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新年挨拶  ― 科学技術立国となるために ― 

                                 児玉 明（編集委員長，広島大学） 

                 To become a Nation Based on Science and Technology 

Mei KODAMA (Editor in chief, Hiroshima University) 

新年明けましておめでとうございます．令和 4年 1月号（年次大会 2021論文特集号）の発行にあたり，恒例の編集

長としてのご挨拶をお届けします．はじめに，未だ感染が収まらない新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりに成

られた方々に謹んでお悔み申し上げますとともに，罹患された方々にお見舞い申し上げます．また，感染拡大防止にご

尽力されている医療関係者をはじめとする関係する方々に厚くお礼申し上げます． 

さて，随分昔より日本は「科学技術立国」を掲げており，昨年 10月の岸田首相の所信表明演説においても，この言

葉が用いられていた．しかし，この間，「科学技術立国」という言葉は社会の変化に伴い，法律に基づき 5年おきに基本

計画が整備されており，時を経て示唆する意味が変わってきていることをご存知であろうか．若輩者が語るのはおこが

ましいが，このような変遷には，社会情勢の変化や技術開発の進展と密接な関係があり，その時代背景を振り返りなが

ら，若手研究者に参考になることを願って，今後の未来について考察してみたいと思う． 

ご承知のように，平成 7年に科学技術政策の基本的な枠組みを定めた「科学技術基本法」が施行された．第 1期の科

学技術基本計画の策定は平成 8年度に遡る．それから 25年を経て，令和 2年，近年の科学技術・イノベーションの急速

な進展により，人間や社会の在り方と科学技術・イノベーションとの関係が密接不可分となっていることを踏まえ，「人

文科学のみに係る科学技術」及び「イノベーションの創出」を「科学技術基本法」の振興の対象に加えるとともに，科

学技術・イノベーション創出の振興方針として，「科学技術・イノベーション基本法」へと改正された．第 1期では，投

資確保を重視し，第 2,3期では重点推進分野にライフサイエンス，情報通信，環境，ナノテクノロジー・材料を，推進 4

分野にエネルギー，ものづくり技術，社会基盤，フロンティアを定めて研究開発推進を図り，第 4期ではイノベーショ

ン政策を重視してきた．また，平成 28年の第 5期科学技術基本計画では，“ICTの進化等により，社会・経済の構造が

日々大きく変化する「大変革時代」が到来し，国内外の課題が増大，複雑化する中で科学技術イノベーション推進の必

要性が増していると認識”し，(1)未来の産業創造と社会変革，(2)経済・社会的な課題への対応，(3)基盤的な力の強化，

(4)人材，知，資金の好循環システムの構築 の 4本の柱を掲げている．(1)に注目すると，“自ら大きな変化を起こし，大

変革時代を先導していくため，非連続なイノベーションを生み出す研究開発を強化し，新しい価値やサービスが次々と

創出される「超スマート社会」を世界に先駆けて実現するための一連の取組を更に深化させつつ「Society 5.0」として強

力に推進する”とある．更に，令和 3年 3月閣議決定の「第 6期科学技術・イノベーション基本計画」（以下，第 6期基

本計画）では，第 5期に掲げた Society 5.0を現実のものとすることを再提示しており，三方よしの社会通念や分かち合

いの共感性等を踏まえ，科学研究や技術力と社会データの存在と結びつけ，我が国の未来社会像（持続可能性と強靱性

を備え，国民の安全と安心を確保するとともに，一人ひとりが多様な幸せを実現できる社会）の実現としているところ

が興味深い．なお Society 5.0は，狩猟社会，農耕社会，工業社会，情報社会に続く新たな社会を意味する． 

この間の画像電子分野での印象的な出来事として，90年代では，Microsoft Windows 95 OSを搭載したパソコンが急

速に家庭へ普及したこと，PHS，SMS 機能付き携帯電話，カメラ付き携帯電話の発売，インターネットの普及と Web

ブラウザによる情報検索の日常生活への浸透，半導体技術の進展によるメモリ量の増大や CPU性能の向上等は記憶に新

しく，所謂，パーソナルユースの時代が始まったといえる．また，MPEG-2 標準に関連して，家庭内の映像記録・再生

やレンタルビデオがVTRからDVDへと移り，2000年代に入ると，第 3世代移動通信システムが商用化され，デジタル

カメラ，MPEG-2/H.262やMPEG-4 AVC/H.264に準拠した BS/CS/地上波デジタル放送が開始され，大画面・高詳細 TV

や Blu-rayの発売，SNS・メッセージングアプリの普及，スマホ，iPad等のタブレット端末，生体情報履歴・解析可能な

ウェアラブル端末等の登場，更に高速な LTE/5G 等の移動通信システムが商用化され，モバイルデバイスの高機能化が

急速に進んできた．近年では，音楽・映像視聴，ゲーム等でのサブスクリプション型ビジネスモデルの普及，MPEG-H 

HEVC/H.265に準拠した 4K/8K放送の開始等，10年前，20年前と比較すると身近な電子機器がネットワーク接続され，

高速・高品質対応と多用途機器使用が日常化しており，生活形態そのものが一変した（食事よりもスマホ優先，スマホ

がないと日常生活が立ち行かない等）とともに，産業構造・経済社会構造も大きく変化した． 

話を戻すと，第 6期基本計画のキーワードは，紛れもなく Society 5.0の実現である．しかし，まだ十分にこの用語が
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周知されたとまでは言えない．これに限らず，もしも国が今後も重要政策に関して専らマスメディアの報道に依存した

