

が確認できる. Bとして部分拡大された領域は「立体感を損

失」と判定された領域であり, すなわち,「視差情報を損失し

た領域」である. 画風変換によって細かな枝の部分が捨象さ

れているが, これは鉛筆画技法でしばしば見られる省略表現

であり, 画風変換がステレオ画像に与える主要な影響の一つ

である. 当該領域に期待されるのは, 再変換によって視差情

報を維持するか, または画風変換の芸術表現としてそのまま

とすることである. Rとして部分拡大された領域は「不正な

立体感やノイズ」と判定された領域であり, すなわち, 「不
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(a)視差情報評価画像

(b)部分拡大

図 4 視差情報評価画像
Fig. 4 Evaluation image of disparity information

正な視差情報を出力した領域」である. 図 1(a)で当該領域

を見ると, タイルの格子模様を表現していることがわかるが,

図 1(b)では視差情報がほとんど出現していないことがわか

る. この格子模様が鉛筆画技法によってデフォルメされて描

かれ, 不正な視差情報を生んでしまったことが Rと判定され

た原因である. このような不正な視差情報は, 立体視によっ

て目に負担をかけることや, 画像全体の立体感への影響も懸

念されるため, 当該領域には再変換による抑制が強く期待さ

れる. そのほか, 詳細は 4章で触れるが, 鉛筆画技法には濃

淡値を線分の重ね描きで描く濃淡表現技法があり, 原画像で

は問題とならなかった濃淡領域がテクスチャ領域化している

点, すなわち, 高周波成分と化している点も無視はできない.

そうした領域は, しきい値の係数 k を下げることで, Rとし

て領域指定できるようになる.

3. 視差情報評価画像
3.1 視差情報評価画像の作成法

図 5に提案する視差情報評価画像の概要を示す. 簡単には,

原画像 (入力となるステレオ画像)と対象画像（画風変換され

たステレオ画像）の視差情報を比較し, それをしきい値処理

することで得られる. 式 (1)と式 (2)に, 詳細な各画像取得

法を示す. ただし, I(x, y)は入力となるステレオ画像, X は

ステレオ画像の横幅, D(x, y)は視差情報画像である. なお,

式 (1)からわかるとおり, D(x, y)は左右対称の画像である.

ここで, D(x, y)の入力が原画像のときはDG(x, y)と定義す

る. これは正解となる視差情報画像である. また, D(x, y)の

入力が対象画像のときは DT (x, y)と定義する. これは評価

図 5 視差情報評価画像の概要
Fig. 5 Concept of evaluation image of disparity infor-

mation

対象となる視差情報画像である. 最後に, E(x, y)は視差情報

評価画像であり, θG, θT はそれぞれ DG(x, y), DT (x, y)に

おける表 1の項目に示した「有・無」を判定するしきい値で

ある. 「有・無」の判定基準については 4.1節で述べる.

D(x, y) =

{
|I(x, y)− I(x+X/2, y)|　 (x < X/2)
D(x−X/2, y)　　　　　　 (x≧ 2/X)

(1)

E(x, y) =


G　 (DG(x, y)≧θG ∧DT (x, y)≧θT )
B 　 (DG(x, y)≧θG ∧DT (x, y)＜θT )
R　 (DG(x, y)＜θG ∧DT (x, y)≧θT )
0　　 (DG(x, y)＜θG ∧DT (x, y)＜θT )

(2)

3.2 視差情報評価画像に基づく数値評価法

本研究では, E(x, y) における GBR 領域の各面積 (各画

素数)を正規化して数値評価法とし, それぞれ CD(Correct

Disparity), LD(Loss of Disparity), ID(Incorrect Dispar-

ity) と定義する. 各数値評価法の求め方は式 (3)～(5)に示す

とおりである. ここで, SG, SB , SRが各GBR領域の面積で

ある. また, SGall とはDT (x, y)=DG(x, y) のときの SG で

あり, S は画像全体の面積である. この数値評価法の性質を

簡単に述べる. CD は 1.0に近付くほど, 評価画像は原画像

の視差情報を維持していることになり, 0.0に近付くほど視差

情報が損失していることになる. また, LDは CDと背反の

関係にあり, CD = 1.0− LDが成立する. すなわち, 1.0に

近付くほど原画像の視差情報を損失していることになり, 0.0

に近付くほど視差情報を維持していることになる.

CD = SG/SGall (3)

LD = SB/SGall (4)

ID = SR/(S − SGall) (5)

ここで, IDだけ式の分母が異なる理由は, 表 1の分類からわ

かる. 簡単に説明する. まず, CD,LD は「原画像の視差情

報」が「有」を基準としているため, 分母はいずれも SGall

となる. 一方, IDは「原画像の視差情報」が「無」を基準と

なっているため, 分母は SGall 以外の領域となる.
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(a)θG = θ, θT = kθ(k = [0.1～2.0])

(b)θG = θT = kθ(LD = 0.0)

図 6 θG と θT に関する予備実験
Fig. 6 Preliminary experiment for θG and θT

4. 視差情報評価画像に関する実験

4.1 θG, θT に対する予備実験

本節では θG, θT に対する予備実験を行い, 適切な関係に

ついて考察する. 図 6 は, DT (x, y) = DG(x, y) の条件の

下, k の変化に対する CD,LD, ID の変化をグラフ化した

ものである. 図 6(a) は θG = θ, θT = kθ とし, k を 0.1～

2.0 の範囲で 0.1 刻みで変化させた結果である. 図 6(b) は

θG = θT = kθとし, kを同様に変化させた結果である. 条件

となるDT (x, y) = DG(x, y)の意味は, 対象画像と原画像の

視差情報が一致することを意味するため, しきい値設定に関

わらず CD = 1.0, LD = 0.0, ID = 0.0となるべきである.

この点を踏まえて図を吟味する. 図 6(a)でCD = 1.0, LD =

0.0, ID = 0.0を満たすのは, k = 1.0のみであり, 他の係数

設定では正確な評価を行えていない. 一方, 図 6(b)をみると,

kの値に関わらず CD = 1.0, LD = 0.0, ID = 0.0を満たし

ていることがわかる. 以上を踏まえると, 正確な評価を行う

ための必須条件は θG = θT = kθであることがわかる.

4.2 視差情報評価画像に対する基礎実験

視差情報評価画像とその数値評価法の基本的性質を明らか

にするため, 基礎実験を行う. 実験に用いたステレオ画像は

15枚であり, それらに「平滑化」「鮮鋭化」「輝度反転」「左

右複製」「ノイズ付加」を適用して式 (3)～(5)による数値評

価を行った. また, それらを立体視したときの見え方を定性

的に評価し, 数値評価と比較・考察した. 図 7(a) に使用した
画像 15 枚のリスト, 図 7(b) に入力画像の例，図 7(c)～(g)

(a)画像リストとマスク画像

(b)入力画像 (c)平滑化

(d)鮮鋭化 (e)輝度反転

(f)左右複製 (g)ノイズ付加

(h)視差情報評価結果

図 7 視差情報評価画像に対する基礎実験
Fig. 7 Basic experiment of evaluation image of disparity

information

に入力画像に対する画像処理の適用結果例, 図 7(h) に数値

評価結果の平均値 (画像 15 枚分) を示す. なお, しきい値は

θG = θT = θである. また, 数値計算は視野内のみで行うよ

うマスク画像を使用した. マスク画像も図 7(a)の画像リス

トに合わせて示す. 以下に立体視したときの定性的評価と考

察を示す.

� 平滑化：　入力画像に 5×5サイズのガウシアンフィル

タを 5度適用して平滑化を行った. ステレオ画像からは

高周波成分が失われ, 2章で確認した内容からも立体感

の損失が予測される. 提案法の評価値もそれを示し, LD
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表 2 立体視による定性的評価
Table 2 Qualitative evaluation by stereoscopic view

図 7(c) 図 7(d) 図 7(e) 図 7(f) 図 7(g)

立体感 △ ○ ○ × △
ノイズ等 極小 小 無 無 中

の値が大きくなっている. 立体視した結果は輪郭がぼや

け, 立体感も損失して見えた.

� 鮮鋭化：　入力画像と平滑化画像の差分を加算すること

で鮮鋭化を行った. 平滑化の設定は上述の平滑化と同じ

である. ステレオ画像には高周波成分が加算され, 輪郭

強調だけでなく濃淡値の微細な変動も強調され一部がテ

クスチャ化した. 立体感に大きな変動はないものの, こ

のテクスチャがノイズとして写ることが予測される. 提

案法の評価値もそれを示し, CDの値は概ね維持されつ

つ, ID の値が少し上昇している. 立体視した結果は輪

郭が鮮明となり, 良好な立体感を感じられた. 一方で強

調された濃淡値にチラつきのようなものを感じた.

� 輝度反転：　入力画像の輝度値を反転した. 濃淡値はほ

ぼ全てが変化したが, 周波数の高低は全く変化していな

い. 2章で確認した内容から, 立体感は変化しないと考

えられる. 提案法の評価値もそれを示し, CD = 1.0と

なっている. 立体視した結果, 濃淡値の大きな変化にも

関わらず良好な立体感を感じられた.

� 左右複製：　入力画像の左半分を右半分に複製した. 一

枚の静止画として目視するのみでは変化に気付きにくい

が, 視差情報は全損している. 立体感は全て失ったと考

えられる. 提案法の評価値もそれを示し, CD = 0.0と

なっている. 立体視した結果, 立体感は全く感じられな

かった.

� ノイズ付加：　入力画像にホワイトノイズを付加した.

画像の濃淡値が変動し, 輪郭を始めとした高周波成分に

影響を与えている. ノイズはランダムに発生しているこ

とから不正な視差情報が一定以上出現していると考えら

れる. ただし, 主要な輪郭情報は維持されているため, 主

要な立体感は維持されていると考えられる. 提案法の評

価値もそれを示し, CD の値はやや低下し, また ID の

上昇が確認できる. 立体視した結果, 概ね立体感は感じ

られたが, ノイズが不快なレベルでチラついて見えた.

以上の定性的評価と考察を表 2にまとめて示す. 表 2と図

7(b)のグラフから, 定性的な評価と定量的な評価は概ね一致

していることがわかる.

4.3 立体鉛筆画風変換を対象とした実験と考察

本節では, 鉛筆画風変換をステレオ画像へ適用することで

実現される立体鉛筆画風変換に対して実験を行う. まず, 取

り上げる鉛筆画風変換の特徴と立体視時の影響を図 8に基づ

いて説明する. この画風変換はアナログの鉛筆画作成を模し

ており, 輪郭も濃淡も短い線分の重ね描きで作成するのが特

図 8 鉛筆画風変換の特徴と立体視時の影響
Fig. 8 Features of pencil drawing and its effect on

stereoscopic view

図 9 kθ の調整による E(x, y)の変化
Fig. 9 Changes of E(x, y) by adjustment in kθ

徴である. 輪郭表現は図 8の緑と橙の枠に, 濃淡表現は赤と

青の枠に拡大を示す. ステレオ画像への適用を考えると, 画

像の輪郭は写実性を失うことで, 画像の濃淡値はテクスチャ

化することで視差情報に影響を及ぼすことになる. 特に, 立

体視においては緑と橙, 赤と青の枠は同一領域として重なる.

このとき, 視差情報以外で一致しない領域は「不正な視差情

報」であり, 主要な課題の一つとなる. 図 8の黒の枠内に鉛

筆画風変換における課題の概念図を示す. 上段が濃淡情報,

下段が輪郭情報である. 右端が立体視時の見え方を表してお

り, 図形の視差情報が正しく一致しても, 鉛筆画風変換で生

じた線分のズレは視差情報とは無関係であるため, ちらつき

のようなノイズとして写る.

4.3.1 kθの調整による E(x, y)の変化

視差情報評価画像E(x, y)で用いる二つのしきい値 θG, θT

は, 正確な評価を行うための条件が θG = θT = kθであるこ

とを 4.1節の予備実験で示した. 以下では kの値を変化させ

ることで, E(x, y) がどのように変化するかを確認・考察す

る. 図 9に, 鉛筆画風変換されたステレオ画像の E(x, y)を

係数と共に示す. またそのグラフも共に示す. まずグラフを

見ると, CDと ID の関係は kの変化によらずCD > ID で

あり, その差も概ね一定であることがわかる. 次に, k = 0.2

の E(x, y)を見ると, 係数を下げることでテクスチャ化した

濃淡領域がR領域として出現したことがわかる. 当該領域は

輪郭情報ほど強い値を持たなかったが, 画像全体に占める割
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(a)濃淡表現を左右複製した鉛筆画風変換

(b)kθ の調整による視差情報評価画像の変化

図 10 左右複製された濃淡表現による E(x, y)の変化
Fig. 10 Changes of E(x, y) by using a symmetric texture

合が大きく, 立体視すれば無視できないチラつき生む. もし,

こうした視差情報を持つテクスチャ領域を特定したい場合は

k を低くし, ID > LD となる係数を設定すれば良いことが

わかる. 次に, k = 1.8の E(x, y)を見ると, 係数を上げるこ

とで Gとして判定されていた輪郭情報が B と判定されてい

ることがわかる. しかしその一方で, 依然として Rと判定さ

れている領域が画像下部のタイルで確認できる. これは, 画

風変換後のステレオ画像が維持した正常な視差情報よりも,

さらに高い強度で不正な視差情報を出力する領域があること

を意味する. こうした無視のできない不正な視差情報を特定

したい場合は kを高くし, CD < LDかつ ID > 0 となる係

数を設定すれば良いことがわかる.

4.3.2 左右複製された濃淡表現による E(x, y)の変化

図 9で確認した濃淡表現による不正な視差情報を検証する

ため, 図 10のような実験を行った. 図 10(a)はこの問題を

改善するために作成した, 濃淡表現を左右複製した鉛筆画風

変換の説明図と出力結果である. 一枚の静止画として全体を

見た場合の違和感は少ないが, 部分拡大を見ると木の濃淡表

現が一致していないなど, 視差情報の損失が確認できる. 図

10(b)に k = 0.2, k = 1.8でのE(x, y), およびCD,LD, ID

を示した. なお, 濃淡表現を左右複製した鉛筆画の評価値

は CD2, LD2, ID2として示している. まず, k = 0.2での

E(x, y)から, 画像全体に生じていた R領域の割合が大幅に

軽減されたことがわかる. 一方, k = 1.8での E(x, y)から

は, 依然として画像下部のタイルに生じたRが残っているこ

とが確認できる. 図 10(a)に示したアルゴリズムからわかる

とおり, 濃淡表現は左右複製されているため視差は生じない.

したがって, この不正な視差情報は輪郭表現に起因するもの

だと特定できる. また, 図 10(b)のグラフから ID のみでな

く, CD の減少も確認できる. これは図 10(a)の部分拡大に

示したような視差情報を損失した領域が該当する. これら変

化した領域の位置を正確に特定する場合は, 両画像のE(x, y)

を比較すれば良い. このように, 視差情報評価画像はステレ

オ画像を対象とした立体画風変換に対して, 視差情報を定量

的に評価しつつ, 具体的な課題点を見つけることができる.

4.4 複数の被験者を対象とした実験および考察

本節では, 提案法による数値評価結果と複数の被験者によ

る主観評価結果とを比較し, 類似性について考察する. また,

R領域が芸術的表現として認知できる可能性について, 複数

の被験者の主観評価結果に基づいて考察する. 最後に, 提案

法に適した画風変換の性質について考察を行う.

4.4.1 複数の被験者による 10段階評価結果との比較

図 7(b)～(g)に示した画像を被験者 8人に立体視させ, 10

段階の評価をさせた. 実験環境について述べる. 使用したデ

バイスは VR ゴーグル VRG-D02PBKと, スマートフォン

Redmi Note 9Sの組み合わせである. 視聴映像は図 7(b)～

(g)を連続表示するよう動画化したものであり, 各画像の表示

時間は 3秒である. この動画を繰り返し再生し, 被験者の評

価値が確定するまで任意の時間視聴させた. 被験者 8名は全

て成人男性であり, 視聴の際は各自がピントの合うようゴー

グルを調整させた. 評価項目は「立体感」「ちらつき等の不快

感」であり, それぞれ CD, IDに相当する. 各項目の詳細は

以下のとおりである.

� 立体感：　図 7(b)に感じる立体感を 10とし, 平面のよ

うに全く立体感を感じない画像を 0と評価するよう指示

した. この項目は CD に相当し, また 10から減算する

ことで LD(損失した立体感)に対応する.

� ちらつき等の不快感：　図 7(b)では 0とし, 最大を 10

と評価するよう指示した. 最大 10は「ちらつき等の不

快感が強く, 画像を鑑賞し続けれられない程度」と説明

した. 「不正な視差情報」の翻訳として不正確な部分も

あるが, 被験者への詳細な理論説明は主観に影響を与え

ると考え, 今回はこれを ID相当とした.

以上の項目に基づく主観評価結果を CD,LD, ID に対応さ

せて図 11(a)に示す. なお, 各評価値は被験者 8人の平均値

である.