広報手段を続けていくのであれば国民への周知不足によりその努力は水泡に帰するであろう．SNS・映像配信・Web 配

信活用の重要性の増大を鑑み，行政や地方自治体からの直接広報・情報発信にもっと力を注ぐべきである．私は時代を

先行する言葉自体にはあまり興味がない．例えば，1次～3次産業革命まではピンとくるが，4次，5次となると具体的

に何を示すのか迷う人がいるであろうし，電子機器に付けられた世代番号は時間経過とともに正しく認識することは難

しくなるであろう．しかし，「Society 5.0」が真に国の重要な政策であることを国民に訴え，国民の協力を望むのであれ

ば，その時代を示す象徴的な言葉（そのままなのか別の覚えやすい言葉になるかは厭わない）として人々の記憶に残る

ことが必要である．未来社会像といえば，幼少期に未来社会の想像図を載せた図鑑を何度も繰り返し読んだことや，手

塚治漫画に登場する未来技術の実現，機動戦士ガンダムの中の宇宙未来都市の到来を信じていたことを思い出し，訪れ

る未来に関するワクワク感が止まらないのではないだろうか．今までと全く違う未来がすぐそこにあり，実現が可能で

あるのなら，一研究者として貢献したいし，同じ価値観を共有できる人々とともにその享受を夢見たいものである． 

これは，例えば，2025 年の「大阪・関西万博」の開催やリニア新幹線の開業を待ち望む気持ちに近いのかもしれな

い．科学技術の推進には，現在抱える諸課題解決のために日々精進している科学者の努力に加え，実は国民の理解と後

押しが必要不可欠である．パスカルの「無知を恐るるなかれ，偽りの知識を恐れよ」にあるように，民主主義国家であ

る我が国においては，非専門家である国民が真の知識に基づいて事態を正しく判断することがもしできなければ，技術

革新による魅力ある未来はなくなるといえよう．一方，技術革新・活用の真の意味を理解する人々に支えられた国であ

るならば，危険性からただ逃避するだけではなく，危険性・困難性に向き合い将来起こり得る諸課題を抑制・排除・解

決しつつ，未来を切り開く挑戦心を持ってより住み易い未来社会構築のために邁進するであろう．また，その研究開発

成果は我々の日常生活に還元され，人に優しい未来社会が到来するであろう．利益至上主義・技術至上主義への警鐘を

前面に出す人々，自分の既得権益を守るためにその危険性ばかりを唱え詭弁を弄する人たち，さらには高度情報化社会

で取り残されつつあるマスメディアの影響などのせいで，もし国民が真の情報を知らされず，結果的に未来への夢や挑

戦心を失ったならその時点で科学技術立国という目標は失墜し，我々の生活は産業革命以前に先祖返りしてしまうであ

ろう．そういう意味で，現在，我々は，今後日本がどちらに向かうのかという難しい時代の岐路に立たされている． 

歴史を振り返れば，技術革新が進むと，その分野に労力として携わってきた多くの人々の職業が失われてきたといえ

る．Society 5.0で目指す社会においても同じことがより大規模に起こる可能性がある．今後，失われるであろう職業を

守るために技術発展に背を向けるのか，或いは，技術開発を進めると同時に新たに必要となる職業も生み出していくか

の選択が問われているのである．働く場の確保や経済活動は人々が生きていく上で重要であることは言うまでもない．

だからこそ，俯瞰する未来社会とは，目先の効率至上主義から脱却し，同じ価値観を共有できる人達と共に新しいこと

に挑戦する人が評価される社会，諸問題の解決／新サービスの創造に関して，多くの技術者が存分に力を発揮できる社

会でなければならないであろう．日本社会において，技術開発者をこれまで以上に崇敬しなければ未来社会の構築を担

う技術開発者を目指す人材が枯渇することは容易に想像できる．大学の理工系進学率の低下や技術開発者志向の学生が

減少していることが危惧されているが，高等教育より寧ろ初等・中等教育を充実させるとともに，人類の夢を熱く語っ

てくれる研究開発者，及びそれを代弁してくれる教育者も含めた人材育成は必要不可欠であろう．逆に，今後このよう

な若い人材の育成と社会構造の変革を実現できなければ，本目標は絵に描いた餅となるのかもしれない． 

当学会は本年 4月に創立 50周年を迎えます．引き続き，画像電子技術に関し，10年後，20年後においても注目され

る基礎研究から応用研究まで最新の研究開発成果について，当学会への積極的なご投稿をお願い申し上げます．本学会

での年次大会，研究会，各種イベントなどでの発表や学会誌や論文誌での論文発表を通じて，我が国の科学技術立国実

現へ繋がることを期待しております． 

また，学会からの広報として，本学会誌・英文論文誌への掲載論文をはじめ，技術解説，講座やスキャニング等の全

記事や各種イベント（年次大会，研究会等）の全予稿を収めた電子アーカイブの頒布を引き続き行っております．詳し

くは，昨年 1月号の「画像電子学会アーカイブⅡ（1972-2019） 頒布のご案内」をご覧ください． 

私事ではありますが，本学会の編集関係の業務（査読，編集，校正，出版等）に 25年以上関わって参りました．気

が付けば長期間，あっという間でしたが本学会関連業務に従事できたことは幸運であったと存じます．編集委員長の任

期も本年 6月までであり，本紙面を借りて，これまでご指導ご鞭撻を賜りました恩師や関係する大学・企業・その他研

究機関の方々，及びご協力いただきました学会事務局の方々に，お礼申し上げたいと存じます． 

末筆ながら，年頭に当たり会員の皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げますとともに，本学会への一層のご理解と

ご支援を賜りますよう，お願い申し上げます． 
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年次大会 2021論文特集号の発行にあたって 

 

編集委員会

 

年次大会での発表内容を基に研究内容を発展しご投稿いただく恒例の年次大会論文特集号をお届

けする．  

2021年度の第 49回年次大会（Media Computing Conference 2021）は，準備段階で新型コロナウイ

ルス蔓延下での開催が予想されていたが，既に前年の 48回でオンライン開催を経験しているので，

当初より本来の 6 月開催は移動させないことを優先し，コロナの感染状況次第で開催形式を選択す

ることとした．結果的に 2021 年 6 月 24 日（木)～26 日（土)にオンラインのみで開催した．コロナ

禍が続く中，コロナに負けない画像電子関連技術開発の推進と活発な学術的議論の場の提供を念頭

に，「オンライン化・リモート化を支える画像関連技術」を大会テーマとし，オンライン発表を円滑

に実施するため，これまでのポスターセッションの募集は取り止め，すべてオーラルでの発表とさ

せて頂いた． 

発表件数は，基調講演 2件（「こころまで伝わるコミュニケーション実現への挑戦」山田武士氏（6

月 24 日），「画像圧縮・画像通信に対する深層学習応用と研究開発事例」甲藤二郎氏（6 月 26 日））

を筆頭に，企画セッションとして，「ドローン」（建築と画像電子の共通領域(AIM)研究会／ドローン

(DRC)研究会），「Beyond 5G Communication Systems」（スマートディスプレィ(SDP)研究会），「デジタ

ル人文学とメタデータ」（デジタルミュージアム・人文学(DMH)研究会），「多様化する社会でますま

す高まるユニバーサルでデザインの重要性」（VMA（Versatile Media Appliance）研究会），オーガナ

イズドセッションとして，「新たな検証時期を迎えた画像符号化」（静止画符号化標準化(SIC)研究会），

一般セッションとして VC・VR，画像，点群，システム，ドローン，3 次元画像処理と画像システ

ム，動物等のセッション，さらに高大連携発表を実施し総発表件数は 60件であった．詳細につきま

しては，昨年 10月号掲載の「2021年度画像電子学会年次大会報告」をご覧ください． 

本年次大会特集に関しては論文投稿（学会誌・英文論文誌）を促進するために，初めて，投稿者の

ご要望があれば，「短期特別査読」を無償で適用できるという特典を用意した．結果として，論文特

集の採択論文数については，昨年 12月発行の英文論文誌第 12号（Vol.9, No.2）で 1件，本号で 3件

（内 2件はショートペーパー）となり，合計で 4件を掲載することができた． 

このように例年を超える年次大会論文特集へのご投稿をいただいたので，今後も本学会の様々なイ

ベントと連携した論文特集を企画してゆきたいと考えている．是非，積極的なご投稿をお願い申し

上げる次第である． 

 