図 7(h)と傾向を比較すると, 鮮鋭化, 輝度反転, 左右複製

においてほぼ同等の傾向を示した. 平滑化とノイズ付加では,

CD に対応する項目が似た傾向を示したが, ID に対応する

項目は大きくなった. 平滑化において個々のデータを確認す

ると, 2名の被験者が 5以上の高い値で評価し, それが平均

評価値を押し上げていた. 当該被験者にヒアリングすると,

「ぼけが強く不快であり, IDを大きくした」という共通の回
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(a)図 7(b)～(g)を対象とした, 複数の被験者による 10段階評価
結果

(b)鉛筆画風変換を対象とした評価結果の比較

(c)R領域の持つ芸術的表現要素の考察

図 11 複数の被験者を対象とした実験結果
Fig. 11 Experimental result for plural subject

答が得られた. ちらつきによる不快感とは異なるが, 再変換

の必要性があるという点では IDの基準と合致した判断と考

えられる. ノイズ付加における ID では, 個人差のバラツキ

が大きかったものの, 全体を通じて図 7(h)より大きい傾向に

あった. 被験者にヒアリングを行うと, 「不快感が強く感じ

られた」という共通の回答が得られた. これは IDの基準に

合致している. 実験結果全体を通じて総評すると,提案法よ

りも主観評価結果の方が ID が大きい傾向となったものの,

一定の類似性が確認できた.

4.4.2 鉛筆画風変換を対象とした比較実験と考察

前項と同様の主観評価実験を鉛筆画風変換に対しても実施

した. 通常の鉛筆画風変換を適用して得た画像を鉛筆画 A,

その濃淡表現を左右複製した画像を鉛筆画 Bとする. なお,

入力画像はいずれも図 7(b)である. 主観評価の結果を, 提案

法による評価値 (k = 1.0)と共に図 11(b)に示す. また, 提

案法の評価値と並列で表示するため, 主観評価結果は最大値

が 1.0になるよう正規化している. 図 11(b)から, 鉛筆画 A,

鉛筆画 Bともに CD は提案法の評価値とおおむね同等の値

となったことがわかる. また, 濃淡表現を複製することで立

体感が低減している点が一致し, その大きさも概ね一致して

いる. 一方, ID は鉛筆画 A, 鉛筆画 Bともに主観評価結果

の方が大きな値となったことがわかる. これは同図 (a)に示

した評価結果でも見られた傾向である. さらに, 提案法の評

価値では濃淡表現を左右複製することで ID は 0.05程小さ

くなっているのに対し, 主観評価結果では逆に 0.08程大きく

なった. 鉛筆画 Bでの ID を確認すると, 0と評価した被験

者と 10 と評価した被験者が混在しており, 見え方・感じ方

に対する大きな個人差がみられた. また, 鉛筆画 Bに対して

ID を大きく評価した被験者にヒアリングを行うと, 「濃淡

表現のチラつきは軽減されていたが, 図 10(a)の右端に記載

したような輪郭と濃淡のズレが不快だった」との回答が得ら

れた. ちらつきによる不快感とは異なるが, 再変換の必要性

があるという点では IDの基準と合致した判断と考えられる.

また, こうした輪郭と濃淡のずれが生む不快感, すなわち, 空

間情報の評価は, 濃淡値強度のみで評価する提案法では評価

できない点となる. 逆に, IDを小さく評価した被験者に上記

のずれを踏まえてヒアリングを行うと, 「輪郭と濃淡のずれ

は立体感を損なったが, 濃淡のチラつきは軽減されており, 不

快感は低減した」との回答が得られた. 当該被験者らからは,

濃淡表現を左右複製することで期待した効果が得られたと考

えられる. 上記をまとめると, 被験者らは濃淡表現を左右複

製することでそのチラつき改善を確認したが, 新たに生じた

輪郭と濃淡のズレに対する不快感で評価が分かれたという結

果になった. 実験結果全体を通じて考察すると, 図 11(a)に

示した実験と同様, 提案法よりも主観評価結果の方が ID の

値が大きい傾向となったものの, CDがおおむね同等の値と

なった点, 濃淡表現の左右複製で値が小さくなる点等 両者に

は一定の類似性が確認できた. また, 提案法では評価できな

い空間情報を評価する重要性について確認できた. なお, こ

の鉛筆画A, Bと似た評価値となった画像には図 7(g)に示し

たノイズ付加があり, これは立体鉛筆画の立体感と不快感を

検証する上で一つの示唆になるものと考えられる.

4.4.3 R領域が芸術的表現として認知できる可能性

前項の鉛筆画風変換を対象とした主観実験において, 本来

は不快感やちらつきとして認知されるR領域が, 芸術的表現

として認知できる可能性についても評価・考察した. 具体的

には, 図 11(c)で A～Cとして示した R領域の内, 芸術的表

現として鑑賞しても良いと判断できた領域を被験者に選択さ

せた. なお, A～Cの特徴は以下に示すとおりであり, 実験で

は 4.3.1項に基づき k = 0.6を採用した.

� A:茂みが作るテクスチャ：　茂みの枝葉が作るテクスチャ

が鉛筆線分の交差によって描かれている. 領域に占める

R領域の割合は 0.165である.
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表 3 R領域の持つ芸術的表現要素の評価
Table 3 Evaluation of artistic expression elements in R

region

評価値 A B C

芸術的表現として認知
できる平均評価値

0.375 0.875 0.25

R領域の割合 (k = 0.6)　 0.165 0.077 0.421

� B：建物の影が作るテクスチャ：　建物の影が鉛筆線分

の交差によって描かれている. 領域に占める R 領域の

割合は 0.077である.

� C：タイルの格子模様を含むテクスチャ：　地面のタイ

ル表面の凹凸, そしてその格子模様が鉛筆線分によって

描かれている. 領域に占める R 領域の割合は 0.421で

ある.

被験者によって「芸術的表現として認知できる」と選択され

た領域は 1, 選択されなかった領域は 0と評価し, その平均値

を芸術的表現としての平均評価値として算出した. 平均評価

値は 1.0に近付くほど芸術的表現として認知でき, 0.0に近付

くほど認知できないことになる. その評価結果を表 3に示す.

表 3 から, ID が小さいほど, 芸術的表現として認知できる

傾向にあることがわかる. したがって, Rと判定された領域

でも, 必ずしも再変換の必要がない場合があることがわかる.

もし, 画風変換の画像特徴を定量化できれば, その値との比

較によって R領域を「再変換すべき領域」「芸術的表現とし

て認知できる領域」の二つに分類できるものと考えられる.

4.4.4 視差情報評価画像に適した画風変換に対する考察

本項では, 提案法による評価が適した画風変換について考

察する. 提案法は入力画像の視差情報画像を真値としている

点, 視差情報画像には輪郭情報を始めとした高周波成分が多

く含まれる点が主な特徴である. この 2点を踏まえると, 輪

郭形状の変化が大きな画風変換は不向きと考えられる. そう

した画像に対して, 提案法の評価値を基準に改善を試みると,

輪郭形状を入力画像に近付ける方針となるため, それは画風

を損なうこととなる. 具体例を挙げると 図 2左上のイラス

トが該当する. 同画像は輪郭が大きくデフォルメされており,

同時にそれが画風となっている. 反対に, 輪郭形状の変化が

小さい画風変換は提案法の対象として適していると考えられ

る. 具体的には同図左下の油彩画や本論文が取り上げたよう

な鉛筆画である. 両画像は主要な輪郭情報が入力画像と一致

するように描かれているため, 評価値を改善するように調整

しても画風を維持できると考えられる. また, 油彩画の筆の

タッチや鉛筆線分の重ね描きが作るテクスチャに対しても,

不正な視差 (テクスチャの周波数がステレオ画像の左右で不

一致となって生じる視差)が生じないかを検証することがで

き, 効果的に評価できるものと考えられる. また, ポスタリ

ゼーションのように色数を減少させるような画風変換に対し

ても, 提案法は効果的に評価できると考えられる. 輝度反転

の画像で示したように, 視差情報に影響を与えない濃淡値の

変化なら提案法の評価値は低くならない. 一方で, 視差情報

に影響を与えるような, たとえば色数の減少で生じた疑似輪

郭が視差を生じさせた場合は, 当該領域をR領域として検出

できる. したがって, 評価値を改善するような調整を行うこ

とで, 視差情報への影響を抑えながら色数を減少させられる.

以上のように, 提案法には適した画風変換とそうでない画風

変換があるため, 今後は, 提案法が適切に評価できる画風変

換か否かを事前に判定できるような指標を検討していく必要

がある.

5. ま と め

本研究では, ステレオ画像を対象とした立体画風変換のた

めの視差情報評価画像の作成法と, それに基づく数値評価法

を提案した. 実験では, 視差情報評価画像の基本的性質とし

きい値調整による変化を確認し, また定性的な評価と定量的

な評価の両面から有効性について考察し, 明らかにした. さ

らに, 具体例として鉛筆画風変換を立体画風変換に応用する

事例を取り上げ, 変換結果を定量的に評価できることを示し

た. しかしながら, ステレオ画像を立体視したときの見え方・

感じ方には, 個人差や表示デバイスの差異という考慮すべき

バイアスがあり, その数値化は困難である. 特に, 4.4節の主

観評価実験において「ちらつき等の不快感」と翻訳したRの

領域は, 提案法の数値評価よりも主観評価の方が全体的に大

きな傾向にあり, 項目説明の方法にも課題を感じられた. 現

段階では, 提案法の評価値で IDが最大となる画像を被験者

に視聴させ, その主観評価結果を反映した主観評価指標を設

定することで, より信頼性の高い評価結果が得られるものと

考えられる. 今後, この点を追求したい. また, 提案法は濃淡

値強度のみの指標となっているため, 上記バイアスのなかで

も特に明るさ設定とその感じ方の影響を強く受けると考えら

れる. 今後は空間情報等の立体感に関わる他の要素も考慮で

きる評価法を検討し, より精度と信頼性の高い手法を追求し

たい. 現段階では, 4.4.1項で実施したような主観評価を予備

実験として行い, その主観評価値に近くなる係数 kを設定す

ることで, 個人や表示デバイス等のバイアスをある程度考慮

した評価ができる可能性がある. 今後, この点も検証してい

きたい. 今後の展望は, 提案した評価法を指針とした立体画

風変換手法の構築である. 1章でも述べたが, ステレオ画像を

対象とした研究は視差情報に基づく物体の位置推定等をテー

マとしたものが多く, 本研究のように一枚の静止画像と見な

して画像処理し, 再び立体視して変化を確かめるという研究

の報告例は少ない. しかし, ステレオカメラや VRゴーグル

がより身近となった今, こうした試みの価値は高まってゆく

と思われるので，その要請に応えられるような研究テーマを

追求していきたい．
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SiamMaskを用いた動画修復
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Video Completion Using SiamMask
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Toshiki YURA†††, Yusaku HOMMA†††
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〈あらまし〉 本研究では, いずれも既存手法である SiamMaskと動画修復技術を用いることで, 動画内の物体やロゴ,

文字, ノイズなどの消去をなるべく人手をかけずに行うシステムを開発した. ユーザは動画の最初のフレームにおい
て, 目的物体をバウンディングボックスで囲むことで指定する. バウンディングボックスは SiamMaskへの入力とな
る. SiamMaskは目的物体を追跡しつつ, 各フレームにおいて大雑把なマスクを生成する. 生成されたマスクを入力
として動画修復技術を用いることで修復結果が生成される. 本研究が目指すのは, バウンディングボックスを描いた
ら即座に修復結果が生成されるようなシステムだが, 現状では SiamMaskによって生成される大雑把なマスクが必ず
しも完璧に目的物体を捉えない場合もあり, そのような場合はユーザによる手作業での修正 (フレームごとの画像編
集作業) が必要となる. また本手法の応用として, 入力動画と修復結果の差分に基づいて目的物体の高精度なマスク
を生成する手法も提案する.

キーワード：動画修復, マスク生成, SiamMask, 物体追跡

<Summary> In this project, we are developing a system to remove objects, logos, annotations, and

noises from videos with as little human intervention as possible by using SiamMask and a video completion

method, both of which are existing methods. The user specifies a target object by drawing a bounding box

around it in the first frame of the video; this bounding box is taken as input by SiamMask. SiamMask then

tracks the target object and produces its mask in each frame. The resulting masks are then taken as input

by a video completion method, which produces the final video completion result. The goal of this project is

that, after drawing the bounding box, the user immediately obtains the video completion result. However,

the mask produced by our current method is not always perfect. When imperfections arise, the user still has

to manually modify the mask using an image editing software. As an application of this method, we also

propose a method to generate a highly accurate mask of the target object based on the difference between

the input video and the restoration result.

Keywords: video completion, mask generation, SiamMask, object tracking

1. は じ め に

映像制作の現場において, 動画内の物体やロゴ, 文字, ノイ
ズなどを消去することは, 多くの需要があると同時に大変な
労力を要する作業である. この作業を行うには, まず, 消去し
たい物体を指定するためのマスクを作成する必要がある. 次
に, 動画修復技術を適用することで, 指定した物体を動画か

ら消去する. 適切に作成されたマスクが与えられれば, 近年
開発された動画修復技術1)～3)を用いることで, 物体が消去さ
れたということがわからないような自然な動画を短時間で出
力できる. しかし, 物体を指定するためのマスクはすべての
フレームにおいて手作業で描く必要があり, 作業に多くの時
間を要する. そこで我々は, 動画修復のためのマスクを容易
に短時間で作成し, 動画修復を効率的に行えるようなシステ
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ムを開発している. さらに, 元の動画と修復結果の差分に基
づき, 物体の高精度なマスクを生成する実験も行ったので報
告する.

画像や動画から物体を正確にセグメンテーションするため
に数多くの手法が提案されてきた. その多くはユーザの入力
無しに画像から物体を自動的に抽出する技術4)や, それらを動
画へ拡張した技術5)などであるが, 我々はあらかじめ学習済み
の物体ではなく, ユーザによってその場で指定された物体の
マスクを作成することを想定しているのでこれらの技術を適
用することはできない. そこで我々は使い勝手が良く, 計算効
率も良い SiamMask6)に注目した. ユーザが動画の最初のフ
レームで物体をバウンディングボックスで囲むと, SiamMask

はそれ以降のフレームでその物体を追跡しつつ, 各フレーム
においてマスクを作成する.

我々の目的は, ユーザが物体をバウンディングボックスで
囲んだら, その物体が消去された動画を即座に出力すること
である. つまり, 我々の目的は物体のマスクを正確に作成す
ることではなく, 動画修復をより正確により効率良く行うこ
とである. 動画修復に用いられるマスクは目的物体の形に完
璧に一致する必要はないが, 目的物体を完全に覆うような形
でなければならない. そこで我々は, SiamMaskで得られる
マスクを膨張させて一回り大きくなるようにする. しかし,

マスクを膨張させても常に完璧に目的物体を覆えるわけでは
ないため, その場合はユーザーが手作業で追加のマスクを描
いて修正する必要がある.

2. 提 案 手 法
例として,図 1に提案手法を用いて動画からローラーブレー
ドに乗っている人物を消去する際の作業工程の概要を示す.

まず, ユーザは動画の最初のフレームで人物を囲むようなバウ
ンディングボックスを描く (図 1-Inputの赤枠). SiamMask

はこのバウンディングボックスを入力として, 各フレームに
おけるマスクを生成する (図 1-SMの赤いピクセル). このマ
スクの生成の処理には数秒を要する. SiamMaskにより生成
されるマスクは目的物体の大部分を覆うが, 覆い切れない部
分も多く, すなわち, 目的物体がマスクをはみ出してしまう
ことがある. 例えば, 6 フレーム目では手や足など, 人物の
領域の端に当たる部分を覆い切れていない (図 1-SMの黄矢
印). 我々はそれらの部分をマスクが覆うようにするために,

各フレームのマスクを一回り大きくするような膨張操作 (モ
ルフォロジー変換) を加えた (図 1-Dilated). しかしこれで
も目的物体を覆い切れていない箇所がいくつかある. 例えば,

10フレーム目や 33フレーム目では手が覆われていない (図
1-Dilatedの緑矢印). このような場合, ユーザは GIMP7)な
どの画像編集ツールを使って手作業でマスクを修正する必要
がある (図 1-Modified). 最終的に修正されたマスクは動画修
復技術3)へ入力され, 動画からローラーブレードに乗ってい
る人物を消去することができる (図 1-Result). この動画修復

図 1 提案手法の概要
Fig. 1 The overview of the proposed method

の処理には数秒を要する.

3. 結果と考察
3種類の動画を対象として提案手法を適用し, 生成した動
画について 12名の学生を被験者として実験を行った.

3.1 実験結果
図 2に提案手法による動画修復結果と背景差分によって生
成されたマスクを示す. なお, マスク生成については 3.2節
で後述する.

“soccerball”の動画はフレーム数が 48である. その 12フ
レーム目を図 2の 1行目に示す. この動画については, 本研
究の目的を達成することができた. すなわち, ユーザが動画の
最初のフレームにおいてバウンディングボックスでボールを
囲めば, 即座にボールが消去された動画を得ることができた.

“bmx-trees”の動画はフレーム数が 80である. その 31フ
レーム目を図 2 の 2 行目に示す. 動画の最初のフレームで
バウンディングボックスを描くと, SiamMaskと膨張操作に
よって 72枚のフレームで適切なマスクを得たが, 残り 8枚
のフレームでは正確なマスクが得られなかった. それらのフ
レームのマスクを GIMPを用いて手作業で修正することで
満足のいく修復結果を得ることができた.
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図 2 提案手法による動画修復結果と背景差分によって生成されたマスク
Fig. 2 Video completion results by the proposed method and the mask generated

by the background subtraction

図 3 定性的な評価の結果
Fig. 3 Results of the qualitative evaluation

“paragliding”の動画はフレーム数が 70である. その 31

フレーム目を図 2の 3行目に示す. この動画では SiamMask

と膨張操作によって 61枚のフレームで適切なマスクを得て,

残り 9枚のフレームでは GIMPでの手作業の修正により適
切なマスクを得た.