本号の随想等でも触れていますが，本学会は本年 4月に創立 50周年を迎えます．このため 50周年

を記念する様々な企画を準備しており，上記年次大会の基調講演 2 件の内容については，本年 4 月

号以降で計画中の学会誌連載招待論文の中での掲載を予定しております．是非，ご一読いただきた

いと存じます．  

50 周年記念の 2022 年年次大会企画につきましては，学会誌，学会 HP，メーリングリスト等を活

用して，広報いたしますので是非ご参加・ご投稿いただきますよう重ねてお願い申し上げます． 

末筆ながら，ご多忙の中，論文の査読をして頂いた方々，編集にご協力いただいた皆様に，心より

お礼申し上げます． 
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最大値検査による光学センサ表面の汚損検出法

岩 切 宗 利†（正会員） 森 本 大 志†† 冨 沢 哲 雄†††

†防衛大学校 , ††陸上自衛隊 , †††東京工業高等専門学校

A Stain Detection Method with Maximum Value Collection

for the Surface of Optical Sensor

Munetoshi IWAKIRI†(Member), Hiroshi MORIMOTO††, Tetsuo TOMIZAWA†††

†National Defense Academy of Japan , †† Japan Ground Self-Defense Force ,

†††National Institute of Technology, Tokyo College

〈あらまし〉 近年，自動運転に代表される自律移動ロボットが注目を集め，その実用化が期待されている．移動体周
辺に存在する外界情報を収集する測域センサは，自律移動ロボットを安全かつ正確に制御するための最も重要な装置
の一つである．自律移動ロボットは，屋外などでの運用中に汚損することが珍しくない．特にセンサ部の汚損はその
制御に影響するため，それを自動検出する仕組みが必要である．本研究では，光学測域センサ部に生じた汚損領域を
その受光強度値の最大値を用いて検出する基礎的な 3 次元点群処理手法 (Maximum Value Collection) を提案し，
それを 3次元レーザスキャン装置 (光学センサ)に適用した実証実験を行った．本実験の結果，提案方式は，光学セ
ンサ表面の汚損とその位置推定に有用であることがわかった．

キーワード：測域センサ, 汚損検出, 点群処理

<Summary> In recent years, autonomous mobile robots, such as self-driving robots, have attracted

much attention, and their practical application is expected. A range sensor, which collects information

about the external world around a mobile object, is one of the most important devices for safe and accurate

control of an autonomous mobile robot. It is not uncommon for autonomous mobile robots to become dirty

during operation in outdoors. In particular, since the stains of the sensor affects its control, an automatic

detection system is necessary. In this study, we proposed a 3D point cloud processing method (Maximum

Value Collection) that detects the stained area on the optical sensor using the maximum value of the light-

receiving intensity values, and conducted a demonstration experiment applying the method to a 3D laser

scanning system in optical. Our experimental results show that the proposed method is useful for estimating

the stains on the optical sensor surface and its location.

Keywords: range sensor, stain detection, point cloud processing

1. は じ め に

近年，小型無人機や自動運転車に代表される自律移動ロボッ

トが注目を集め1)，特にスマート農業2)や i-Construction3)な

どの産業用機械分野での実用化が期待されている．これらの

応用分野では，光学センサを搭載したシステムを屋外環境で

運用する機会が多く，雨や雪，走行中の泥はね，埃，塵など

の付着による自然発生的なセンサ部の汚損が想定される．ま

た，悪意のある侵入者などによるセンサ部への塗料吹付など

の人為的な汚損 (攻撃)の可能性も否定できない．

移動体周辺の外界情報を収集する光学センサは，自律移動

ロボットを安全かつ正確に制御するための最も重要な装置の

一つであり，図 1のようにイメージセンサ表面などの光学系
上 (センシングによる投受光の際に光が透過する範囲，以下

「窓」) に汚損が生じ，異常データが混入すると，意図しな

い動作を引き起こす可能性がある4)．センサ部の汚損が酷く

光が遮断されて外界情報が収集できない場合には，システム

全体が機能しないため，その異常発生を検知しやすいと考え

られるが，汚損の程度が経度の場合には，視野が狭いなどの

機能低下に気付かないまま運用し続ける可能性もある．すな

わち，このような高い信頼性が求められるシステムには，セ

ンサデータの正確性を確保するセキュリティ対策が重要であ

               　　-- 年次大会2021 論文特集 --
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図 1 窓汚損による信号劣化
Fig. 1 Signal degradation due to stained window

る5)～8)．

その対策として，実運用中のセンサ部を目視確認する方法

も考えられるが，継続的に監視することは困難であり，移動

体の場合には人身事故の可能性もあり危険である．目視確認

行為によってセンサの視界を遮断せざるを得ない場合には，

センシング機能喪失による異常を防ぐため，その都度システ

ムを停止させる必要があり簡便ではない．センサデータの収

集と汚損検出を同時並行かつ継続的に実施するため，北陽電

機製URM-40LC/LCN-EWなどのように光学窓汚れ警報機

能を備えた測域センサを導入する方法も考えられるが，既存

システムのハードウェア構成を変更することは容易ではない．

本研究は，センサの汚損をハードウェアを改変することな

く検知するソフトウェア処理手法の確立を目的として実施

した．本論文では，TOF(Time Of Flight) 方式による Li-

DAR(Light Detection And Ranging)の測域センサ窓部に

生じた汚損領域を 3次元点群処理により検出する基礎的な手法

を提案し，それを実用の 3次元レーザスキャン装置 (LiDAR)

に適用した実証実験の結果について示す．

2. 従 来 手 法

冨沢ら9)は， LiDARをその場で 360度旋回させて得た時

系列データを画像解析する手法を提案した．図 2にセンサ回
転による汚損検出法を示す．本手法は，静的な周辺環境にお

いて，図 2(a)のように回転する台車の回転軸中心にセンサ

を設置し，センサ本体を水平方向に回転 (超信地旋回10))さ

せ，図 2(b)のように汚損によって信号強度が低下する汚損

窓領域を検出する手法である．図中のWindow numberは，

センサによって取得データに付与されたセンサ座標系上のセ

ンシング方向 (角度)に関する番号である．

図 3(a)に示した森本らの手法11)は，センサの汚損などが

無い部分と有る部分の両方で同じ物体を観測する手法である．

表面が均質で一定の距離 (一定の光反射特性)を保ったオブ

ジェクトを追跡することができれば，実用の LiDARでも図

3(b)(c)のように汚損の影響を受けた範囲を検出できる．図

3(b)では，4種類の試験体 (Four types)を追跡した際の汚損

による影響 (平均受光強度値の低下)を数値比較している11)．
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(a)センサの回転による汚損窓の関係

(b)検出結果の一例9)

図 2 センサ回転による汚損検出法
Fig. 2 The detection method with sensor rotation

しかしながら，図 4のような移動体搭載のセンサでは，従
来手法9),11)の実現に必要な前提条件 (超信地旋回や表面散乱

など光反射特性と観測距離を一定に保ったオブジェクト追跡)