生成した動画に対し, 定性的な評価を行った. 被験者は 12

名の学生であり, 比較対象として DAVIS20168)のアノテー
ションであるマスクに膨張操作をして動画修復技術により動
画修復を行ったものを用意した. 各動画について入力動画と
動画修復結果を被験者に見せ, 提案手法と比較対象のうち自
然に物体を消去できていると思った方に投票してもらい, 投
票した理由も答えてもらった.

結果は図 3 のようになった. ここでオレンジの棒グラフ
は提案手法を選択した人数, 青の棒グラフは既存手法を選択
した人数を示す. “soccerball” と “bmx-trees” に関しては
投票結果にばらつきがあり, 被験者の大半の意見として本手
法と比較対象の結果にほとんど違いは見られないとのことで
あった. 比較対象が全フレームにおいて手作業で作られた正
確なマスクであるのに対し, 本手法では “soccerball”につい

図 4 提案手法では影の消去ができない
Fig. 4 Shadow elimination is not possible with the pro-

posed method

ては手作業無し, “bmx-trees”については 8枚のフレームで
の手作業により同程度のクオリティの修復動画を生成したこ
とになる. これは動画修復の作業において, 提案手法を用い
ることで従来よりも大幅な負担軽減になっていると言える.

“paragliding”では被験者全員がDAVIS2016のアノテーショ
ンによる修復動画に投票し, その理由として本手法による修
復動画には物体の一部が少し残っているということを挙げた.

“paragliding”の動画にはパラシュート部分と人間の間にロー
プがある. DAVIS2016のアノテーションではこのロープ部
分もマスクされているが, 一方, SiamMaskはこのロープの
ような細い物体のマスクを作る能力がない. そのためロープ
が消去されず動画に残ってしまった.

今後の目標は, SiamMaskを改良することで, さらに適切
なマスクを生成できるようなシステムを開発し, ユーザの手
作業での修正といった負担を減らしていくことである. 今回
提案した手法では, 図 1の手や, 図 2の 3行目のパラグライ
ダーのような小さい物体や細い物体のマスクを適切に生成す
ることは難しいことがわかった. また, 図 2の 2行目の木の
後ろから急に現れる自転車のように, 動画内で突然消えたり
出現したりする物体を捉えてマスクを生成することも困難で
あることがわかった. これは, SiamMaskがマスクの推定を
する際に, 直前のフレームで生成されたマスクの情報を使う
ためだと考えられる. これらの問題を今後解決していきたい
と思う.
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図 5 背景差分によるマスクの生成プロセス
Fig. 5 The process of generating a mask by background

subtraction

さらに別の問題として, 提案手法では物体の下にできる影
を取り除くことも難しい. 例として図 4 を示す. 目的の物
体はオートバイで, その下にくっきりとした影があるが (図
4-Input), SiamMaskでは正確に捉えることができない (図
4-SiamMask). これは SiamMaskが, 画像分類のためのデー
タセットを事前学習したネットワークをバックボーンに使用
しているからではないかと推察する. つまり, 画像分類のた
めには影を考慮する必要がない. 影の部分をほとんど捉えて
いないため, 膨張操作を行っても影を消すことはできなかっ
た (図 4-Our result). 影を捉え, 既存手法3)で得られたよう
な結果 (図 4-ONDA19)を達成することも今後の目標の 1つ
である.

3.2 背景差分によるマスク生成への応用
動画修復に使うマスクは上述のように目的物体の形に完璧

に一致するマスクである必要はないが, そのようなマスクを
作成することは, 映像制作の現場における別の重要な問題の
1つである. そこで我々は, 元の動画と修復結果の差分に基
づき, SiamMaskでは得られなかったような高精度なマスク
を生成できるのではないかと考えた. これが上手くいけば,

ユーザは動画修復に必要な程度のラフなマスクを作成するだ
けで高精度なマスクを手に入れることができる.

背景差分により SiamMaskより高精度なマスクを生成す
るプロセスを図 5に示す. まず, 図 1-Inputと図 1-Resultの
差分によって図 5(b)のような画像が得られる. 人物の領域に
マスクができているが, ところどころに黒い穴が開いていて
(図 5(b)の赤矢印), このままでは高精度なマスクと言えない.

図 5(b)を観察すると, ここに見られる穴は主に背景, つまり,

図 1-Resultに見られる窓枠や壁の模様が原因であることが
わかる. つまり, 背景差分におけるノイズは背景画像のエッ
ジに起因する傾向が強い. そこで, cross bilateral filter9)を
適用し, 入力動画 (図 5(a))に見られるエッジは保存し, それ
以外のエッジを消去するように平滑化することで, 図 5(c)を
得る. 最後に閾値によって 2値化した画像が図 5(d)である.

以上のプロセスにより, 図 6のようなマスクを得ることがで
きる.

図 2 の 5 列目は, この手法により生成したマスクである.

これは, 図 2の 2列目の SiamMaskによるマスクよりも高精

図 6 背景差分によるマスクの生成結果
Fig. 6 Masks generated by background subtraction

度なマスクであることがわかる. 動画修復に必要な程度のラ
フなマスクは高精度なマスクに比べて圧倒的に簡単に作成で
きるので, 本手法によって高精度なマスクを必要とするユー
ザの負担をかなり軽減できているのではないかと期待してい
る. 将来はユーザテストや現場で働くデジタルアーティスト
へのインタビューを実施することによって実際の効果を確認
したい.

4. お わ り に
本稿ではいずれも既存手法である SiamMaskと動画修復
技術を用いることで, 素早く簡単に動画修復を行えるような
システムを提案した. 実験の結果, 提案手法を用いるとバウ
ンディングボックスを描くだけで動画から物体を完全に消去
できる場合があることがわかった. また手作業での修正が必
要な場合も, 編集すべきフレーム数を大幅に削減できること
がわかった. さらにユーザ調査の結果, 提案手法の動画修復
結果は, 正確に作られたDAVIS20168)のマスクによる結果と
比較しても, 遜色ないクオリティであることが確認できた.

しかし, ロープのように細い物体や動画内に突然現れる物
体, そして物体の影などに対しては SiamMaskでは適切にマ
スクを作ることができず高精度な動画修復を行うことができ
なかった. 今後はこれらの問題を解決していきたいと思う.
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監視カメラ映像からの行動検出に向けた行動正規化
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Activity Detection in Surveillance Videos Using Activity Alignment

Kiyohito SAWADA†, Takashi HOSONO††(Member), Yungqing SUN††,

Masaki KITAHARA††, Jun SHIMAMURA††(Member)

†National Police Academy, Police Information and Communication Research Center ,

††NTT Media Intelligence Laboratories

〈あらまし〉 監視カメラのような広域映像から行動を検出する場合，映像から行動の発生が予想される位置・時刻を
行動候補領域として推定した後に，各行動候補領域について行動の種別を分類するという枠組みが一般に採用される．
このとき，行動分類の難しさの一つとして，物体の移動方向，物体の位置関係の多様性による ‘見え’のパターン変化
への対応が挙げられる．本稿では，この問題に対処するため，行動候補領域中の物体の移動方向もしくは物体の位置
関係が一定になるよう，事前に行動候補領域を回転，反転する行動正規化を提案する．実験により，ActEV/VIRAT

データセットにおいて，ベースライン手法に行動正規化を組み込むことで行動分類精度が向上することを示す．

キーワード：行動検出, 監視カメラ映像, 行動候補領域, 行動正規化

<Summary> A framework for activity detection in surveillance videos generally involves activity proposal

generation and activity classification. An activity proposal is a spatial and temporal candidate region for

an arbitrary activity, and an activity classifier identifies the activity class for activity proposals. One of the

difficulties in activity classification is the increase in the number of appearance patterns due to the diversity

of the object moving directions and object-positional relationships. To solve this problem, we propose an

activity alignment method for rotating activity proposals so that the object-movement direction and object-

positional relationship are constant among all activity proposals before classification. The experimental

results indicate that activity detection accuracy improves by adding our method to a baseline method using

the ActEV/VIRAT dataset.

Keywords: activity detection, surveillance videos, activity proposal, activity alignment

1. は じ め に

監視カメラ映像からの行動検出は，監視業務や犯罪捜査の

効率化など，様々なアプリケーションへの活用が期待されて

いる．一般的な映像分類1),2)と異なり，行動検出の場合，行

動の種別だけでなく，行動が発生する位置と時刻を高精度に

推定することが求められる3)．

多くの行動検出の既存手法では，まず映像から行動の発生

が予想される位置と時刻を行動候補領域として切り出す．そ

の後，各行動候補領域について行動認識により行動種別の推

定を行うことで，行動の種別，時刻，位置を推定する4)～7)

．前段の行動候補領域推定については，物体検出や物体追跡

の進歩により，比較的高精度な推定が可能となっている．こ

のことは，行動認識の精度向上にも寄与しているが，依然と

して，一種類の行動クラスが持つ ‘見え’の多様性への対応が

課題として挙げられる．具体例として，図 1 (a)に監視カメ

ラ映像からの行動検出データセットである ActEV/VIRAT

データセット3),8)の，“vehicle turning right”クラスの画像

を示す．図 1 (a)において，上段にある時刻のフレーム画像

と下段にオプティカルフロー画像を示している．また，右下

図はオプティカルフローの動きベクトルと色の対応を示す．

一種類の行動クラスであっても，車の移動方向の多様性
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(a) 移動方向正規化前 (b) 移動方向正規化後

図 1 “vehicle turning right”の行動候補領域例
Fig. 1 Examples of “vehicle turning right” proposals

(a) 物体位置関係正規化前 (b) 物体位置関係正規化後

図 2 “loading”の行動候補領域例
Fig. 2 Examples of “loading” proposals

により行動の ‘見え’が大きく変化することがわかる．また，

図 2 (a)に “loading”クラスの画像例を示す．図中の赤枠は

人の位置，橙破線枠は車の位置を示しており，この行動では

車と人の位置関係の多様性により行動の ‘見え’が大きく変化

することがわかる．

一つのクラスが多様な ‘見え’を持つことは，一般に認識器

の性能を低下させる原因となる10),11)．これに対応するため

の手段として，学習データのデータ拡張が挙げられる．特に

深層学習を用いた手法において，データ拡張が精度向上に寄

与することが多く報告されている．しかしながら，実応用に

おいて，データ拡張を行った場合でも，‘見え’の多様性へ対

応するために十分な学習データが収集できない場合がある．

例えば，ActEV/VIRATデータセット3),8)における “vehicle

u-turn” は，12時間以上あるデータセット中で 21回しか発

生せず，映像の回転や反転によりデータ拡張をした場合にお

いても，十分な ‘見え’のパターンの収集は困難であると考え

られる．

本研究では，先に挙げた，物体の移動方向の多様性，物体

間の位置関係の多様性による行動の ‘見え’の変化を抑制する

ことで，行動認識の精度向上を目指す．監視カメラのような

鳥瞰視点に近い映像の場合、実空間上における物体の移動方

向および位置関係の変化は画像の回転および反転により大ま

かに表現できると考えられる．実際に，図 1 (b)と図 2 (b)

は，図 1 (a)と図 2 (a)に示す行動候補領域を回転および反

転させたものである．これらの図より，回転および反転前に

比べ，物体の移動方向や位置関係が行動候補領域間で揃って

いることがわかる．そこで我々は，行動分類前に行動候補領

域を回転および反転させることで物体の移動方向および位置

関係を揃える「行動正規化」を提案する．

行動正規化では，行動の性質に合わせて二種類の方法で正

規化を行う．一種類目は，物体移動方向正規化である．ここ

では，物体の移動量が多い行動候補領域を，オプティカルフ

ローに基づき算出された物体の移動方向が一定の向きになる

よう回転する．これは，移動量の多い行動は移動方向の多様

性により ‘見え’が変化しやすいためである．二種類目は，物

体位置関係正規化である．ここでは，複数物体のインタラク

ションが発生していると考えらえる行動候補領域を，物体検

出結果に基づき，基準物体を中心とした他の物体の位置が一

定になるように回転および反転する．これは，複数物体が関

係する行動は物体の位置関係の多様性により ‘見え’のパター

ンが変化しやすいためである．その他，移動量の少ない単一

の物体を含む行動候補領域には，正規化を施さない．

我々同様，画像をクラス分類前に変換することで，分類器

の精度向上を狙う手法が提案されている10)～12)が，それらは

静止画に対して幾何的な変換を施す手法であり，映像を入力

とする行動分類には対応していない．

実験では，ActEV/VIRATデータセット3),8)を用いて，一

般的な行動検出のフレームワーク9)に行動正規化を組み込む

ことで行動認識精度が向上することを示す．以降，2節で提

案する行動正規化について述べ，3節で提案法の有効性を確

認するために行った評価実験および考察について述べ，最後

に 4節で本論文をむすぶ．

2. 行動正規化

一般的な行動検出のフレームワーク9)に行動正規化を組み

込んだ場合の処理フローを図 3に示す．まず，物体検出によ
り各フレームについて対象物体の位置が推定され，物体追跡

に基づき行動候補領域が推定される．その後，各行動候補領

域について，正規化手法を決定し，物体の移動方向もしくは

位置関係が正規化される．最後に，正規化された各行動候補

領域について，行動認識を行い，後処理でこれらの結果を統

合することで，行動検出を行う．

以降，正規化手法の決定方法，物体移動方向の正規化，物

体位置関係の正規化について詳説する．

2.1 正規化手法の決定

正規化手法の決定は行動候補領域中の物体の移動量と行動

候補領域中の物体数に基づき行われる．

物体の移動量の計算を単に映像上で物体が移動した画素数

として算出した場合，カメラから遠い位置の物体の移動量が

不当に小さくなってしまう．一方，映像上で物体が移動した

範囲に対する物体サイズの比は，カメラからの距離によらず，

物体の移動量が大きい程小さくなると考えられる．そこで我々

は，物体の移動量Rを行動候補領域の各フレームに含まれる

物体領域の集合Pと各物体領域 p(物体検出結果)，映像上で

の移動範囲MP を用いて，式 (1)で定義する．

R =

min
p∈P

S(p)

MP
(1)

ここで，S(·)はある物体領域に含まれる画素数を算出する関
数である．また，MPは行動候補領域に含まれる全ての pの

位置を内包できる最小外接矩形の面積を表す．物体領域の代

表値として，行動候補領域中の最小の物体領域を用いている．
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入力

行動種別，

位置，時刻

物体検出

行動認識

行動候補

領域推定

後処理

物体位置関係正規化

物体移動方向正規化

正規化手法の決定

：移動方向

：人
：車

行動正規化

図 3 一般的な行動検出のフレームワーク9)に行動正規化を組み込んだ場合の処理フロー
Fig. 3 Processing flow when our activity normalization method is incorporated into a general activity detection

framework9)

物体移動方向

算出

物体移動方向

正規化

行動候補領域

オプティカルフロー

正規化後

行動候補領域

図 4 物体移動方向正規化の処理フロー
Fig. 4 Processing flow of object-movement-direction

normalization

これは，物体がカメラに近づくように移動した場合に，Rが

不当に大きくなることを防ぐためである．

上記，Rと行動候補領域中の物体数によって，正規化手法

を決定する．Rが事前に定められた閾値 th1を下回った行動

候補領域は，移動量が大きいと判定され，移動方向に基づき

正規化される．また，その他の行動候補領域について，領域

中に複数種類の物体が映りこむ場合は，物体位置関係に基づ

き正規化される．

2.2 物体移動方向正規化

物体移動方向正規化の処理フローを図 4に示す．物体移動
方向正規化では，オプティカルフローに基づき算出された物

体の移動方向が一定になるよう，行動候補領域を回転する．

物体の移動方向は，行動候補領域中の物体領域における支

配的なオプティカルフローの角度を求めることで算出される．

まず，物体領域 p中のある画素位置 rについて算出されたフ

ローベクトルの角度 θor を用いて式 (2)により移動方向ヒス

トグラム Ho(b)を算出する．

Ho(b) =
∑
p∈P

Hp
o(b)

S(p)
, b = 1, . . . , B, (2)

基準物体

方向算出

基準物体方向

正規化

物体位置関係

正規化

輝度勾配画像

行動候補領域 正規化後

行動候補領域:基準物体

図 5 物体位置関係正規化の処理フロー
Fig. 5 Processing flow of objects positional relationship

normalization

Hp
o(b) =

∑
r∈p

goQ(θor , b), b = 1, . . . , B, (3)

go =

{
1 if th2 < mo

r

0 otherwise.
(4)

ここで，Q(·, b)はある角度がビン bに属する場合に 1，それ

以外の場合に 0となる関数，B はヒストグラムのビン数 (実

験では 5度刻みに 72個)である．これにより，移動する背景

物体など，対象物体以外の影響により複数の移動方向に対す

る投票が大きくなった領域から算出されたヒストグラムを除

外する．さらに，goはノイズなどの影響で算出された小さな

動きを持つ画素を除外するための重みであり，動きベクトル

の L2ノルムmo
r がしきい値 th2 以下となった場合に 0とな

る．そして，移動方向ヒストグラムHf (b)が最頻値となる角

度が物体移動方向として算出され，それらが一定の角度 (実

験では 0度)となるように行動候補領域を回転する．

2.3 物体位置関係正規化

物体位置関係正規化の処理フローを図 5に示す．物体位置
関係正規化では，基準物体を中心とした他の物体の位置が一

定になるよう，行動候補領域を回転，反転す．このとき，基
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準物体には事前に定められた種別の物体 (実験では車)が選