が厳しいため，実用性の観点で課題が残されていた．

そこで，本研究では，実用化に向けた従来手法の課題を解

消するため，その測量 (光学)モデル及びデータ処理手法 (計

算モデル)を基礎から見直すことより，センサ表面の汚損領

域をより簡単に検出できる手法について検討した．

3. 提 案 手 法
3.1 測量 (光学)モデル

投光器 T から放出された光の強度 It は，伝搬経路上にあ

る投受光窓W (汚損の無い窓:Window)や空間媒体，物体表

面上の観測点 P での散乱や反射，受光器 Rの特性などに応

じて低下する．そのため，受光強度 Ir は，It よりも小さな

値 Ir < It となる．

一方，光が汚損のある投受光窓 W ′(汚損した窓:Stained

window)を通過した場合，その受光強度 I ′r には，汚損によ

る光減衰D(Degradation)がさらに加わり，

I ′r = Ir −D (1)

となる．本モデルでは，センサを小型軽量化するため，投受

光器をほぼ同軸上 (同じ位置)に設置しているものとした．す

なわち，汚損による光減衰は，投光経路と受光経路の合計 2

経路分である．
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(a)追跡オブジェクトと汚損窓の関係

(b)数値グラフによる検出結果11)

(c)ヒートマップによる検出結果

図 3 オブジェクト追跡による汚損検出法
Fig. 3 The detection method with object tracking

文献 11)では，Ir が一定の移動体を追跡し，I ′r < Ir とな

る汚損領域W ′(D > 0)を検出する手法を提案した．この手

法は，受光強度 {Ir, I ′r}と投受光窓 {W, W ′}の走査位置を
対応付けるため，T と Rから P までの距離を一定とし，対

向面の表面状態 (散乱や反射の特性)を均質にしなければな

らなかった．その異常値検出には，受光強度の総和平均に関

する最大値と最小値の差分値を用いた11)．

LiDARが汚損のない方向 (Wを見通す線上)に存在する

点 P を観測したときの受光強度は Ir である．Ir の値域は，

センサごとに時系列データから最大値を求める関数max を

用いて定まる最大値max(Ir)から最小値の範囲である．

一方，LiDARが汚損のある方向 (W’を見通す線上)に存

在する点を観測したときの受光強度 I ′r の最大値は，

図 4 移動体へのセンサ搭載例
Fig. 4 Example of sensor installation on a vehicle
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図 5 最大値検査法
Fig. 5 Maximum Value Collection(MVC) method

max(I ′r) = max(Ir)−D (2)

となる．

3.2 汚損領域検出法

前節に示したように，汚損領域W ′を見通した観測点の受

光強度の最大値max(I ′r)と，そうでない場合max(Ir)には

一定の差分Dがあるため，それらの識別は可能である．

本研究では，この数値特性に着目し，従来手法9),11)の前提

条件を緩和できる図 5の最大値検査 (MVC:Maximum Value

Collection)法を提案した．従来手法は，受光強度の平均値

など物体表面の状態や観測距離，相対的な位置姿勢を均一に

保つことが解決困難な課題であったが，提案手法は投受光窓

ごとに受光強度の最大値を求めるため，観測対象との位置姿

勢の変化に対してロバストであり，測量中での汚損検出が可

能である．

MVC法によりLiDARの汚損領域を検出するためには，I ′r
の観測点に関するW ′の位置特定が不可欠である．図6に示し
たように，P (x, y, z)は，センサ座標系XYZ上の座標 (x, y, z)

に存在する観測点である．I(x, y, z)は，P (x, y, z)に関する

受光強度値である．C はXYZの原点 (0, 0, 0)，L(x, y, z)は

C から P (x, y, z)を見通した線である．

図 6の θ(x, y)は XY平面上で X軸と L(x, y, z)がなす角

度，ϕ(x, y, z)はXY平面とL(x, y, z)がなす角度である．そ
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れぞれの見通し角は，極座標系への変換式

θ(x, y) = arctan
y

x
, (3)

ϕ(x, y, z) = arctan
z√

x2 + y2
(4)

により求まる．以下では，θ(x, y)を θ，ϕ(x, y, z)を ϕと表

記する．

このとき，LiDAR表面の汚損領域は，センサ座標系上で固

定の位置に存在するため，その方向のみを特定できれば十分

である．すなわち，原点Cからセンサ表面 (窓)までの距離が

定まっているため，原点から P (x, y, z)までの距離 r(x, y, z)

は不要である．本手法では，3次元の空間座標を，2次元の

極座標に簡略化できる．

この極座標変換は，走査方位角と取得データ番号などの対

応付けがない測域センサ (LiDARなど)に提案手法を適用可

能とする重要な処理である．

このように観測点 P (x, y, z)に関して 2次元の極座標ΘΦ

に写像した受光強度値

I(θ, ϕ) = I(x, y, z) (5)

を用いて，各観測点から方位角 {θ, ϕ}ごとの最大受光強度

Imax(θ, ϕ) = max(I(θ, ϕ)) (6)

を連続的な観測を通じて逐次求める．

この準備により，ΘΦ 座標系上の座標値 {θ, ϕ}，画素値
Imax(θ, ϕ)の最大受光強度画像Gを生成する．Gは，各画素

の値域を受光強度値の範囲とした濃淡画像である．センサの一

部に汚損が有るとき，Gに含まれる画像の領域は，Imax(θ, ϕ)

の大きなクラスGH と小さなクラスGLから構成されること

になる．

G = {GH , GL} (7)

したがって，前節に示した式 (2)の定義より，センサ表面

に汚損領域W ′が存在した場合，そのW ′を通過したときの

�

�

�

�����������	
����������

���
����
�����
��
����

�
��	

図 6 センサ座標系と最大受光強度画像 Gの生成
Fig. 6 Sensor coordinate system and generation of max-

imum intensity image G

Imax(θ, ϕ) は，画素値が D(光減衰) の分だけ低い領域 GL

として G上に現れることになる．

画素値の差が明確な領域をクラスごとに分離抽出する画像

処理手法は，これまでに数多く検討12)されているので，本提

案には，{GH , GL}のクラス分類に関する具体的な処理手法
を含めないものとする．

4. 実験結果と考察

本研究では，MVC 法により，LiDAR 表面の汚損領域検

出に利用可能なデータ Gを生成できるかどうか，本提案手

法に残された課題は何か，を明らかにするため実用の 3次元

LiDAR(3D-LiDAR)を用いた実証実験を行った．

4.1 実験機材

自律移動ロボットなどのセンサ部は，飛来物による破損や

雨水などによる汚損を避けるため，通常は，容器に納められ

た状態で使用される．そのため，光学センサが観測できる光

は，その覆い (カバー)を通過した状態である．実運用中のセ

ンサ部の汚損は，そのカバー表面に発生する．

図 7は，現在普及している 3D-LiDARの一つであるVelo-

dyne Lidar社製VLP-16の投受光窓全体をOHPシート (EP-

SON社製MJOHPS1N)のカバーで覆い，油性ペン (寺西化

学工業社製ML-T3)を用いて縦横 1cm程度の汚損領域を設

けた実験用センサである．

本実験に用いたOHPシートの光透過性は良好であり，そ

の有無による受光強度値の変化は観測できなかった．仮に，

センサ部のカバーが受光強度値に影響を及ぼす場合でも，提

案手法では，最大受光強度値がその透過性に応じて自動補正

されるため実用上問題はない．例えば，カバーに汚損の無い

状態での最大受光強度値を事前に収集しておき，それを参照

しながら汚損 (最大受光強度値が現れない領域)を検出する

ことも可能であり，その準備は簡便である．

図 8は，WHILL社製WHILL Model CRを用いて開発

図 7 実験用センサの外観
Fig. 7 Appearance of the experimental sensor
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図 8 実験用車両 (電動車椅子型)
Fig. 8 Experimental vehicle (electric wheelchair type)