択される．

まず，基準物体の角度を一定に揃えるために，基準物体の

角度を算出する．物体の形状が同様であれば，物体輪郭の支

配的な法線方向は物体間で同一となる (例えば，車の場合は，

おおむね直方体のため，床-屋根方向が支配的となる)と考え

られる．そこで我々は，基準物体の角度を物体輪郭の法線方

向の最頻値により求める．

具体的には，行動候補領域に含まれる基準物体領域の集合

P′ ⊂ Pについて，ソーベルフィルタにより物体輪郭の法線

ベクトルを算出する．このとき，ソーベルフィルタの応答値

の符号は物体と背景の明暗差に依存するため，映像によって

正負が逆転し，物体方向が映像毎に異なる恐れがある．そこ

で，縦方向フィルタ応答が負の値を持つ場合，縦方向と横方

向のフィルタ応答値の正負を共に反転させてから局座標変換

を施し，各画素における法線方向 θnr とその L2ノルムmn
r を

算出する．

その後，各基準物体領域 p′について，法線方向ヒストグラ

ム Hn(b)を Ho(b)と同様に次の式により算出する．

Hn(b) =
∑
p′∈P′

Hp′

n (b)

S(p′)
, b = 1, . . . , B, (5)

Hp′

n (b) =
∑
r∈p′

gnQ(θnr , b), b = 1, . . . , B, (6)

gn =

{
1 if th3 < mn

r

0 otherwise.
(7)

ここで，gn は，gf と同様にノイズなどにより発生するノル

ムが小さな法線の影響を抑制するための重みである．

そして，法線方向ヒストグラムが最頻値を物体方向として

算出し，それらが一定の角度 (実験では 90度)となるように

行動候補領域を回転する．次に，基準物体と他物体の左右の

位置関係位置関係が一定になるよう，行動候補領域を左右反

転させることで，位置関係を揃える．実験では，基準物体よ

りも他物体が左に位置した場合に行動候補領域を反転する．

3. 実 験

提案手法の有効性を確認するため，監視カメラ映像からの

行動検出精度の評価に広く用いられている ActEV/VIRAT

データセット3),8)を用いて評価実験を行う．まず，行動正規

化が行動認識の精度向上に寄与するかを確認するため，理想

的に行動候補領域が推定された場合における行動認識精度の

評価を行う．さらに，既存の処理フローに行動正規化を組み

込んだ場合の効果を確認する検証も行う．

3.1 実験条件

3.1.1 データセット

ActEV/VIRAT3),8)データセットのうち，ActEV20193)で

用いられたデータで評価を行った．データセットには，118

本の映像が含まれ，18種別 (後述の結果を参照)の行動が計

2466回発生した位置，時刻がアノテーションされている．本

実験では，64本を学習用，残りを評価用に用いた．

3.1.2 ベースライン手法

ベースライン (‘baseline’と表記)として，行動検出の一般

的な処理フローを踏襲している Sunらの手法9)を用いた．こ

の手法では，物体検出に Mask-RCNN13)，行動候補領域推

定にはDeep SORT14)，行動認識には I3D1)と convolutional

LSTM15)が用いられている．ここで，I3D1)には RGB映像

と TV-LI16)で算出されたオプティカルフローが入力される

ため，行動正規化は RGB映像オプティカルフロー映像双方

に適用した．

また，比較手法として，学習時に行動候補領域を 16方向

に回転および反転させ，学習データ数を 16倍に拡張した手

法 (‘baseline+DA’ と表記) も用いた．このとき，“vehicle

turning right” と “vehicle turning right” については，反

転時に見かけの行動種別が逆転するため，正解ラベルも逆転

させた．

3.1.3 実装上の設定

すべての手法の実装には PyTorchを用いた．行動正規化

のパラメータである各閾値は，実験的に th1 = 0.7，th2 =

th3 = 0.5とした．物体位置関係正規化における基準物体は

車とした．これは，複数物体のインタラクションを含む行動

のほとんどが人と車のインタラクションによるものであった

ためである．すべての手法において，行動分類器の学習は，

損失が十分に収束するまで (40エポック)行った．

3.2 評価 1：真値の行動候補領域を用いた評価

本評価では，正解データを用いて作成した行動候補領域に

より評価を行うことで，行動正規化の有効性を検証する．特

徴抽出と行動分類にはベースライン手法と同じアルゴリズム

を用いた．また，ベースライン手法に物体移動方向正規化の

みを加えた手法 (‘baseline+mov’と表記) とベースライン手

法に物体位置関係正規化のみを加えた手法 (‘baseline+pos’

と表記)とも比較し，2つの正規化方法それぞれの効果を検

証した．

表 1 に，各手法で行動候補領域を行動認識した際の平均
適合率を示す．物体移動方向正規化，物体位置関係正規化

それぞれを加えることで，精度が向上しており，各正規化の

有効性を確認できた．また，表 1の mAP(car activity)と

mAP(car-person activity) は，それぞれ車に関する行動に

おける mAPと車と人に関する行動の mAPを示している．

これらの結果を比べると，移動方向が大きい行動が多い車に

関する行動については，移動方向正規化の効果が大きく，複

数物体のインタラクションを含む行動が多い，人と車に関す

る行動では物体方向正規化の効果が大きいことから，各正規

化によって，移動方向の多様性と，物体位置関係の多様性を

それぞれ抑制できていると考えられる．
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表 1 真値に基づき生成された行動候補領域を用いた場合の行動分類適合率の比較 [%]
Table 1 Comparison of average precision when testing with ground truth activity proposals[%]

Method
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Baseline9) 68.2 60.9 45.8 25.1 43.7 24.3 11.6 30.7 36.2 35.8 38.4 95.0 67.2 70.7 93.3 77.4 4.3 0.3 58.3 30.7 46.1
Baseline+DA 62.2 57.4 48.3 38.1 42.9 29.2 10.0 35.8 42.0 38.0 51.9 90.4 41.2 66.7 93.9 78.4 3.5 0.5 56.0 36.0 46.1

Baseline+mov 81.8 73.2 66.5 30.5 41.8 22.6 13.6 34.7 35.8 34.3 43.2 93.7 52.6 75.7 90.4 78.6 4.0 0.4 73.8 32.1 48.5
Baseline+pos 69.4 66.3 57.7 28.3 50.1 29.3 16.8 37.9 35.8 42.2 35.3 92.8 51.5 80.9 92.0 80.7 3.8 0.4 64.4 34.5 48.4
Baseline+mov
+pos (ours) 76.0 74.5 62.6 26.8 45.7 19.5 14.8 38.5 46.5 26.1 42.8 83.7 61.0 82.0 92.5 78.6 7.0 2.4 71.1 32.6 48.9

表 2 行動検出の処理フロー全体での行動検出エラー率
(nAUDC)の比較

Table 2 Comparison of activity detection error rate
(nAUDC) with whole pipeline

Method nAUDC

Baseline9) 0.589
Baseline+mov+pos (ours) 0.572

また，‘baseline+DA’と比較しても，平均的に高精度となっ

ていることが確認できる．これは，単純なデータ拡張に比べ，

提案手法には，クラス内分散を小さくする効果があり，分類

器が解くべき問題をより本質的に簡易化できているためであ

ると考えられる．図 1 (b)，図 2 (b)に提案手法により正規

化された行動候補領域の例を示す．各図 (b)より，正規化前

(図 1 (a)，図 2 (a))と比べ，物体の移動方向および物体の

位置関係が一定になっていることがわかる．

一方，“Open trunk”や “Activity carrying”等，行動正

規化により認識精度が低下した行動も存在する．これは，車

が小さく映ったことでエッジ検出に基づく基準物体方向の算

出が正しくできなかったことや，人が一つの行動候補領域内

で様々方向に移動したことでオプティカルフローに基づく物

体移動方向の算出が正しくできなかったことが原因であると

考えられる．

3.3 評価 2：パイプライン全体での評価

提案手法をベースライン手法に組み込んだ場合における，監

視カメラ映像からの行動検出精度について評価を行った．評価

指標には，ActEV20193)で用いられた nAUDC(normalized

partial area under the detection error trade-off curve)を

用いた．nAUDCはある適合率における検出漏れ率を表す指

標であり，値が低いほど高精度，検出漏れが無い場合には 0

となる．評価結果を表 2に示す．表 2より，ベースライン手

法と比べ，提案手法が高精度であることがわかる．理想的な

行動候補領域を用いた場合 (表 1) と比べ，行動正規化の効

果が小さくなっている．これは，物体追跡の失敗などにより，

行動区間を正しく捉えていない行動候補領域が推定された場

合，支配的なオプティカルフローもしくは法線方向が移動方

向，物体方向になるという仮定が崩壊し，正規化に失敗した

ためであると考えられる．

4. ま と め

本稿では，監視カメラ映像からの行動検出において行動認

識精度を低下させる原因となる，移動方向の物体位置関係の

多様性による ‘見え’ の変化を抑制するための手法を提案し

た．移動方向と物体位置関係の変化は映像の回転で近似でき

ることに着目し，移動方向および物体位置関係が一定になる

よう，行動候補領域を回転および反転させる行動正規化を提

案した．監視カメラ映像からの行動認識データセットである

ActEV/VIRATデータセットを用いた実験では，行動正規

化により行動認識精度が向上することを確認できた．今後の

課題として，多数の人や物体がインタラクションするような

複雑な行動への対応や，行動区間が正確に捉えられていない

行動候補領域に対する頑健性の向上，他の行動検出に行動正

規化を組み込んだ場合の効果検証などが挙げられる．

参 考 文 献

1) J. Carreira, A. Zisserman: “Quo Vadis, Action Recognition? a

New Model and The Kinetics Dataset”, Proc. of IEEE Confer-

ence on Computer Vision and Pattern Recognition, pp.6299–

6308 (2017).

2) M. Danelljan, G. Bhat, F. Shahbaz Khan, M. Felsberg: “ECO:

Efficient Convolution Operators for Tracking”, Proc. of IEEE

Conference on Computer Vision and Pattern Recognition,

pp.6638–6646 (2017).

3) G. Awad, A. Butt, K. Curtis, Y. Lee, J. Fiscus, A. Godil, A.

Delgado, A.F. Smeaton, Y. Graham, W. Kraaij, G. Quénot, J.
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1. はじめに 

神奈川工科大学は，神奈川県の県央（厚木市）に位置する

私立の工科系大学である．昭和の高度成長期に技術者の育成

が急務とされる中，昭和 38年（1963 年）に神奈川県で初と

なる高専として開校された「幾徳工業高等専門学校」を母体

とし，本原稿を執筆時点（令和 3年）で創立 59年目となる．

その後，1975 年に前身となる幾徳工業大学が開学し，1988

年に現在の名称となった．筆者が所属する情報工学部は幾徳

工業大学の時代から既に設置されていた情報工学科が，時代

の要請に応える形で平成 15年（2003 年）に情報学部として

改組されたもので，現在では情報工学科，情報ネットワーク・

コミュニケーション学科，情報メディア学科の 3学科から構

成されている． 

2. 研究室概要 

2.1 研究への取り組み 

本稿で紹介する辻研究室には「数理画像情報学研究室」と

いう名称がついている．これは，図 1に示すように，画像処

理，Computer Graphics，Computer Vision，パターン認識等に

代表される画像データを扱う分野に幅広い関心を持つ研究室

であることを宣言するとともに，アルゴリズムの背景にある

「数理」を大切にしたいという筆者の想いが込められている．

とは言っても，現実と理想には，ずれが生じるのが世の常で

あり，研究テーマにおいても学生の興味と教員が目指す方向

性が必ずしも一致するとは限らない．当研究室では，学長が

掲げる「学生本意主義」を念頭に置き，学生の興味を中心に

十分な協議を行った上で研究テーマを決めることにしている．

その結果，画像とは無関係の研究テーマが毎年数件含まれる

ことになるが、それはそれで構わないと考えている．近年で

は深層学習などの新しい手法が導入され，扱うデータをテキ

スト，音声，画像のようにすみ分けることの意味が薄れてき

ているように感じるためである． 

以下で当研究室の活動内容を紹介する前に本研究室OBの 

 

 

図 1 研究分野 
 

 

 

図 2 辻研究室のロゴマーク 
 

名古屋真実さん（令和 2年度に修士課程を修了）が考案して

くれた研究室のロゴを図 2に紹介させていただく．同図左端

の図面は，畳み込み演算とその積和計算を表すΣ記号をデザ

インしたものと聞いている．今後は本研究室のシンボルマー

クとして，様々な研究発表の際に使用していくつもりである． 

2.2 学科内イベントへの取り組み 

情報工学科では，調査プロジェクトに参加する一部の学生

を除き，多くの学生が 4年次に卒業研究を実施する（本年度

の場合，当研究室では所属する学部生 7名全員が実施してい

る）．卒業研究を実施する 4年生（卒研生）は卒業論文の執筆

に加えて，ポスター形式の中間発表と最終発表会における口

頭発表を行うことが求められ，これが本学科における一大イ

ベントになっている．本年度の中間発表は前期授業が終了す

るタイミングに合わせて 7 月末に実施され，卒研生は自身の

卒研テーマの背景，目的，提案内容，及びその進捗状況を学

科の教員や学生に対してポスター形式で説明した（図 3）．こ

のイベントは，4年生にとって卒研を円滑に進めるうえでの 
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いわばペースメイカーになっており，研究室の本配属を間近

に控えた 3年生にとっても，自身が希望する研究室を最終的

に判断するためのよい機会となっている．当研究室では、こ

のようなイベントに備えて，同じ情報工学内の他の研究室と

合同で月に 1 回の合同発表会を行っている．情報工学科では，

このように連携を取りながら互いの研究を進める研究室も多

く，研究室間の交流は盛んである．本年度の卒業研究の締め

くくりとなる口頭発表会は 1 月下旬に予定されており，卒研

生は目下 12 月末の論文提出〆切に向けてプログラムの作成

や実験の実施に励んでいるところである． 

3. 研究内容 

3.1 これまでの研究内容 

当研究室では，様々な分野への応用を想定した画像処理の

研究を行ってきた．中でも，① ディジタル画像処理における

伝統的な雑音除去や画像修復技術，② 任意形状オブジェクト

の切り出し（セマンティックセグメンテーション），シームレ

ス合成，インペイント処理等に代表される高度な画像編集技

術，③ カメラ画像からのオブジェクト検出や異常検知等のパ

ターン認識技術，等を想定し，これらに適用可能な画像処理

アルゴリズムの検討を行ってきた．特に偏微分方程式（PDE: 

Partial Differential Equation）に基づき，画像を時間発展させて

得られる効果を利用したPDE-based methodと呼ばれる一連の

画像処理技術に注目してきた．例えば，オブジェクト境界の

ような強いエッジを保存しながら雑音を除去するエッジ保存

型の非線形フィルタを構築するために非等方拡散法を利用す

るとか，自然で途切れのないオブジェクト境界線を抽出する

ためにレベルセットに基づく動的輪郭法を利用する等が具体

的な適用例として挙げられる．しかしながら，前者にはバイ

ラテラルフィルタ，後者にはグラフカットなど，より簡便で

精度が高いアルゴリズムが普及したこともあり，これらの手

法は十分な有効性を示すことができていない．現在では

PDE-based method への注目は余り高くないように思われるが，

個人的には今後も引き続き注目していきたいと考えている． 

3.2 研究事例の紹介 

近年の深層学習の目覚ましい成果を受け，学生からニュー

ラルネットワークを用いた研究をしたいというリクエストを

受けることが多くなった．このため，ここ数年は「深層学習

を用いた画像処理の高度化」をテーマの柱に掲げて研究を進

めている．以下にその研究事例を 2つ紹介する． 

3.2.1 主要な被写体の自動検出に関する研究 1) 

観光地などで撮ったスナップ写真には，撮影対象となる主

要な被写体だけでなく，意図しない通行人などが同時に写り

込んでしまうことが多い．例えば，プライバシー保護の観点

から，意図せず写り込んでしまった人物にぼかしを入れる必

要が生じたとき，主要な被写体とそれ以外の人物を自動的に

選別できると便利である．本研究では，深層学習を用いてこ

れを実現する方法を提案している．図 4にその処理フローを

示す．Mask R-CNN (Region Based Convolutional Neural 

Networks) から得た人物の特徴マップとDenseDepthにより推

定した深度情報を入力情報として，人物の重要度を示すマッ

プを生成する FCN（Fully Convolutional Network）が導入され

ている．図 5に処理結果の一例を示す．図 5(a)はMask R-CNN

による人物領域の検出結果，図 5(b)は提案法により出力され

た重要度マップである．これらの重なり状況を分析すること

により，図 5(c)に示す最終的な主要被写体のマスク情報を得

ることができる．現時点において，概ね良好な結果を得てい

るが重要度マップの検出精度にさらなる改善の余地も残され

ている． 

 

図 3 中間発表会のポスター展示： 

今年度は COVID-19 感染防止の観点から，密を避ける 

形でこぢんまりと行われた． 
 

 

 

図 4 提案法の処理フロー 

 

 

 

 

(a) 人物抽出 (b) 重要度マップ (c) 主要人物 

図 5 主要な被写体の検出結果 1) 
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図 6 テクスチャ画像の模様を改変するタスク 図 7 提案法による画像生成結果 2), 3)
 

 

3.2.2 ユーザの意向を反映したテクスチャの再構

成に関する研究 2), 3) 

図 6に示すように，素材サンプルで入手したテクスチャ

画像を基にして，質感は維持しながら模様だけを改変した

新たなテクスチャ画像を作成したいとユーザが考えている

場面を想定しよう．このようなタスクを画像領域で実現す

ることは，画像編集ツールに十分習熟していないと困難で

ある．本研究ではこれを解決するため，pix2pixというGAN

（Generative Adversarial Networks）ベースの画像変換モデル

を用いてテクスチャ生成器を構築する方法を提案している．

提案法によるテクスチャ画像の生成結果を図 7に示す．提

案するテクスチャ生成器は，図 7に示すオリジナル素材の

情報（原画像と素材の模様を示すマスク画像）とユーザが

希望する改変後の模様を示すマスク画像を入力とし，理想

のテクスチャ画像（Ground Truth）を生成するように学習さ

れている．提案法により生成されたテクスチャ画像を見る

と，模様に関する情報はユーザが指定した通りにかなりう

まく復元できていることがわかる．しかしながら一方で，

画像から高周波成分が失われており，細かな質感を十分に

復元するまでには至らなかった．今後の課題として，質感

の復元に更なる改善が望まれる． 

3.3 今後の方向性 

最近の生成系深層学習モデルの進展は著しく，GAN ベー

スのGeneratorでは 1024×1024画素レベルの高精細な画像

を生成できるようになった．また，StyleGANのように明示

的に潜在空間を構成し，潜在空間上でセマンティックな画

像操作を行う事例も見られるようになった．これに対し，

実画像を潜在空間上にマップする Encoder を導入すること

によって高精細なオートエンコーダを構築すれば，潜在空

間上で様々な画像処理を展開できる可能性が広がると考え

られ，既に IDinvert, pSp (pixel2stle2pixel) 等の先行研究も存

在する．先に紹介したテクスチャ生成の事例についても，

潜在空間上でセマンティックな処理を導入することによっ

て，よりエレガントに解ける可能性があり，筆者はこの方

向に魅力を感じている．今後の動向に期待したい． 

4. おわりに 

本稿では，当研究室で取り組む研究テーマと最近の研究

活動について簡単な報告を行った．また，身近な画像処理

の問題解決に深層学習を適用した最近の研究事例を 2つ取

り上げて紹介した．CVPR 等のトップコンファレンスの論

文を眺めていると，最近の深層学習の研究が如何に目覚ま

しいスピードで進展しているかが見て取れる．このような

大変革の時代に最先端技術の一端を担えているのは，技術

者として大変に幸運なことである．今後も若い感性にあふ

れた学生たちと切磋琢磨しながら，日々の教育・研究活動

に努めたいと思う． 
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メタデータ関連の活動 

新 麗（正会員） 

株式会社 IIJ イノベーションインスティテュート 

 Metadata Related Activities 

  Ray ATARASHI (Member) 

  IIJ Innovation Institute Inc. 

1. はじめに 

メタデータは，データに関するデータ(data about data)と説

明されるが，それだけでは納得しにくい用語である．具体的

な例としては文書のタイトルやファイル形式が挙げられるも

のの，厳密に定義される技術用語でもなく，さまざまな分野

で場合に応じて使われている．一般的にはコンテンツやデー

タの検索や整理に活用されるメタデータであるが，これをコ

ンテンツを転送するネットワークに利用できないかと考えた

のが，筆者がメタデータに関わることになったきっかけで

あった．以来，コンテンツとネットワーク両方のメタデータ

を追いかけている． 

コンテンツのメタデータに関する標準化は，図書館におけ

る情報学や Web 技術の専門家から提案されてきた．各種デー

タ管理を行う医療や農業などの分野では早くから標準化が行

われている．また，Tim Berners-Lee が提唱した Semantic Web

の階層にメタデータ層が定義されたことでも注目されるよう

になった． 

一方，ネットワークの分野において，メタデータはプロト

コルに付属するものであり，利用する際に意識するものでは

ない．しかし利用者から見た場合にプロトコルの細かい知識

を必要とせずにネットワークを便利に使うには，なんらかの

抽象化が必要と考えられる．後述する画像電子学会の VMA

研究会メタデータ・ネットワーク応用 SG は，このような利

用者視点でのネットワーク運用管理を簡易化するためのコン

セプトを，大学・企業の枠を超えて議論するために設立され

た．研究会だけでなく定期的に議論を行なってきた結果が，

その後の国際標準化提案活動につながっている． 

本稿では，筆者が関わってきたコンテンツのメタデータに

関する活動と，メタデータ・ネットワーク応用 SG に関する

活動をいわば中間報告という形で紹介する． 

2. コンテンツメタデータ 

筆者が 1997 年に赴任した奈良先端科学技術大学院大学は，

1996 年に国内初の実用型電子図書館としてサービスを開始

していた．当時は電子書籍はまだ少なかったので，学内で書

籍や論文のスキャンと OCR での検索用テキスト化作業が行

われていた．電子図書館システムに保存されている電子書籍

や動画は学内のネットワークを通じてアクセスできるのだが，

検索や表示が遅いとよく言われていた．原因の一つは動画表

示のためにネットワーク帯域が不足することが考えられたが，

ネットワーク側でどんなコンテンツが流れているかを識別す

る技術はなかった．そこで注目したのがコンテンツのメタ

データである Dublin Core である． 

2.1 Dublin Core Metadata 

Dublin Core Metadata Element Set (DCMES) は，インター

ネット上の情報資源の発見を目的として提案され，15 の基本

的なメタデータ要素(title, create, date など)を定めている．

Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) 1)が管理しており，年に

1 回のワークショップを開催してメタデータに関するさまざ

まな議論や情報交換が行なわれている．1999 年に筆者が初め

て参加したときは，心得として「人の話をよく聞こう」と呼

びかけられ，実際に参加者同士が熱心に話をしていた．参加

者は米国・英国・オーストラリアなど英語圏が多かったが，

図書館関係だけではなく博物館や教育関係，政府関係者など

さまざまな分野から集まっていた．管理対象となるコンテン

ツの性質に応じて異なる意味を共通化するために，お互いに

事情を理解しつつ進めていたのだと思う．こちらの話も聞い

てくれるのだが，厳密なメタデータの定義の話になると英語

の細かいニュアンスがわからないため論点についていけず，

ただ聞いているだけだったのを覚えている． 

2.2 国際標準化 と JIS 

基本となる 15 のメタデータは 2003 年に ISO 15836 (ISO 

15836:2003，Information and documentation−The Dublin Core 

metadata element set) として国際標準化され，それを翻訳する

形で 2025 年に日本国内で JISX0836 (JISX0836:2005 ダブリン

コアメタデータ基本記述要素集合) として規格化された．筆

者は JIS 化にあたっての標準化委員として参加した．すでに

翻訳案はあったものの，かなり時間をかけて今度は Dublin 
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Core を日本語で精査する作業が行われた．特に国会図書館の

関係者は日本語のニュアンスに敏感で，議論とその収束の過

程はたいへん勉強になった． 

Dublin Core Metadata は，その後見直しと拡張が図られ，現

在は 55のプロパティから成る DCMI Metadata Terms 2)の使用

が推奨されている．Dublin Core Metadata は，Web 上のリソー

スを表す基本メタデータとして現在広く普及している． 

2.3 ディジタル化とメタデータ 

メタデータの大きな課題は，作成するための人材やその管

理にコストがかかるにも拘らず，劇的な効果がすぐには見え

ないことにある．そこで，最終的なアプリケーションやサー

ビスをユースケースとして見せる必要があった． 

図 1 は，2002 年頃に考古学遺跡発掘時の写真をディジタル

化して作成したデータベースの画面である．遺跡発掘時に撮

影した遺跡・遺物・遺構などの写真を考古学者からお預かり

してディジタル化した遺跡名称などの 40 以上のメタデータ

を付与しており，キーワードでの検索が可能である．撮影か

ら 20 年以上が経過したカラー写真は，だいぶ退色していた．

使用していた富士フイルム社は復元技術を持っており鮮やか

な写真も蘇ったのだが，退色した写真のほうが時間経過がわ

かり探しやすいという意見を受けて，検索時は退色写真を表

示するようになっている．単純にディジタル化するだけでは

使いやすいシステムにはならないことを学んだ一件であった． 

最近の活動としては，2016 年頃から立体音響のメタデータ

とオントロジを利用して，Web やその他のコンテンツに再 

 

図 1 考古遺跡写真データベース 

利用できるシステムの構築を手がけている．コンテンツ内の

データを視点に合わせて取り出し動的に表示する仕組みで，

バロック時代の曲のオーケストラ演奏と，JAZZ バンドの演

奏を録画し3D映像・音響再現するコンテンツの制作に関わっ

た．本ソフトウェア開発時は独自メタデータを定義したのだ

が，現在，3D 音響・映像関係は，国際標準化団体での標準化

が進んでいるようである．活用方法については引き続き検討

していく予定である． 

3. ネットワークメタデータ 

筆者が 2001年に入所した独立行政法人通信総合研究所(現: 

独立行政法人情報通信研究機構)，及び 2003 年に入社した現

職ではネットワーク関係の研究開発に携わり，メタデータの

ネットワーク応用を模索してきた．なお，ネットワークメタ

データというのはネットワークで使われる用語ではなく，メ

タデータ・ネットワーク応用 SG で使い始めた造語である． 

3.1 Metadata Framework 

インターネットの標準化団体である IETF で，トラフィッ

クをクラス分けすることで優先制御を実現する DiffServ が標

準化 3)されてから，インターネットのコアの運用には優先制

御が導入されるようになってきた．ただし，優先すべきトラ

フィックはルータなどのネットワーク機器で振り分けるため，

利用者の要求を伝えることは難しい．だからといって利用者

全員が優先制御を要求すると対応は困難である．そこで，同

様のアイデアをお持ちだった当時 NTT の方々とともに，送信

側の要求をメタデータを介してネットワーク側に伝達するモ

デルを検討し，ITU-T SG16 に提案した．途中で所属が変わり

最後まで標準化に関われなかったが，引き継いでいただき発

行されたのが，ITU-T F.750 : Metadata framework (02/2005) で

ある．残念ながらこの規格は当時あまり注目されなかったが，

送信側から優先度を指定するというモデルは，リアルタイム

会議システムで再び検討の対象となっている． 

3.2 メタデータ・ネットワーク応用 SG 設立 

 2002 年に横浜で開催された IETF で，ネットワーク機器の

遠隔操作プロトコルである XMLCONF が提案された．この方

式は，それまで Command Line Interface で設定していたネッ

トワーク機器に，XML で記述した設定情報を送ることにより

設定を完了するもので，その後 NETCONF4)という名称で実装

され普及が進んできている．ネットワーク関連情報の記述に

Semantic Web のメタデータ表記形式である RDF (Resource 

Description Framework) を利用する案が検討されたことも画

期的であった．結果的に RDF は採用されず独自言語 YANG5)

が規定されたが，言語は独自であっても記述されるのはメタ

データである． 

この動きをうけて，ネットワークとメタデータの連携によ

るネットワーク運用管理の簡易化・自動化への可能性を感じ

たメンバーにより，2007 年 7 月にVMA 研究会にメタデータ・
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ネットワーク応用 SG 設立の運びとなった．主査は大野邦夫

先生（ 現: (株)モナビ IT コンサルティング）が引き受けて下

さった． 

 メタデータ技術を利用したネットワーク管理のユースケー

スとして，利用者の要望に合わせてネットワーク機器設定を

行うネットワークコンシェルジュを提案したほか 6)，管理者

不在のホームネットワークにおける自動管理の運用モデルを

構築するなど，IEC TC100 にて引き続き標準化活動を行って

いる 8)． 

3.3 IEC 62608 Home network configuration  

ホームネットワークに接続される家電などの機器の自動

管理するためのモデルとしては 62608-1:2014 Multimedia 

home network configuration - Basic reference model, Part1 System 

model がある．これはメタデータ・ネットワーク応用 SG で

の議論が基になっており，IEC TC100 TA18 で標準化された．    

現在，ホームネットワークには PC やプリンタだけではな

く，家電やスマホ，エアコンなどさまざまな機器が接続され

るようになった．自動接続の機能や音声入力などのアプリ

ケーションが進化し，誰もが使いやすいようになってきてい

る．しかし，何か不調が起きたときに状況を把握したり解決

したりするのは難しいのが現状である． 

本規格は，機器管理に必要となる情報を収集して，ネット

ワークの状況を管理できる仕組みを作ることを目的としてい

る．図 2 のようにホームネットワーク内に管理エージェント

を置いて，利用者とホームネットワーク上の機器，およびネッ

トワーク機器の仲介を行うモデルとなっている． 

コロナ禍でホームネットワークからのリモート会議やク

ラウド利用が増え，接続できなかったり，品質が悪かったり，

という経験をされた方も多いと思う．62608-1 は 2014 年に制

定したが，当時とは状況が変わってきているため，改訂に向

けて活動を始めたところである． 

4. おわりに 

メタデータは近年，データサイエンスやデータ連携の分野 

DVD
Recorder

TV

Configurator

Home
Gateway

Configured
Agent

Configured Agent

Configuration
Information

Configuration
Request

Configurator
Server

図 2 ホームネットワーク管理のサービスモデル 

で，にわかに注目されるようになっている．また，ネットワー

クは接続性だけでなくサービスやアプリケーションの品質へ

の関心が高まってきた．メタデータは情報管理の技術であり，

ネットワークとの直接の連携が利用者に見えることはないが，

誰もが快適に使えるネットワークサービスの提供の一助に

なっていることを知って欲しい． 
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理事会だより 

第 318 回 新旧合同理事会 
１．⽇時：2021 年 6 ⽉ 25 ⽇（⾦）18：40−19：25 
２．場所：Zoom によるオンライン開催 
３．出席者：理事 33 名 
  総出席者：35 名 
  【会⻑】 ⽥中 【副会⻑】 吉⽥(旧)，⼟橋(旧)，児⽟，⽵島，齋藤，⽇和﨑 
  【編集】 関野(旧)，上倉，五⼗嵐，岸本 【企画】 ⾕⼝，深⾒(旧)，上条(旧)，北， 
      平⼭，藤澤，窪⽥，井ノ上 
  【財務】 ⽥村(旧)，⽥中，辻 【総務】 ⽵村(旧)，安藤，宮崎，寺崎 
  【技術専⾨】 ⼤⻄(旧)，盛岡，坂東，⻑⾕川，前川 【地⽅】 久保(旧)，横⼭ 
  【監事】  
  ＜事務局＞浮ケ⾕事務局⻑ 
 
４．議題・資料 
報告事項 担当 付番 ⾴ 
（１）総会の報告 ＜⽥中会⻑＞ 総会資料  
（２）⾃⼰紹介（退任・留任・新理事） ＜全員＞ 総会資料 19 
（３）今後の理事会スケジュール ＜⽥中会⻑＞   
（４）法⼈登記書類提出（住⺠票等）のお願い ＜事務局＞   
 
５．議事（司会：吉⽥副会⻑、議事録：総務理事 宮崎） 

 

第 319 回 理事会 
１．⽇時：2021 年 7 ⽉ 30 ⽇（⾦）18:30-20:00 
２．場所：Zoom によるオンライン開催 
３．出席者：理事 21 名 
  総出席者：27 名 

【会⻑】  ⽥中   【副会⻑】 児⽟，⽵島，齋藤，⽇和﨑 
  【編集】  上倉，五⼗嵐    【企画】  ⾕⼝，平⼭，北，藤澤，井ノ上 
  【財務】  ⽥中，辻   【総務】  安藤 
  【技術専⾨】盛岡，坂東，⻑⾕川，前川【地⽅】  甲斐，横⼭ 

【監事】  伊藤 
＜IEVC2021＞内⽥実⾏委員⻑、⾦⽥副実⾏委員⻑ 
＜オブザーバー＞松本元会⻑ ⼩野元会⻑ 
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＜事務局＞浮ケ⾕事務局⻑ 
 

４．議題・資料 
         担当    付番      ⾴ 
（１）前々回および前回議事録確認    ＜司会者 ⽵島副会⻑＞  319-001-1   7 
承認事項    担当    付番      ⾴ 
（２）議題１：2021 年度活動⽅針  ＜⽥中会⻑＞   319-002-1   9 
（３）議題２：2021 年活動⽬標とスケジュール 
     ＜⽥中会⻑＞   319-003-1  10 
（４）議題３：IEVC2021 準備状況  ＜内⽥実⾏委員⻑＞  319-004-1  11 
（５）議題４：第 49 回年次⼤会速報 ＜児⽟副会⻑＞   319-005-1  12 
（６）議題 5：第 49 回年次⼤会 研究奨励賞‐優秀研究賞‐年次⼤会貢献賞候補-理事会答  21 

並びに上記各賞の改定提案 ＜児⽟副会⻑＞   319-006-1  28 
（７）議題 6：次年度第 50 回記念年次⼤会開催構想、実⾏委員⻑決定 
     ＜⽥中会⻑＞   319-007-1  -  
（８）議題 7：AIS2021 実施報告  ＜盛岡技術専⾨理事＞  319-008-1  35 
報告事項 
（９）報告１：編集委員会報告  ＜児⽟副会⻑＞   319-009-1  41 
（10）報告２：企画委員会報告  ＜⾕⼝企画委員⻑＞  319-010-1  43 
（11）報告３：セミナー委員会報告 ＜平⼭セミナー委員⻑＞  319-011-1  48 
（12）報告 4：今年度理事会⽇程について ＜事務局＞   319-012-1  50 
 