した自律移動ロボットの車両後部高さ約 114cmの位置に，実

験用センサ (図 7)をアルミフレームで固定した様子である．

油性ペンによるセンサ部の汚損は，実運用環境での自然発

生的な汚損として典型的ではなく人為的な汚損の一つである．

提案手法は，汚損の種類や原因物質に依存せず，汚損によっ

て生じる透過光 (受光強度値)低下の現象，すなわちセンサ

表面に付着した物質の光透過性のみに依存する手法であるた

め，本実験目的の達成には十分といえる．付着した物質 (本

実験では黒色インクの手塗りによる不均一な汚損)の光透過

性は，最大受光強度値の低下率から数値化することも容易で

ある．その低下率は，測量範囲 (観測可能距離)などに影響を

及ぼすため，その許容値は，応用分野に依存することになる．

本実験用センサは，車両の前進方向が θ = 0◦ となるよう

に取り付けた．

4.2 屋外環境実験

本実験の測量範囲は，図 9(Googleの画像を用いて作成)に

示した防衛大学校理工学 3号館周辺 (外周赤線経路を正面玄

関から右回りに歩行速度で走行，センサ位置から 100mの範

囲が計測可能)とした．測量日時は，2020年 2月 2日 15時

頃，天候は快晴であった．

図 10は，屋外環境実験で取得した実験用 3次元点群デー

タの一例を可視化 (受光強度値で着色)したヒートマップ画像

である．この図から，受光強度は，センサから近い点ほど高

く，遠い点ほど低くなり，色や材質などの表面散乱特性によ

る影響を強く受けることがわかった．従来の手法9),11)では，

測量対象物とセンサ間の距離を一定とし，さらに対向面の表

面散乱特性を均質な状態に保つことが重要であるため，この

ような実運用状況への適用が困難であることが確認できた．

また，連続的な 3次元点群データの観測で，強い受光強度

値を示す点が不特定かつ一時的に現れることもわかった．そ

の理由について VLP-16のユーザマニュアル13)(仕様)を確

認したところ，NIST(the National Institute of Standards

and Technology)の規格に基づく表面散乱に関する受光強度

図 9 屋外環境実験の測量経路 (範囲)
Fig. 9 Survey route (range) for outdoor experiments

図 10 屋外環境に関する 3次元点群データ (一例)
Fig. 10 An example of 3D point cloud for outdoor envi-

ronment

は，0 ∼ 100の値として出力し，再帰反射材などに関する異

常に強い受光強度は，100よりも大きな値で出力することが

わかった．

本実験では，そのようなランダムで不安定な観測点 (値)を

無効とするため，0 ∼ 100の値域のみで受光強度値の最大値

Imax(θ, ϕ)を求めることにした．このようなセンサの数値特

性 (仕様)に基づく数値補正などの微調整は，提案方式を実

用化する際に不可欠である．

図 11 は，縦軸を垂直角 ϕ[deg.](±15 度の範囲，16 レイ

ヤ)，横軸を水平角 θ[deg.](±180度の範囲)とし，最大受光

強度を明度 (最大値 100: 白～最小値 0:黒) とした実測画像

G(最大受光強度画像)の一例とその処理フローを示したもの

である．

本手法では，汚損領域の有無とその方向が検出できればよ

いので，見通し角 (θ, ϕ)は，1度刻み (各レイヤごと全周 360

サンプル)とした．

図 11に示した結果のように，汚損領域の最大受光強度は，

汚損していない領域の値 100に比べて明らかに低い値として

現れた．取得した実験データから仕様上の最大値 100以外と
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図 11 最大受光強度画像 G(屋外環境)
Fig. 11 Maximum intensity image G of outdoor envi-

ronment

図 12 しきい値処理による 2値化試行結果
Fig. 12 A trial result of Binarization with thresholding

なった値を確認したところ，18 ∼ 99の範囲に広く分布する

ことがわかった．この結果から，本実験の汚損領域に関する

最小透過率は，約 0.2(20％)程度であり，黒インクの手塗り

領域の光透過性が不均一であることが確認できた．

図 12は，図 11に示したデータ Imax(θ, ϕ)を値域全体の

中央値 50を用いて 2クラスに分類した結果 (2値画像)であ

る．この試行結果から，汚損による影響の有無 {GH , GL}を
明確に判別できることがわかった．

屋外環境実験で得られた図 11の細部を観察したところ，汚

損を受けていない方向でも最大強度値が 100にならず，比較

的低い値に留まった領域が存在した (前方後方の上部付近)．

試行的に実施した図 12の結果では，そのような領域のほと

んどを排除できたが，最大強度値が低くなった理由を明らか

にするため，追加の検証実験を行うことにした．

4.3 屋内環境実験

屋外環境実験の条件 (センサ，実験環境など)を再検討した

結果，上空部など観測対象物体が極端に少ない方向や常に測

量点 (対象物)までの距離が大きい方向の受光強度値が低く

なったのではないかと考えた．

そこで，この仮説を検証するために，空間全体が覆われ，

測量点までの距離が全体的として均一に変化する屋内環境で

の実験を行った．

実験に用いた機材は，4.1節に示したとおりである．走行

経路は，理工学 3号学館 1階北側の学館内であり，終点始点

図 13 屋内環境実験場 (学館内通路)の様子
Fig. 13 Indoor experiment space (a passage in the build-

ing)