５．議事（司会：⽵島副会⻑、議事録：安藤総務理事） 
 
第 320 回 理事会 
１．⽇時：2021 年 9 ⽉ 17 ⽇（⾦）18：30−19：10 
２．場所：Zoom によるオンライン開催 
３．出席者：理事 22 名 
  総出席者：27 名 
  【会⻑】 ⽥中 【副会⻑】 児⽟，齋藤 
  【編集】 上倉，五⼗嵐 【企画】 ⾕⼝，平⼭，北，藤澤，窪⽥，井ノ上 
  【財務】 ⽥中，辻 【総務】 安藤，宮崎，村松 
  【技術専⾨】 盛岡，坂東，⻑⾕川，前川 【地⽅】 甲斐，横⼭ 
  【監事】 伊藤 
  ＜IEVC2021＞内⽥，⾦⽥ 
  ＜オブザーバー＞⼩野元会⻑ 
  ＜事務局＞浮ケ⾕事務局⻑ 
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４．議題・資料 
 担当 付番 ⾴ 
（１）前回議事録確認 ＜司会者 児⽟副会⻑＞ 320-001-1 1 
承認事項 担当 付番 ⾴ 
（２）議題１：IEVC2021 実施報告（暫定） ＜内⽥実⾏委員⻑＞ 320-002-1 5 
（３）議題２：次年度第 50 回記念年次⼤会開催構想進捗報告 ＜⽥中会⻑＞ 資料なし − 
報告事項 担当 付番 ⾴ 
（４）報告１：編集委員会報告 ＜児⽟副会⻑＞ 320-003-1 8 
（５）報告２：企画委員会報告 ＜⾕⼝企画委員⻑＞ 320-004-1 12 
（６）報告３：セミナー委員会報告 ＜平⼭セミナー委員⻑＞ 320-005-1 17 
（７）報告４：新任理事・監事の登記申請状況報告 ＜事務局＞ 資料なし − 
（８）報告５：理事会開催年間予定 ＜事務局＞ 320-006-1 18 
 

５．議事（司会：児⽟副会⻑、議事録：総務理事 宮崎） 

633



　　　　　　　　　　          　2021年度画像電子学会研究会等予定

研究会等名 開催日 場所 テーマ 締切 記事

第297回研究会 10月27日(水）～28
日（木）

ハイブリッド開催（大阪工
業大学枚方キャンパス＋
副：オンライン）

画像一般 締切済 共催

第15回安全な暮らしのための
情報技術研究会

未定 未定 人の繋がりを支援す
る情報技術

見学会 未定 未定

第2回ドローンセミナー 未定 未定

第298回研究会-高臨場感ディ

スプレイフォーラム2021
11月29日（月） オンライン開催 共催

第16回視覚・聴覚支援システム
研究会

12月予定 未定 オンラインにおける視
聴覚障害者への情
報保障（仮）

第299回研究会 2月予定 松山大学+ハイブリッド開催予
定

画像一般

第300回研究会-映像表現・芸
術科学フォーラム

3月予定 未定 共催

第50回VMA研究会 年度内予定 未定

第51回VMA研究会/第17回 視
覚・聴覚支援システム研究
会

3月予定 専修大学　向ヶ丘遊園キャ
ンパス

VMAとVHISの近接
領域

第3回デジタルミュージアム・人
文学（DMH）研究会

3月予定 未定（関西）

第5回SDPセミナー 未定 未定

第3回建築と画像電子の共通
領域（AIM）研究懇談会

未定 未定

*研究会の場合，いずれも「画像一般」を含む　　　*空欄部は未定　　　*上記の予定は変更になる場合があります

　　　　　　問合わせ先 〒116-0002 東京都荒川区荒川3-35-4-101

TEL：03-5615-2893　FAX：03-5615-2894

E-mail：kikaku@iieej.org

http://www.iieej.org/

http://www.facebook.com/IIEEJ

一般社団法人 画像電子学会
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1/1 

高臨場感ディスプレイフォーラム 2021 
（画像電子学会第 298 回研究会） 

 
日 時 令和３年１１月２９日（月）１０：２５～１７：０５ 
 
場 所 オンライン 
参加費 1,000 円(予稿集代含む，電子データのみ) 
参加申込フォーム 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuco-q3tqBfjArNyKic7KC_xoto2Qist6MHEyAglV4QHY-Q
A/viewform 
＊資料は研究会開催日の 1 週間前からダウンロードできます。詳しくは参加申し込みいただいた

方にメールでお知らせいたします。 
 

共催/連催（手続中含む）： 映像情報メディア学会（映像表現&コンピュータグラフィックス研究委員

会,情報ディスプレイ研究委員会,立体映像技術研究委員会）, 画像電子学会（企画委員会）,日本バー

チャルリアリティ学会, 電気学会（電子デバイス技術委員会 第四期次世代インタラクティブディスプ

レイ協同研究委員会）, 電子情報通信学会（電子ディスプレイ研究専門委員会）（順不同） 
 
協賛（予定を含む）：映像情報メディア学会（メディア工学研究委員会）,ＳＩＤ日本支部,画像電子

学会（多次元画像研究委員会）,芸術科学会,３Ｄコンソーシアム,最先端表現技術利用推進協会（三次

元映像のフォーラム）,照明学会（固体光源分科会）,電子情報通信学会（画像工学研究専門委員会）,

日本映画テレビ技術協会,日本液晶学会,日本光学会（ホログラフィックディスプレイ研究会）,超臨場

感コミュニケーション産学官フォーラム（順不同） 

 

議 題 テーマ「～高臨場感映像を創る・高臨場感映像で魅せる～」 
10:25-10:30 
 

開会挨拶 
牧田孝嗣（キヤノン）

1． 
10:30-11:15 
 

日本初の 8K LED ドームディスプレイを用いたデジタルプラネタリウム 
古瀬弘康（コニカミノルタプラネタリウム株式会社）

2． 
11:15-12:00 
 

5G 時代における 16K 360 度 VR 映像ライブ配信システム 
中村洋平（株式会社 NTT ドコモ）

3． 
13:00-13:45 
 

CyberHuman Productions におけるバーチャル撮影事例 
山塚博翔（株式会社サイバーエージェント）

4． 
13:45-14:30 
 

Video Magnification のご紹介 
武田翔一郎（日本電信電話株式会社）

5． 
14:45-15:30 
 

VR・AR 技術を活用した空間共有コンテンツ視聴システム 
半田拓也（NHK 放送技術研究所）

6． 
15:30-16:15 
 

瞼内映像投影装置 
村本剛毅（東京大学）

7． 
16:15-17:00 
 

スポーツイベントにおけるドーム映像配信について 
小柴恵一（和歌山大学）

 
17:00-17:05 
 

閉会挨拶 
辻博史（NHK 放送技術研究所）

◎ 講演時間 1 件当り４５分（質疑応答１０分を含む） 
 
高臨場感ディスプレイフォーラム 2021 
    〔実行委員長〕牧田孝嗣（キヤノン） 
    〔プログラム委員長〕辻博史（NHK 放送技術研究所） 
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ビジュアルコンピューティング論文特集号 論文募集 

 

画像電子学会編集委員会 

 

ビジョンとグラフィックスの統合を目指したビジュアルコンピューティング研究委員会は1993年に発足し、

シンポジウムおよびワークショップを通して活発な活動を行ってきております。そこで本年度も、表記の論文

特集号を下記の要領により企画いたしました。採録論文は本学会論文賞，および，西田賞の対象にもなります

ので、奮って御応募下さい。 

 

 1. キーワード 

 グラフィックスの基礎（レンダリング，モデリング，形状モデル，シミュレーション） 

 グラフィックスシステム（入出力デバイス，GPU，Web／モバイルシステム） 

 グラフィックスの応用（マルチメディア，アニメーション，可視化，医療応用，地理情報処理） 

 デジタルファブリケーション（3D プリンタ，建築応用，デジタルエンジニアリング） 

 エンタテインメント（ゲーム，エージェント・人工知能応用，インタラクション応用) 

 VR 基礎・応用（複合／拡張現実，五感インタフェース，視覚心理・認知モデル） 

 画像処理（画像の表示・計測・認識等，ビジョンとグラフィックスの融合技術） 

 コンテンツ処理（形状・素材データの検索／編集，異種媒体での表示） 

これらに少しでも関連をもつ、より新しいまたより広い分野からの研究成果の投稿を期待しています。 

 

2. 論文の種類と取扱い 

    「論文」だけでなく、「ショートペーパー」も受け付けます。取り扱いは通常の論文投稿と 

   同一です。なお採録決定が特集号に間に合わなかった場合には、通常の投稿として扱います。 

 

3. 特集号発行     画像電子学会誌 2022 年 10 月号予定（電子版） 

 

4. 論文投稿締切日    2022 年 3 月 11 日(金) 必着 

 

5. 論文の投稿方法 

論文投稿システムよりご投稿ください。 

http://www.editorialmanager.com/iieej/ 
論文投稿にあたっては、下記の論文投稿の手引きをご一読ください。 
https://www.iieej.org/call-for-papers/guide-paper-submission/ 

 

６．問い合わせ先 

 

  画像電子学会事務局 

      〒116-0002 東京都荒川区荒川 3-35-6 ライオンズマンション三河島第二 101 号 

     TEL: 03-5615-2893  FAX: 03-615-2894 

      事務局 福島 hensyu@iieej.org 

         http://www.iieej.org/（電子投稿） 

 

  ゲスト編集委員長    金井 崇（東大） 

ゲスト編集幹事    五十嵐 悠紀（明大）  井尻 敬（芝浦工大）  佐藤 周平（富山大） 
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2023 年 1 月号 論文特集号 論文募集 

―データ連携・再利用を促進する画像電子関連技術－ 

画像電子学会 編集委員会 

我が国で，今年 9 月にデジタル社会形成の司令塔としてデジタル庁が発足したように，デジタル化社会に向

けてあらゆる社会課題に対するデジタルトランスフォーメーション（DX）が望まれている．このため，自然

言語や像の知覚情報に加え，人の振舞いや行動情報，意欲や感性等の内生的な情報も含めたアナログからデジ

タルへの情報化の動きが加速している．これに伴いスマートホーム，スマートシティ構想等，より広い観点で

の変革が提唱されている．事業者側では製品（モノ）から収集したデータを活用したサービスの展開，自動化

技術を活用した異業種との連携が期待され，ユーザにとってはシェアリングサービスの普及による，所有から

利用への意識変換の支援，更に，サービス手続きや購入を横断的に行えるワンストップサービスも望まれてい

る．これら実現のためには，情報のデジタル化・オープン化に加えて，デジタル化したら途中で人手作業やア

ナログ情報に戻さず一貫してデジタルで完結させる基盤技術が必要とされ、同一目的で別の利用条件への適用

または転用目的での再生成のどちらかに応じてデジタル情報を別のデジタル情報に再構築する処理技術や，情

報の持つ特性を如何に分かり易く表現するか等の情報連携・共有・再利用技術，並びにその関連技術の開発が

重要となっている．画像処理関連技術では，画像データ，画像に付随する属性データ，画像から他の情報への

変換・複合処理技術等が挙げられ，例えば，実際の商品を作らず，商品やパッケージの出来上がりをシミュレ

ートした呈示画像からオーダーに応じて商品を制作する支援技術により生産性が高まり，撮影と同時に AI 画

像解析を行い，様々な属性情報を予め付与するような情報生成処理によりデータの再利用価値が高まる． 
そこで本特集では，デジタル画像のデータ連携・共有・再利用を促進・支援する画像処理・生成技術，表現

技術，入出力技術，画像アプリケーション等に関し，「データ連携・再利用を促進する画像電子関連技術」を

特集テーマとし，論文，及びシステム論文を広く募集いたします．皆様からのご投稿をお待ちしております． 

1. 対象分野(キーワード) 

画像通信，セキュリティ，画像処理・認識，画像入出力，コンピュータグラフィックス，映像表現，ベクター，

AR，マスク処理，コンピュータビジョン，パターン認識，機械学習・深層学習，ビックデータ解析，特徴抽

出，Web 関連技術，属性推定，アノテーション，ユーザーインタフェース，ユーザーエクスペリエンス，画

像アプリケーション，画像システム，その他関連する画像基礎技術・応用技術 

2. 投稿論文種別（著者に学会員を含む等の条件は適用されます） 

フルペーパー，ショートペーパー，システム開発論文，実践論文 

3. 論文の取り扱い 

投稿様式，査読プロセスとも通常の投稿論文と同様です．採録決定が特集号に間に合わなかった場合には，

通常の投稿論文として取り扱います．英文での投稿も受け付けます． 

（IIEEJ Transactions on Image Electronics and Visual Computing への掲載となります）． 

4. 特集号発行 

画像電子学会誌(電子版) 2023 年 1 月号，英文論文誌 2022 年 12 月号 

5. 論文投稿締切日 

2022 年 7 月 29 日（金） 

6. 投稿方法および問い合わせ先 

画像電子学会 http://www.iieej.org/ 

〒116-0002 東京都荒川区荒川三丁目 35 番 4 ライオンズマンション三河島第二 101 号室 

TEL： 03-5615-2893， FAX： 03-5615-2894， E-mail：hensyu@iieej.org 
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2023 年 4 月号 論文特集号 論文募集 

―デジタルファブリケーションのための画像電子関連技術－ 

画像電子学会 編集委員会 

近年，デジタルデータをもとに創造物を制作するデジタルファブリケーションに関する研究が

活発に行われています．3 次元プリンタやレーザーカッター，3 次元スキャナ，CNC ミリングマ

シンなど，様々なファブリケーションツールが一般ユーザにとっても身近になり，個人レベルで

新しいものづくりが可能となってきました．また，素材に関しても，樹脂を用いた造形の外に金

属や木材も可能であり，電子回路の印刷をはじめとして，様々な素材を組み合わせるような使い

方も提案され，MEMS の開発や応用も期待されています．このように，デジタルファブリケー

ションは単なる製品のラピッドプロトタイピングとしてだけでなく，食品，衣服，建築，医療，

教育，エンターテイメントなど幅広い分野で取り入れられる技術となっています． 

本特集では，デジタルファブリケーションを実現するための基礎的研究に関する論文や応用し

た成果に関する論文，及びシステム開発論文や実践論文について広く募集いたします．皆様，是

非ご投稿のほど，よろしくお願い申し上げます． 

1. 対象分野(キーワード) 

コンピュータグラフィックス，画像処理，画像解析，画像認識，インタラクション，コンピュー

タビジョン，機械学習・深層学習，ユーザーインタフェース，VR，AR，MR，3D 関連技術，

画像システム，画像アプリケーション，画像基礎技術一般 

2. 投稿論文種別（著者に学会員を含む等の条件は適用されます） 

フルペーパー，ショートペーパー，システム開発論文，実践論文 

3. 論文の取り扱い 

投稿様式，査読プロセスとも通常の投稿論文と同様です．採録決定が特集号に間に合わなかっ

た場合には，通常の投稿論文として取り扱います．英文での投稿も受け付けます（IIEEJ 

Transactions on Image Electronics and Visual Computing への掲載となります）． 

4. 特集号発行 

画像電子学会誌（電子版） 2023 年 4 月号 

（英文：IIEEJ Transactions on Image Electronics and Visual Computing Vol.11, No.1  2023

年 6 月発行） 

5. 論文投稿締切日 

2022 年 10 月 31 日（月） 

6. 投稿方法および問い合わせ先 

画像電子学会 http://www.iieej.org/ 

〒116-0002 東京都荒川区荒川三丁目 35 番 4 ライオンズマンション三河島第二 101 号室 

TEL： 03-5615-2893， FAX： 03-5615-2894， E-mail：hensyu@iieej.org 
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2017 年 1 月 6 日改訂 