図 14 屋内環境に関する 3次元点群データ (一例)
Fig. 14 An example of 3D point cloud for indoor envi-

ronment

付近の両端正面に L字路や T字路による壁が現れる一般的

な通路 (廊下)である．図 13は，本実験に用いた通路の様子
である．

図 14は，本実験により取得した点群データを可視化した
一例である．この点分布から，屋外環境では存在しなかった

天井部分にも点群が存在することがわかる．本実験環境では，

観測対象の大部分が平面構造体なので，その受光強度は，距

離に応じて線形に変化する，という本実験装置の特性も確認

できた．これらの観察から，先述の汚損領域以外に受光強度

が低下する要因は排除でき，仮説の実証が可能と判断した．

図 15は，屋内環境実験で得られたGである．この実験結

果は，図 11の結果とは異なり，汚損を受けていない方向で，

最大強度値が低くなる部分は存在しないことがわかった．し

たがって，先に述べた仮説は，正しいことが確認できた．

4.4 考察

本実験装置を用いた屋外環境及び屋内環境に関する実測実

験の結果から，提案手法であるMVC法は，LiDAR表面の

汚損領域の検出に有用であることがわかった．また，測量に

用いるセンサの特性に応じて，観測データの収集や補正，分

析に工夫が必要であることも確認できた．
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図 15 最大受光強度画像 G(屋内環境)
Fig. 15 Maximum intensity image G of indoor environ-

ment

観測空間の状況 (形状)によっては，最大受光強度が得られ

ない可能性があることもわかった．その対策として，従来手

法のように，移動体 (センサ)自体に壁の近くでの旋回など

の運動をさせる9)，検査対象物を準備して観測させる11)，な

ども有用と考えられるが具体的な方策については，今後実験

を重ねながら検討したい．

5. お わ り に

本研究では，ハードウェア構成を改変することなく，セン

サ部に発生した汚損を検知するソフトウェア処理手法につい

て検討した．本論文は，本研究の中で検討したLiDARで観測

した点群データから汚損の影響を受けた方向，すなわち汚損

領域を 3次元点群処理の数値計算のみにより推定するMVC

法について提案し，その有用性について確かめた実験結果を

示したものである．

提案方式に基づき，実用の 3D-LiDARを用いた実験を行っ

た結果，センサ表面の投受光窓に存在する汚損の影響を受け

た点群とそうでない点群の識別，ならびに汚損領域の特定が

可能であることがわかった．

提案方式は，LiDARで測量した点群に含まれる各点の信

頼性評価にも利用でき，カメラなどの光学モデルに基づく外

界センサ全般の汚損検出，例えばイメージセンサのダストア

ラート機能14)などにもそのまま応用可能である．したがって，

提案方式は，将来的に重要となるセンサセキュリティの基礎

技術の一つとして有用である．
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戸 塚 真 隆†
（正会員） 高 野 邦 彦††

（正会員） 佐 藤 甲 癸†
（フェロー） 

†元湘南工科大学工学部，††東京都立産業技術高等専門学校 

Removal of Multiple Images in Digital Holography and  

Improvement Effect by Image Processing 

Masataka TOZUKA † (Member), Kunihiko TAKANO †† (Member), Koki SATO † (Fellow) 

†Former Shonan Institute of Technology, ††Tokyo Metropolitan College of Industrial Technology 

〈あらまし〉 ホログラフィは，記録したい物体からの光波の振幅と位相を参照光と干渉させて，干渉縞として記録

する．そして回折現象を利用して，光波の複素振幅分布を再生する技術である．計算機合成ホログラム（Computer-

Generated Hologram : CGH）により干渉縞の実現が容易になった．またホログラフィックメモリでは，多重像分離にレ

ンズ項を用いて，再生像の劣化に画像処理による改善の研究が行われている．本論文はデジタル技術として，CGH の

作成，レンズ項による多重像分離，フィルタによるノイズ除去を，シミュレーションにて評価している．またページ

データ総数の限界を示し，画像処理による再生像改善を確認する． 

キーワード：ホログラフィ, レンズ項, 多重, 分離, 画像処理, ノイズ除去 

<Summary> Holography records the amplitude and phase of the light wave from the object to be recorded as interference fringes 

by interfering with the reference light. Then, it is a technology to reproduce the complex amplitude distribution of light waves by 

using the diffraction phenomenon. Computer-Generated Holograms (CGH) has made it easier to realize interference fringes. In 

holographic memory, the lens term is used for image multiplexing / demultiplexing, and research is being conducted to improve the 

deterioration of the reconstructed image by image processing. This paper evaluates the creation of CGH, image multiplexing / 

demultiplexing by lens terms, and noise removal by filters as digital technologies by simulation. In addition, the limit of the total 

number of page data is shown, the improvement of the reconstructed image by image processing is confirmed. 

Keywords: holography，lens term，multiplexing，demultiplexing, image processing，noise reduction 

 

1. はじめに 

近年，写真技術では実現できないホログラフィを応用した

3次元物体を記録・再生する計算が，実時間で行われホログラ

フィックメモリの一部の手法で利用され始めている．本研究

は筆者らの文献 1)に基づき，ホログラフィックメモリ 2), 3)の

性能向上を目指し，CGHのレンズ項を用いて多重像分離を行

い 4)，再生像の画質向上にフィルタ 5)~9)を用いて，ページデー

タの総数を増加させ，その限界を示すことを目的としている．

本研究は，計算機合成ホログラフィの技術の一つである，我々

の採用している干渉縞型 CGH を用いる．これはランダムノ

イズを用いて合成し，振幅と位相を用いて，干渉縞による記

録再生が可能なホログラムである．レンズ項を用いた多重化

と，レンズ項のシミュレーションによる分離によって，デジ

タルホログラフィ 10)を実現する．振幅を一定とし位相のみを

用いたキノフォームは，既に数多くの研究が行われている．

ここではその原理は紹介しないが，ホログラムに固有な不必

要な回折像を再生せずに，CGHとレリーフの厚さを制御する

技術を併用して合成される．この過程は非線形過程を積み上

げたものといえ，キノフォームの条件を満たすように制御す

るのは非常に難しい．レリーフに物理的に記録された位相値

��は，計算された位相値��の関数�����として表されるが，�

は一般に非線形関数である．比例する場合には定数Kで�� =

���となる．� = 1の時はキノフォーム条件が完全に満たされ

位相整合となる．また� ≠ 1のときは位相不整合と量子化誤

差による影響で，干渉縞型 CGH と比べて再生像の劣化が大

きくなる 11)．多重化技術としてホログラムの情報の冗長性に

よる方法はよく知られており，光学系を用いて多重像分離を

する方法も盛んに研究されている．そこで本研究では，記録

再生と多重像分離，ノイズ除去をシミュレーションでき，評

価できることを示す．シミュレーションは，光学系の持つ特

性と比較することにより実験の問題点を調べることができた．  

               　　-- 年次大会2021 論文特集 --
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2. 手法 

図 1 に干渉縞型 CGH を用いた多重像分離の概念を示す．

合成時は，実部と虚部に同じ乱数を使用しランダムノイズを

作成，二次元高速フーリエ変換（Two Dimensions Fast Fourier 

Transform：2D-FFT）を行う．レンズ項を埋め込み，式(1)を用

いて干渉縞を求める． 

���,��� = 1 + 2|�(�,�)�| cos�−	(�, �)�� (n=1,2…,m) (1) 

ただし|�(	,
)|は振幅分布，�(	,
)は位相分布，nは多重化

のページ，mはページデータの総数(最大値)である． 

多重化時は，レンズ項を変えて式(2)のとおり加算する． 


��, �� = ���, ��� + ���, ��� +⋯⋯+ ���, ��� (2) 

ただしレンズ項は，n=1の時の 200から n=2は 400，n=3は

600，n=4は 800…のように間隔を 200ずつ増加させて，前後

レンズ項の再生像からの影響を減らしている． 

再生時は，光学的にレンズの焦点を合わせる作用と同等の

現象を，レンズ項の式の前後で 2D-FFT の繰り返し用いて演

算する．1024×1024 pixelの振幅分布を求め再生する． 

画像処理時は，再生像に出るノイズ除去を画像処理にて行

う．本研究では①と②の手法を比較した． 

① ノンローカル手法フィルタ(Non-Local Means filter：NL- 

Means filter)とは，適応的な重みを持つサポートウィンド

ウのコンボルージョンによりノイズ除去するフィルタで

ある．重みの考え方は，周辺画素が中心画素に似ていれ

ば強く混ぜ，中心画素からかけ離れていればあまり混ぜ

ない．この重み処理を 1024×1024 pixel全画素に行う． 

② 人工知能(Artificial Intelligence：AI)のU-Netは，物体検知

に用いるために発達してきた．1024×1024 pixelの入出力

をもつ U-Net filterは，184 種類のテスト入力画像と，対

になる 184 種類の教師画像を用いて学習する． 

キノフォームは，図 1 の合成部の干渉縞型 CGH の基本式

から位相の式 ��	,
�へ置き換わり，式(3)のとおり使用する． 

本実験に用いたレンズ項は，式(4)のとおり計算する． 

ただし�����はレンズの厚みであり，また 1024×1024の配列

(	,
)の場合は��_��� = 512と���_��� = 1024 であ

る．2D-FFTの演算処理結果の実部�����, ��，虚部���
��, ��に

������, ��値を埋め込む式は，式(5)，及び式(6)のとおりである. 

����, �� = �����, �� × cos�������, ���
− ���

��, �� × sin�������, ��� (5)

����, �� = �����, �� × sin�������, ���
+ ���

��, �� × cos�������, ��� (6)

3. 記録・再生実験について 

3.1レンズ項による再生像画質への影響比較 

図 2はレンズ項を 0.0とし，干渉縞型 CGHとキノフォーム

のシミュレーション後の再生像を，拡大図の部分のみ比較し

た．比較にはピーク信号対雑音比 （Peak signal-to-noise ratio： 

PSNR）を用いており大きい値ほど，入力画像と再生像の画像

誤差は少なく，綺麗な像といえる．図 3では干渉縞型 CGHの

多重数が 1 枚のとき，図 2(a)の 4分の 1と SITの全面パター

ンをそれぞれ(a1)と(b1)の入力画像とした．(a2)から(a6)と(b2)

から(b6)はそれぞれ(a1)と(b1)のレンズ項を 0，10，50，100と

500 に変化させたものである．表 1 はレンズ項による再生像

画質への影響を，入力画像に対する再生像の PSNRを用いて

比較した．図 4は干渉縞型 CGHのページデータの総数が 1ペ

図 1 本手法の概念図 

Fig.1 Conceptual diagram of the present method 

���,��� = 	��, ��� (n=1,2…,m)  (3)

�����, �� = ����� × 2� 

(4)

×
����_���－ �� − ���_����� + �� − ���_�����

���_��� �
���_���  

干渉縞型CGHの合成部

再生部

2�-���演算結果の実部��と虚部	
による再生像
式	���, ��．ただし��, ��は振幅式， Sは定数．

	�� �, �  � S ���, ��� � 	
�, ��� � S � ��, ��

���−����� 	
��� ���
�(ノンローカル手法フィルタ)

または，AI(人工知能)の�−�
�を用いた�−�
� ���
�

ランダムノイズの除去の画像処理画像処理

干渉縞型CGHの基本式の演
算（ホログラムの基本式）

��, ���

� �, � � � �, � � � � �, � � � � �, � � � ⋯ � � �, � �

多重化

（1ページ）

ランダムノイズの処理

（2ページ）
（3ページ）

フーリエ変換の演算処理

画像入力1024×1024 pixel

画像ファイル

レンズ項����の演算

フーリエ変換の演算処理

2�-���の演算処理結果の実
部と虚部へ����を埋め込む.

（ｎページ）

実部に�(�,�)を代入，虚部に�(�,�)を代入

フーリエ変換の演算処理

フーリエ変換の演算処理

2�-���の演算処理結果の実部と
虚部へ����を埋め込む.
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ージのとき，レンズ項を 10 から 80,000 に変化させて，再生

像画質への影響を，PSNR でグラフに示した．図 5 は再生像

の色の濃さを表す定数�に対する PSNR の特性をグラフに示

し た ． 定 数 � は 図 1 の 再 生 部 の 振 幅 式 ���, �� 	

����, ���  ����, ���の幅を，表示用光学素子とコンピュー

タ表示器の 256 階調に合わせる値を表し，再生像の色の濃さ

を下記のとおり計算して求める． 

仮の色の濃さをもつ出力画像���, ��は式(7)となる． 

 ただし���, ��，����, ��及び����, ��はそれぞれ振幅，実部と

虚部に関する配列， �   ����は�   �内の振幅���, ��配列の最大

値を意味する．式(7)から式(8)のとおり�の式を取り出す． 

図 2(a)の入力画像の�値を求めるため，式(8)を干渉縞型

CGH について計算した値は，� 	 64.6 � 10���となる．�値

を開始値としてシミュレーションを用いた実測により絞り込

んだ PSNR 最大時の�値を本実験で� � ���, ��として用いた． 

3.2干渉縞型CGHの多重数ごとの再生像画質比較 

図 6(a)から(d)は，ページデータの総数の 1，3，5 と 10 ペー

ジを，1 枚の干渉縞に多重化した．図 7 は，ページデータ総

数に対して画像の劣化度合いを示す．各ページデータのシミ

ュレーションと画像処理の再生像，シミュレーションの再生

像と入力画像の差分画像，NL-Means filter の再生像と入力画

像の差分画像，及び U-Net filter の再生像を示した．劣化度合

いは表 2 のとおり PSNR の値で評価した．図 8 に U-Net ネッ

トワーク構造の詳細を示した．図 9 には U-Net の学習曲線を

示した．1,024×1,024 pixel の入出力をもつ U-Net filter は，184

種類のテスト入力画像と，対になる 184 種類の教師画像を用

いて学習した．またページデータ総数は 1 ページ，3 ページ

など値ごとに用意する．図 10 はページデータの総数と再生像

の劣化度合いを，干渉縞型 CGH とキノフォームについて

PSNR で評価し，グラフに示した．図 11 は光学系を用いて，

キノフォームの光学再生実験を行った．光源には波長 638 nm

の半導体レーザを用い，平行光を LCOS(Liquid crystal on 

silicon)に入射し，焦点距離 130 mm のフーリエ変換レンズを

用いてフーリエ変換した．位相変調型 SLM(Spatial Light 

Modulator)として，ピクセルピッチ 8.0 μm で解像度 1,920 

×1,080 pixel の HOLOEYE 社製の反射型 SLM である PLUTO

を用いた．レンズ項を 0.0 に設定し，1 ページデータ総数の干

渉縞の場合のシミュレーションと光学再生像を比較した．図

12 は光学系を用いて，干渉縞型 CGH の光学再生実験を行っ

た．レンズ項を 0.0 と 100 に設定し，1 ページデータ総数の干

渉縞の場合のシミュレーションと光学再生像を比較した． 

(a) 入力画像       (b) 干渉縞型 CGH    (c) キノフォーム 

図 2シミュレーションを用いた再生像 
Fig.2 Reconstructed image using simulation 

 