2018 年 7 月 6 日改訂 

2020 年 10 月 2 日改訂 

論文投稿の手引き 

1. 論文投稿 

(1) 投稿前 

・ 著者は「論文投稿の手引き」，「スタイルフォーマット」を学会ホームページの「学会誌」，「英文

論文誌」欄からダウンロードして，投稿論文の準備をする。 

・ 「スタイルフォーマット」は TeX 版，Word 版の 2 種類が準備されており，出版コストおよび出

版に至る労力削減のために，TeX 版の利用を推奨している。 

・ 原稿には以下の 5 種類がある。 

○ 論文：画像電子技術に関する独創的な研究成果，開発結果，検討結果を学術論文（フルペー

パー）としてまとめたもの。新しいアイディアの提案を目的とする通常論文であり，新規性，

有用性，信頼性，了解性に基づいて評価する。原則として刷り上がり 8 ページ以内とする。 

○ ショートペーパー：研究速報的な性格を持ち，部分的にある程度良好な結果，新しい知見が

得られたことを研究報告としてまとめたもの。原則として刷り上がり 4 ページ以内とする。 

（論文・システム開発論文のいずれとも組み合わせが可能とする） 

○ システム開発論文：通常論文の新規性，有用性とは別に，既存技術の組み合わせ，或いはそ

れ自身に新規性があり，開発結果が従来法より優れているか，或いは他システムへ応用可能

であり，新しい知見が示されているもの。原則として刷り上がり 8 ページ以内とする。 

○ 資料論文：試験，運用，製造などの新しい成果をまとめたもの。あるいは現場の新技術紹介

や提案などで，必ずしも独創的でなくてもよい。原則として刷り上がり 8 ページ以内とする。 

○ 実践論文：事例※やフィールドワークに関する発見，工夫，既存技術の新たな組み合わせ等

で，事例設計の客観性（相互主観性）を有し，個別の事例（フィールドワークも含む）から，

他の事例（より一般的な事例も含む）への発展可能性（一般法則化），利活用・応用可能性

などを示せるもの。原則として刷り上がり 6 ページ以内とする。 

※事例とは，画像関連技術の開発・利活用に関する，フィールドワーク，システム開発，シ

ステム導入，ソフトウェア実装，アプリケーション開発，表示・提示方法，入出力インタフ

ェース開発，試験・評価方法，サービス，データベース作成等の実例を示す。 

・ 原稿の投稿および掲載の条件として，論文，ショートペーパー，資料論文，実践論文のいずれも，

著者のうち必ず 1 名以上は本学会の正会員または学生会員であることを必要とする。 

・ 原稿の二重投稿を禁止する。論文，ショートペーパー，システム開発論文，資料論文，実践論文

のいずれも，その採録決定以前に投稿原稿と同一内容のものが，投稿原稿と同一の著者もしくは

少なくともその中の 1 名を含む著者によって他の公開出版物に掲載または投稿中の場合には，原

則として採録としない。公開出版物とは，内外の書籍，雑誌および官公庁，学校，会社等の機関

誌，紀要などをいう。ただし，本学会または他学会（国外の学会を含む）等の年次大会，研究会，

シンポジウム，コンファレンス，講演会などの予稿，特許公開公報，当学会編集委員会で認めた

ものなどについてはこの限りではない。また，本会誌にショートペーパーとして採録になったも

のについて，成果を追加し内容を充実させ，論文として再び投稿したものについては二重投稿と

みなさない。 

 

(2) 投稿 

・ 投稿原稿では，全ての著者情報を削除すること。ただし，参考文献はこの限りではない。 
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・ 著者は以下の論文投稿のページよりユーザ登録を行った上で，ログインして必要事項の記入と

「スタイルフォーマット」を使用し作成した論文原稿のアップロードを行う。論文原稿のファイ

ルは pdf 形式（TeX の dvi を変換したもの）または Word 形式とする。 「スタイルフォーマット」

を使用するため，原則として図表等は論文原稿内に組み込む。（査読の参考となる別のファイルを

同時にアップロードすることは可能） 

http://www。editorialmanager。com/iieej/ 

・ 投稿に関して質問がある場合には，学会事務局編集担当者に相談のこと。（連絡先：〒116-0002 東

京都荒川区荒川 3-35-4 ライオンズマンション三河島第二 101 号 TEL: 03-5615-2893 FAX: 03-

5615-2894 E-mail: hensyu@iieej。org 画像電子学会事務局編集担当 ） 

 

2. 論文査読と対応 

(1) 査読 

・ 論文原稿は該当専門分野に詳しい査読者によって審査され，「採録」，「条件付採録」または「返戻」

のいずれかに判定される。査読結果は，学会事務局より連絡著者宛にメールで通知される。 

なお， 終的な採録判定についてはショートペーパーを除き，いずれのカテゴリーの論文であっ

ても 2 名以上の査読者の採録を必要とする。 

・ 評価方法 

○ 通常論文は，次の基準で評価する。 

 新規性：投稿内容に著者の新規性があること。 

 有用性：投稿内容が学術や産業の発展に役立つものであること。 

 信頼性：投稿内容が読者から見て信用できるものであること。 

 了解性：投稿内容が明確に記述されており，読者が誤解なく理解できるものであること。 

 文献調査：投稿内容に関連する文献調査が行われており，必要な比較が行われていること。 

○ ショートペーパーは，通常論文の新規性，有用性とは別に，研究内容に速報性があり，斬新

性の尺度からある程度良好な結果，部分的にでも新しい知見が得られたことを評価する。 

○ システム開発論文は，通常論文の新規性，有用性の代わりに次の基準で評価する。 

 システム開発の新規性：既存技術の統合であっても，組み合わせの新しさ，システムの新し

さ，開発したシステムで得られた知見の新しさなどをシステムの新規性として認める。 

 システム開発の有用性：類似システムと比較し，総合的或いは部分的に優れていること。シ

ステムとして先駆的な新しい応用コンセプトが示されていること。組み合わせが実用化のた

めに合目的 適性を有すること。性能限界や実利用システムの性能事例が示されていること。 

○ 資料論文は，通常論文における新規性要件については，試験，運用，製造などの新しい成果，

現場の新技術紹介や提案など，必ずしも独創的でなくても優先性があれば新規性として認め

る。また，有用性要件については新しい成果が既存技術と比較し優れており，学術や産業の

発展に役立つものであればそれを評価する。 

○ 実践論文は，通常論文の新規性，有用性に代えて合目的性，独自性，適応性の基準で評価す

る。また，信頼性，了解性，及び文献調査においては，基本的に通常論文と共通の観点によ

り評価する。（なお，5 段階評価において通常論文の評価項目を流用する場合は通常論文の新

規性を「合目的性」に，有用性を「独自性」に，信頼性を「適応性及び信頼性の総合」に読

み替えて記入するものとする。） 

 合目的性：投稿内容に合目的性があること。 

 独自性：投稿内容に著者の独自性や拡張性があること。 

 適応性：投稿内容が先行事例より優れていること。また，当該事例の合目的性に対する要求
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条件及び適用範囲において，当該事例が同一条件下で先行事例と比べ，複数の視点で高い客

観性・相互主観性を有し，サービスの向上に貢献するものであること。 

これらの具体的な例を以下に示す。 

 合目的性：当該事例への提案内容の導入が一定の目的にかなった方法であることが示されて

いること。また，分析結果の適用範囲において高い合目的性を有すること。 

 独自性：当該事例において先駆的な独自応用コンセプトが示されていること。先行事例の組

み合わせであっても組み合わせの独自性，導入事例の適用範囲の独自性，事例構成の独自性，

他の事例（システム，サービス）への拡張性，現状の画像電子技術に係るサービスの有効性，

得られた知見の独自性などを事例の独自性として認める。 

 適応性：提案事例のもつ適応性を判断するために充分な導入分析結果及び考察が示されてい

ること。提案事例と先行事例との適応性に関する比較結果が，共通条件下で示されているこ

と。提案事例が先行事例と比較し，総合的或いは複数の部分で性能が優れていること，或い

は課題，合目的性に対する要求条件及び適用範囲において，より高い客観性・相互主観性を

有していること。 

 

(2) 査読結果受領後の対応 

・ 「採録」の場合，著者は 終原稿の準備（３．に記載）に進む。 

・ 「採録（参考意見有り）」の場合，著者は査読者からの参考意見を考慮して論文を修正し， 終原

稿の準備（３．に記載）に進む。 

・ 「条件付採録」の場合，著者は査読者から示された「採録の条件」に基づき，指定された期日ま

で（60 日以内）に論文を修正し，照会内容への対応を明記した回答書とともに再提出し，再度審

査を受ける。修正論文には，修正箇所がわかるように，色を付けるか，下線を引くなどすること。

また，回答書は必ず添付し，採録条件全てに対し，修正点，主張点，今後の課題などを丁寧に説

明すること。 

・ 「返戻」の場合，著者は以降のプロセスに進むことができない。査読者から示された「返戻の理

由」を吟味して論文内容を再検討し，あらためて投稿することができる。 

 

(3) 修正原稿査読 

・ 「条件付採録」で再提出する場合は，回答書・修正清書原稿・修正箇所マーク原稿の修正原稿一

式を投稿ページより再提出する。但し，「条件付採録」で指定された期日を過ぎて提出された場合

は，新規の初回投稿論文として取り扱われるので注意すること。 

・ 再提出された修正原稿は原則として同一の査読者によって再審査され，「採録（参考意見付記を含

む）」または｢返戻｣のいずれかに判定される。 

・ 以降の対応は（2）と同様である。 

 

3. 最終原稿提出から出版まで 

(1) 終原稿提出 

・ 「採録」通知受理後は，事務局から 終原稿作成に関するメールが送付されるので，著者はその

指⽰に従い 終原稿一式（電子データ）を準備し，指定の期日までに，事務局へ送付する。 

・ 終原稿一式とは，「スタイルフォーマット」を使用して作成した論文原稿のソースファイル（TeX

版または Word 版），その pdf ファイル，すべての図表の eps ファイル(bmp， jpg， png なども含

む)，著者紹介用写真（縦横比 3:2，胸より上，300dpi 以上の eps ファイル，或いは，jpg ファイル）

であり，これらを zip 等の圧縮ファイルに格納して提出する。 
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・ 終論文原稿には，著者名・組織名，著者紹介，必要により謝辞を記入する。（スタイルファイル

内のマクロのフラグを解除する） 

・ 採録が決定した著者は，当該論文の掲載料を支払わなければならない。なお，別刷りの購入は任

意。（別紙１「別刷価格表」参照） 

 

(2) ゲラ刷りの校正 

・ 論文掲載号の発行のおよそ１ヶ月前に論文原稿のゲラ刷り（ハードコピー）の確認が依頼される。

著者は指定の期日まで（約１週間）に校正を行い，修正した原稿をスキャンした pdf ファイルを

作成し，事務局へメールにて送付する。この際，「別刷り購入票」および「コピーライトフォーム」

を記入し，同様にスキャンした pdf ファイルをアップロードする。 

・ 本会誌に掲載されるすべての記事については，電子的形態による利用も含め，著作権は原則とし

て本会に帰属する。 

・ 「別刷申込書」および「コピーライトフォーム」は学会ホームページの「学会誌」欄からダウン

ロードする。（別紙２「別刷申込書」，別紙３「コピーライトフォーム」参照） 

 

(3) 出版 

・ 終校正された論文原稿は学会誌，或いは，英文論文誌（電子ファイル形態）としてオンライン

出版されるとともに，学会ホームページに掲載される。  

 

以上 
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論文賞候補論文推薦のお願い 

 
 
来年度は第20回の論文賞表彰を行いますので，下記の要領で授賞候補論文をご推薦頂きたく，お願いいたします． 

 

 

 

推薦対象と推薦数  学会誌第 49 巻 第 1 号（通巻 251 号）~ 第 50 巻 第 4 号（通巻 258 号）：2020 年 1 月~  

2021 年 10 月 英文論文誌（T-IEVC）第 8 巻 第 1 号 ~ 第 9 巻 第 2 号：2020 年 

6 月~ 2021 年 12 月 

   （招待論文，資料論文，ショートペーパーを含む）のなかから優れたもの 2 編以内 

 

推薦資格   本学会正会員，学生会員および名誉会員 

 

推薦方法   下欄の推薦用紙に記入の上，郵送，FAX くださるかまたは必要事項を記載の上 

E メールでお送りください．          

（FAX：03-5615-2894，E メール：hensyu@iieej.org ） 

 

締 切 日   2022 年 1 月 24 日（月） 

 

表彰規定等  論文賞表彰規定参照（次ページ） 

 

そ の 他   推薦された論文（招待論文，資料論文，ショートペーパーを含む）を基に選定して 

   第 51 回通常総会もしくは年次大会で行う予定です．表彰は賞牌． 

 

 

 

 

----------------------------------------------きりとり---------------------------------------------- 

 

 

論文賞候補論文推薦用紙 

 

 

  受付番号 

論文・資料題名 

 

  

著者名   

掲載番号 巻  号（通巻  号）* 巻  号（通巻  号）* 

推薦理由   

推薦者 氏名 会員番号 

 住所  

   *英文論文誌の場合，通巻番号のご記入は不要です。 
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論文賞表彰規定 

第１条（目的） 

論文賞は，本会定款第２章第５条による表彰で，本会発行の会誌および英文論文誌に発表された論文（招待論文，資料

論文，ショートペーパーを含む，以下同じ）のうち，とくに優秀なもの２編以内を最優秀論文賞として選び，その著者に贈呈

する。 

第２条（対象） 

表彰は隔年とし，原則として前々年および前年発行の会誌に掲載された論文を対象とする。 

第３条（選定） 

論文賞の選定は，別途定める「論文賞授賞候補選定手続規定」に従い，選定委員会で行われた評価結果に基づき，上位

の論文２編以内を最優秀論文授賞候補論文として，理事会で決定するものとする。 

ただし，第１条および本条前記の規定に拘らず，理事会が必要と認めた場合は，上記の定数を超えて選出し，決定するこ

とができる。なお，最優秀論文以外の論文の中から優秀論文を選出することができる。ただし，優秀論文の総数は第 2 条

における全表彰対象論文数の 5%を超えないものとし，最優秀論文賞が 2 編を超えた場合はそれに応じて減らすものとし，

2 編未満の場合はそれに応じて増やすことができる。 

第４条（表彰） 

最優秀論文賞は賞牌とし，優秀論文賞は表彰状とし，通常総会（隔年）で表彰する。著者が共著の場合には著者全員を

表彰し，また同一著者に重ねて授賞しても差し支えない。なお，表彰時点においても著者のうち少なくとも１名は会員（正

会員，学生会員および名誉会員）であることを条件とする。 

 

論文賞授賞候補選定手続規定 

１．選定委員会の編成 

  会長は，下記の構成により委員長，幹事，委員を委嘱し，選定委員会を発足させる。 

    委員長 編集委員長     

    副委員長 副編集委員長     

    幹 事 編集理事，企画理事，総務理事 

    委 員 編集委員，企画委員 

２．委員長は副委員長・幹事と協議し、会誌の発行状況により対象とする会誌の範囲，候補推薦および授賞候補選出の日

程を決める。 

３．候補推薦用紙の配布 

  学会事務局は候補推薦用紙を作成し，会誌とじ込みで会員に配布する。なお，推薦資格は正会員，学生会員および

名誉会員とし，推薦は２編以内，記名式とする。候補の推薦は会誌とじ込み用紙以外でも受け付ける。 

４．推薦論文一覧表の作成 

  幹事は候補推薦締切日以後ただちに推薦論文一覧表を作成し，委員長に報告する。選定委員会は，投稿時の査読

評価結果等，選定委員会で定める基準を満たす論文を推薦論文一覧表に加えることができる。 

５．授賞候補選定手続き 

  ａ．委員長は授賞候補選出のため，推薦論文一覧表を添えて選定委員会委員に締切日までの投票を依頼する。なお，

投票資格は委員長・副委員長・幹事・委員とし，投票編数は 2 編以内，記名式とする。得票数を評価得点とする。 

  ｂ．上記ａ．の規定に拘らず，委員長は選定委員会の承認を得て，選定委員会の構成委員の中から論文評価委員（10

名以上）を選定し，締切日までに評価点の提出を委嘱し，その評価得点を選定の基準とすることができる。 

６．授賞候補選出評価結果の集計 

  幹事は，授賞候補選出評価提出締切日以後ただちに評価得点を集計し，順位一覧表を作成して委員長に報告する。 

７．評価上位の資格審査 

  委員長は副委員長・幹事を招集し，評価順位一覧表の上位論文について授賞候補としての資格審査を行う。 

８．授賞候補の選定 

  委員長は選定委員会を開催し，授賞候補選出評価結果および上位論文の資格審査結果を報告し，最優秀論文

授賞候補２編以内を選定し，理事会に答申する。ただし，選定委員会が必要と認めた場合は，本定数を超えて候

補論文を選出し，理事会に答申することができる。また，必要に応じ最優秀論文候補論文以外の論文の中から規

定数以内の優秀論文候補論文を選出し，理事会に答申する。 
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西田賞候補論文推薦のお願い 

 
 
来年度は第 9 回西田賞の選考を行いますので，下記の要領で授賞候補論文をご推薦頂きたく，お願い致します． 

 

 

 

推薦対象と推薦数      学会誌第 49 巻 第 1 号（通巻 251 号）~ 第 50 巻 第 4 号（通巻 258 号）：2020 年 1 月~  

2021 年 10 月，英文論文誌（T-IEVC）第 8 巻 第 1 号 ~ 第 9 巻 第 2 号：2020 年 6 月~  

2021 年 12 月 

   （招待論文，資料論文，ショートペーパーを含む）のなかから優れたもの 2 編以内 

 

推薦資格   本学会正会員，学生会員および名誉会員 

 

推薦方法   下欄の推薦用紙に記入の上，郵送，FAX くださるかまたは必要事項を記載の上 

E メールでお送りください．          

（ FAX：03-5615-2894，E メール：hensyu@iieej.org ） 

 

締 切 日   2022 年 2 月 7 日（月） 

 

表彰規定等  西田賞表彰規定参照（次ページ） 

 

そ の 他   推薦された論文（招待論文，資料論文,ショートペーパーを含む）を基に西田賞選定 

委員会において選考を行い，第 51 回通常総会もしくは年次大会で行う予定です． 

表彰は賞牌． 

 

 

----------------------------------------------きりとり---------------------------------------------- 

 

 

西田賞候補論文推薦用紙 

 

 

  受付番号 

論文・資料題名 

 

  

著者名   

掲載番号 巻  号（通巻  号）* 巻  号（通巻  号）* 

推薦理由   

推薦者 氏名 会員番号 

 住所  

 *英文論文誌の場合，通巻番号のご記入は不要です。 
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西田賞表彰規定 
 

平成18年3月17日制定  平成19年11月2日改定 
第1条（目的） 
西田賞は，本会定款第2章第5条による表彰で，本会発行の会誌および英文論文誌に発表されたビジュア

ルコンピューティング関連の論文（招待論文，資料，ショートペーパーを含む，以下同じ）のうち，とく

に優秀なもの1編以内を選び，その第一著者に贈呈する。 
 
第2条（対象） 
表彰は隔年とし，原則として前々年および前年発行の会誌に掲載されたビジュアルコンピューティング関

連の論文を対象とする。 
 
第3条（選定） 
西田賞の選定は，別途定める「西田賞授賞候補選定手続規定」に従って，会員（正会員，学生会員および

名誉会員，以下同じ）推薦による推薦論文を対象に選定委員会で投票を行い，得票上位の論文1編以内を

授賞候補論文として選定し，理事会で決定するものとする。 
ただし，第1条および本条前記の規定に拘らず，理事会が必要と認めた場合は，上記の定数を超えて選出

し，決定することができる。 
 
第4条（表彰） 
西田賞は賞牌とし，通常総会（隔年）で表彰する。著者が共著の場合には第一著者を表彰する.なお，第一

著者は会員であること。 
 

西田賞授賞候補選定手続規定 
 

1. 選定委員会の編成 
   会長は，下記の構成により委員長，副委員長，幹事，委員を委嘱し，選定委員会を発足させる。 
   委員長   VC委員長 
   副委員長  VC副委員長 
   幹事    編集理事およびVC委員より2名 
   委員    編集理事およびVC委員より10名程度， 
2. 選定対象と日程 
委員長は幹事と協議し、会誌の発行状況により対象とする会誌の範囲，候補推薦および授賞候補選出 

  の日程を決める。 
3. 候補推薦用紙の作成 
幹事は候補推薦用紙を作成し，会員に提供する。なお，推薦資格は正会員，学生会員および名誉会員，

推薦は2編以内，記名式とする。 
4. 推薦論文一覧表の作成 
   幹事は候補推薦締切日以後ただちに推薦論文一覧表を作成し，委員長に報告する。 
5. 授賞候補選出投票用紙の配布 
   委員長は授賞候補選出のための投票用紙を作成し， 推薦論文一覧表とともに選定委員会委員に配布す 
   る。なお，投票資格は委員長，幹事および委員，投票は表彰予定編数以内，記名式とする。 
6. 授賞候補選出投票結果の集計 
   幹事は，授賞候補選出投票締切日以後ただちに投票結果を集計し，得票順位一覧表を作成して委員 
   長に報告する。 
7. 得票上位の資格審査 
   委員長は幹事を招集し，得票順位一覧表の得票上位について授賞候補としての資格審査を行う。 
8. 授賞候補の選定 
   委員長は選定委員会を開催し，授賞候補選出投票結果および得票上位の資格審査結果を報告し，授賞 
   候補1編以内を選定，理事会に報告する。ただし，選定委員会が必要と認めた場合は，本定数を超え 

て候補論文を選出し，理事会に報告することができる。 
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アレキサンダー・ベイン賞候補推薦募集 

 
2021 年 10 月 29 日 

       一般社団法人画像電子学会 
会 長 田中 清 

 
 本学会では，画像工学の学術の進展に対して卓越した業績のあった会員，または

産業界の発展に特別の功労がありその功績が顕著であった会員へのアレキサンダ

ー・ベイン賞推薦候補を募集します． 
 別紙の候補者推薦書にご記入の上，2022 年 2 月 18 日（金）必着で学会事務局ま

でにメール添付で送付ください（推薦書の電子ファイルは上記学会ホームページ

（http://www.iieej.org/）からダウンロードできます）． 

 
アレキサンダー・ベイン賞規程（抜粋） 

 
第１条 本会定款第４条に基づく画像工学に関する学術に関し卓越した業績のあっ

た者，または産業界や本学会関連事業に関し特別の功績があった者に対し，本規

程による表彰を行う． 
第７条 本賞は，10 年を超えて本学会会員である者を受賞対象とし，過去に本賞

を受賞していない者のうちから，原則として毎年若干名以内を選定し贈呈する． 
第８条 各年度に適切な該当者がいない場合は，該当者なしとする． 
第９条 本賞として，賞状および記念メダルを贈呈する． 

 
アレキサンダー・ベイン賞選定手続き規程（抜粋） 

第２章 選定委員会選定細則 
第５条 アレキサンダー・ベイン賞の一般推薦の推薦状フォーム並びに推薦締め切

り期日については期日前にフェロー会員に周知する． 
２．推薦状にはフェロー会員 2 名の推薦を必要とする． 
３．推薦状フォームは本規程別紙に掲げるものを使用する 

 
［贈呈式］ 
2022年の総会もしくは年次大会で行う予定です． 

 
上記，アレキサンダー・ベイン賞規程等の詳細は当学会ホームページ

（https://www.iieej.org/admission/arexande/）を参照してください． 
以上 
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別紙 

アレキサンダー・ベイン賞 候補者推薦書 

受賞候補者名 

 

氏名 

会員番号， 在籍年数 

所属， 住所， 

電話番号， 

メールアドレス 

受賞候補者経歴 学歴，職歴： 

 

 

 

 

本学会での活動歴： 

 

学術的業績，産業的貢献，社会的貢献： 

 

推薦理由（サイテーション） 

主たる功績（いずれか，または複数に○印） 

（１）学術的業績 （２）産業的貢献  （３）社会的貢献（４）学会活動 

推薦理由 

 

 

 

 

受賞候補者の推薦者 

氏名（フェロー認定

年） 

（１）              (      ) 

（２）              (      ) 
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            画像電子技術賞候補の推薦のお願い  
                                                                                        
 画像電子学会では，画像電子に関する極めて優れた製品，システム，デバイスを開発した個人またはグル

ープを毎年若干件選出して画像電子技術賞として表彰します．つきましては，本技術賞に相応しいと思われ

る候補（個人もしくはグループ）を下記要領に従って，推薦下さるようお願い致します．なお，選定は画像

電子技術賞選定委員会で行います． 

                                     記 

 

   ・推薦者の資格：本学会正会員であること（一人１件に限る）． 

   ・候補者の資格：表彰時において，本学会会員であること． 

   ・推 薦 方 法 ：次頁の推薦用紙またはこれをコピーしたものに， 

        （１）推薦する個人もしくはグループ全員の氏名，所属（連絡先） 

        （２）推薦する製品名，システム名，デバイス名 

        （３）推薦理由 

       （４）推薦者の氏名，所属，住所，電話／ＦＡＸ番号，e-mail 

           を記入の上，学会あてＦＡＸ，郵便またはe-mailでお送り下さい． 

              尚，推薦理由を裏付ける資料があれば，その案内（論文の場合であれば， 

        題目，発表機関，ＶＯＬ．ＮＯなど）を推薦理由欄に付記して下さい． 

 

  ・推薦の締切：2022年2月18日 (金） 

  ・送 付 先：〒116-0002 東京都荒川区荒川三丁目35番4 ライオンズマンション三河島第二 101号 

                  画像電子学会〈TEL〉03-5615-2893〈FAX〉03-5615-2894〈E-mail〉hyoujun@iieej.org

  ・表彰内容：楯及び表彰状を贈呈します． 

  ・表彰方法：通常総会の席で表彰するとともに，学会誌に解説を掲載します． 

   ・技術展示：受賞技術は，2022年の年次大会にて技術展示をお願いします。 

         

  ・画像電子技術賞授賞リスト（最近の例） 

 受賞年度  受賞技術名もしくは製品・システム名              ＜受賞者所属先＞ 

2020年：非エピポーラ光伝搬の計測と解析に基づく皮下血管のリアルタイムイメージング 

＜久保尋之（東海大学）他＞ 
2019年：非接触式血中酸素飽和度測定装置          ＜長尾嘉満（早稲田大学）＞ 

2018年：羽虫の群れの動き生成システム                     ＜北海道大学大学院情報科学研究科＞

（2件） 展示会見学体験向上を目的とするユニバーサルオブジェクト認識技術を用いたMICEアプリの

提供                                         ＜NTTサービスエボリューション研究所＞

2017年：アクティブ照明と多視点カメラ入力による実時間インテグラル立体表示 

 （2件）                    ＜名古屋大学大学院工学研究科/日本放送協会＞

    視覚の知覚メカニズムを活用した視点移動対応裸眼3D映像スクリーン技術 

＜日本電信電話株式会社/東北大学＞

2016年：24時間連続稼動全天球ライブストリーミングカメラ RICOH R Development Kit 

＜㈱リコー 技術経営センター＞

2015年：メガネなしテーブル型3Dディスプレイ技術 fVisiOn  ＜ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ研究所/NICT＞ 

2014年；ﾃﾞｼﾞﾀﾙｻｲﾈｰｼﾞ広告効果測定のための群衆画像解析技術 ＜NTTﾒﾃﾞｨｱｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝｽ研究所・他＞ 

2013年；映像同期型AR技術 Visual SyncAR       ＜NTTメディアインテリジェンス研究所＞ 

 

                   画像電子技術賞表彰規定      2015年9月4日改訂 

   第1条（目的） 

    画像電子技術賞は，画像電子に関する極めて顕著な新しい技術，製品，システム 

   を開発した個人またはグル－プを毎年若干件選出して表彰するものである． 

   第2条（選定） 

    画像電子技術賞は，別途定める「画像電子技術賞候補選定手続規定」に従って 

    候補を選出し，理事会で決定するものとする．但し，過去に受賞した個人または 

    グル－プは候補から除く． 

   第3条（表彰） 

 画像電子技術賞は，楯および表彰状とし，毎年通常総会で表彰するとともに， 

   学会誌上で紹介する．なお，年次大会にて技術展示を依頼する． 

649



 画像電子技術賞候補推薦用紙 
                                                                                 

＜技術・製品または，システム名＞ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

＜受賞候補者＞（複数の場合は全員ご記入ください） 

  氏 名       所 属  TEL／FAX／ 

     e-mail 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

＜推薦者＞ 

氏名： 

所属： 

TEL： 

FAX： 
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以下の各項目にご記入ください。   

・画像電子分野との関連性     

  

  

  

  

  

  

・新規性     

  

  

  

  

  

  

・有効性     

  

  

  

  

  

  

・販売，採用などの実績     

  

  

  

  

  

  

・参考となる資料     

  

  

  

  

  

  

※必要に応じてページを増やしてください。 
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2021年度フェロー候補推薦募集 

2021年10月29日 

          一般社団法人画像学会 

会 長 田中 清 

      

 

 

本学会では，学術上の業績，学会活動の活性化，教育・社会活動への取り組み，標準化活動な

どにおいて，特に貢献のあった会員に対しフェローの称号を授与する制度を設けています．フェ

ロー称号認定につきましては以下の通り実施致しますので，フェロー候補の推薦をお願いしま

す．なお，本情報は学会ホームページからも参照できます． 

［推薦募集要領］ 

別紙のフェロー候補推薦書にご記入の上，2022年2月18日（金）必着で学会事務局までにメー

ル添付で送付ください（推薦書の電子ファイルは学会ホームページからダウンロードできま

す）．選定委員会で審査の上，理事会で決定されます． 

 なお，条件，資格等はフェロー制度規程[pdf] 学会ホームページに記載されていますので参照

して下さい．また，候補者１名に対し推薦者は 2名必要ですが，その内少なくとも一人は候補者

と同一の機関に属されない方といたします． 

［称号授与］ 

フェロー称号授与式は2022年の総会もしくは年次大会で行う予定です． 

以上 
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画像電子学会フェロー候補推薦書 

フェロー候補

者 

 

氏名 

会員番号， 在籍年数 

所属， 住所， 

電話番号， 

メールアドレス 

候補者略歴 学歴，職歴： 

 

 

 

 

本学会での活動歴： 

 

業績；（特に，本学会分野での業績） 

 

 

 

 

功績内容（サイテーション）（２２文字以内） 

 

主たる功績（いずれか，または複数に○印） 

（１）工学的・科学的先駆者 （２）学会活動推進者 （３）技術開発指導者 （４）教

育者  

（５）標準化・社会活動 

推薦理由 

 

 

 

 

 

 

 

フェロー候補の推薦者 

氏名（会員番号） 

（１）              (      )㊞ 

（２）              (      )㊞ 

（注） 記入スペースが不足する場合はそのまま行数を増やして書いてください．複数ページでも結構です． 
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代議員候補推薦のお願い 
           

                        一般社団法人 画像電子学会  
                        代議員選挙管理委員長  

 
画像電子学会では，2022年度の代議員改選を行います． 
下記の要領で代議員のご推薦をお願いします． 
 

1)代議員とは 
毎年１回6月に開催される総会に出席し，予算，決算，役員，事業計画など学会の重要事

項につき審議する役割の人です．以前の総会には正会員なら誰でも出席し審議に参加出来

たのですが，代議員制では正会員及び名誉会員を代表する形で代議員が総会に出席するこ

とになります． 
総会は，学会の最高議決機関ですのでそれに正会員及び名誉会員を代表して出席する重

要な役割を担うことになります． 
2)代議員の人数と任期は 
  30人ぐらいで，任期は2年で（2022年選出の方は，2022.6.総会日～2024.6.総会前日）， 
 2期程度とします． 
3)選出する方法は 

立候補及び学会の正会員，名誉会員などからの推薦により候補を定め，正会員，名誉会員

の選挙によって選出します． 
4)どのような人が代議員になれるのか 

代議員は正会員，名誉会員から選出されます．但し役員（理事，監事）に就いている人は

代議員になれません． 
5）推薦決定及び選挙方法は 
 ご推薦頂いた方を代議員選挙管理委員会にて資格審査し信任方法で選挙を行います． 
  
学会の発展のためにお尽力頂ける意欲的な方をご推薦下さい． 
勿論自薦でもかまいません．よろしくお願いします． 
 
・推薦及び送付方法：添付の推薦書に必要事項を記入しメール又はFAXで 
 事務局 浮ヶ谷宛にお送り下さい． 
・送り先：FAX；03-5615-2894 E-mail；hyoujun@iieej.org 
・締め切り日：2022.2.18(金) 
・推薦の場合は，被推薦者の了解を得ておいてください．（非会員の場合は推薦後正会員に

入会頂きます） 
                                                                                    
    

  
 氏 名  
  
所属・役職  
  
 住所  
  
TEL・FAX  
  
 e-mail  
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名誉会員      18 名 

正会員       521 名 

学生会員     53 名 

賛助会員     22 社 33 口 

特殊会員     32 件  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

令和 3 年 10 月号をお届けします．本号ではビジュアルコ

ンピューティング特集号として 6 件の論文を掲載しています．

本特集は，コンピュータビジョン（CV）・コンピュータグラ

フィックス（CG）及び関連の画像処理に関する幅広い分野を

対象として，1995 年から毎年実施されており，今年は 27 回

目にあたります．今回は投稿件数が 9 件と例年より少なかっ

たものの，掲載された論文数は 6 本となり，質の高い論文が

集まったのではないかと思います．採録された論文には，直

感的に希望の物件を検索するために感性言語を用いてリビン

グルームの画像検索を行う手法や，裸眼立体映像生成のため

に単眼性の錯視表現であるアナモルフォーシスを先鋭化させ

る手法，弾性体シミュレーションにおける計算量削減手法な

ど，幅広いものが集まっています． また特集以外の論文も 4

件掲載しています． 

論文以外では新副会長の齋藤豪先生による随想，ゴルフを

取り上げた児玉副会長によるコーヒーブレーク，神奈川工科

大 辻裕之研究室のグループ紹介，メタデータに関する活動を

振り返っていただいた新様のスキャニングなど様々な読み物

が掲載されています．  

本学会の国際コンファランスである第 7 回 IIEEJ 

International Conference on Image Electronics and Visual 

Computing (IEVC2021)が 9 月 8 日～11 日に開催されました．

当初は北海道知床でのオンサイト開催と，Zoom 接続による

オンライン開催の併用の予定であったものの，COVID-19 の

緊急事態宣言が会期を含む形で延長されたため，最終的には

まさに断腸の思いでオンライン形式のみでの開催を決断しま

した．オンラインでの学会開催といってもその形態は多様に

なってきており，IEVC でもオーラルセッション発表および

招待講演では Zoom，ポスター発表では TeleAgora(東京工科大

戀津先生開発)，実行委員会からのアナウンスや参加者間のコ

ミュニケーションツールとしては Discord，さらに表彰式やバ

ンケットでは Gather.town など，発表・参加形態に合わせた

様々なツールを使いました．また，バンケットでは参加者の

自宅に共通の食事を届けてもらえるオンライン懇親会用ケー

タリングを依頼し，皆で同じものを味わいつつ，gather で立

ち話という形での交流を行い，参加者からは初めてのオンラ

インバンケットを楽しめたという声が多く聞こえてきました．

このサービスでは参加者がそれぞれケータリング会社の提供

するフォームに食事の送り先を入力すればよく，運営側とし

ては参加者の当日の居場所を問い合わせなくて済むという利

点もあったようです．なお，会議の報告記事は，次号（和文

誌 Vol.51 No.1）掲載の予定です．楽しみにお待ち下さい． 

さて，IEVC が幕を下ろした途端，新型コロナウイルスが

急速に勢いを失ってきたのは，皮肉とはいえうれしいニュー

スです．第 6 波への警戒を保持しつつ，冷え切った経済の復

活が進むことを期待いたしましょう． 

（ゲスト編集幹事 五十嵐悠紀） 
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