図 3 レンズ項による再生像画質への影響 

Fig.3 Effect of lens term on reconstructed image quality 

 

表 1 レンズ項による再生画質への影響 

Table 1 Effect of lens term on reconstructed image quality
 

(a) パターン (b) SIT のパターン 

図 3 の図番号 PSNR [dB] 図 3 の図番号 PSNR [dB] 

(a2) 12.0 (b2) 12.0 

(a3) 14.6 (b3) 13.0 

(a4) 15.0 (b4) 13.6 

(a5) 15.0 (b5) 13.5 

(a6) 15.4 (b6) 13.6 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 レンズ項対 PSNRの特性 

Fig.4 Characteristics of lens term versus PSNR 

 

図 5 再生像の濃さ対 PSNRの特性 

Fig.5 Characteristics of reconstructed image versus PSNR 
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4. 結果 

4.1レンズ項による再生像画質への影響の比較結果 

図 2 はシミュレーションを用いた再生像でレンズ項は 0.0

であり，(a)は入力画像，(b)は干渉縞型 CGH，(c)はキノフォー

ムの場合を示す．(a)の入力画像に対して(b)の干渉縞型 CGH

の PSNR は 21.2 dB となり，入力画像からの劣化は少ないが

スペックルノイズの影響により，PSNR が下がったと考えら

れる．(c)のキノフォームの PSNRは，11.4 dBとなり劣化が大

きい．キノフォームは原理的に，理想とする条件がそろえば

共役像は出ない．しかしキノフォーム再生に用いるフーリエ

変換をデジタル処理で扱うためには，時間・空間を離散化す

る操作の標本化，値を離散化する操作の量子化，有限個の標

本点しか使わない有限化が必要である．これらを合わせて離

散化と呼び，離散化させたフーリエ変換のディスクリートフ

ーリエ変換（Discrete Fourier Transform：DFT）の高速アルゴリ

ズムである 2D-FFT を本実験では用いた．よって，ランダム

ノイズの影響で広い周波数帯域に情報が広がっているため，

 

(a) 10ページ  (b) 5ページ (c) 3ページ  (d) 1ページ

図 6 ページデータの総数に対する干渉縞型 CGH 

Fig.6 Interference fringe CGH for the total number of page data 

 

図 7 ページデータの総数に対する画像の劣化度合い 

Fig.7 Degree of image deterioration for the total number of page data 

 

表 2 ページデータの総数に対する画像の劣化度合い 

Table 2 Degree of image deterioration for the total number of page data 

(a)ページデータの総数：3ページ (b)ページデータの総数：1ページ

図 7の図番号 PSNR [dB] 図 7の図番号 PSNR [dB] 

(3_1a) 7.7 (1_1a) 16.5 

(3_2a) 7.2 (1_1e) 21.1 

(3_3a) 9.1 (1_1f) 23.1 

(3_1e) 18.6   

(3_2e) 14.1   

(3_3e) 16.4   

(3_1f) 19.4   

(3_2f) 20.1   

(3_3f) 19.9   

 

図 8 U-Netネットワーク構造の詳細 

Fig.8 Details of U-Net network structure 
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低い周波数から高い周波数のどの帯域でも再生像が得られる．

折り返し周波数より高い周波数領域の成分が，折り返し周波

数より低い周波数領域にあることによる誤差，折り返し（エ

イリアシング：Aliasing）誤差が出ると推測される．DFTを使

うことによる影響の共役像が出たと考えられる．また位相不

整合により，再生像の強度分布に揺らぎが出ている．図 3は

干渉縞型 CGH のレンズ項による再生像画質への影響の比較

であり，(a)のパターンと(b)の SITのパターンについて入力画

像と各レンズ項のシミュレーションの再生像を示した．表 1

では入力画像に対する再生像の PSNRを用いて比較した．レ

ンズ項の 0から 50で，振幅は物体光と同じで，位相は反転し

ている回折像は共役像と呼ばれ，この共役像の影響で PSNR

は低くなる．しかし 100から 500は一定である．これはレン

ズ項で共役像が広範囲に広がった結果，強度分布が弱くなり

目立たなくなったと考える．図 4 は干渉縞型 CGH のレンズ

項対 PSNRの特性であり，10から 80,000まで PSNRは一定で

あり，設定できることがわかった．図 5 は再生像の濃さ対

PSNRの特性である．PSNRが最大値を指す�値は，図 2(a)の

入力画像を式(8)より�値を求める．干渉縞型 CGH について

計算した値は，� � 64.6 � 10
���となる．�値を開始値とし

て実測により絞り込んだ PSNR が最大時の�値は，� � 56 �

10
���になり本実験の全ての計算に用いられた．また入力パタ

ーンによって�値は，わずかに異なることがわかった． 

4.2干渉縞型CGHの多重数ごとの再生像画質比較結果 

図 6 はページデータの総数に対する干渉縞型 CGH を示し

た．総数は(a)の 10ページ，(b)の 5ページ，(c)の 3ページ，(d)

の 1ページ，丸の中は 64×64 pixelの拡大図である．多重記録

から 1 枚に合成された干渉縞に，複数のページデータをレン

ズ項の違いにより，記録可能なことがわかった．1ページデー

タ総数の干渉縞は，コントラストの高い縞である．しかし多

重化が進むにつれて悪くなり，白色に近づく．図 7 はページ

データの総数に対する画像の劣化度合いを示した．*印をペー

ジデータの総数，※印を図 7の行方向のページデータを表す

数値とすると，（*_※a）はシミュレーションの再生像，（*_※

b）は入力画像，（*_※c）はシミュレーションの再生像と入力

画像の差分，（*_※d）は NL-Means filterの再生像と入力画像

の差分，（*_※e）はNL-Means filterの再生像，（*_※f）はU-

Net filterの再生像である．ただし上述のように表 2に示した

PSNR はシミュレーションと画像処理の再生像に対する入力

画像の数値である．ページデータの総数を 1，3ページと増や

して評価をした．その各ページ数ともレンズ項ごとに分離さ

れた再生像は，パターンの識別と可視性は良い．なお黒い領

域を白色に現れるノイズで埋めているため，PSNRは 10 dB 以

下という悪い値になった．この不具合を NL-Means filterによ

って改善し，PSNRは 10 dB 以上になった．差分画像では，色

が濃いほど差が大きいことを示している．画像処理後の再生

像と入力画像の差分画像は薄くなっており，入力画像に近い

図 9 学習曲線 

Fig.9 Learning curve 

 

図 10 ページデータの総数対 PSNRの特性 

Fig.10 Characteristics of total number of page data versus PSNR 

 

 

 

図 11 キノフォームの光学再生像 

Fig.11 Optical reconstructed image of Kinoform 

(a)レンズ項 0.0 (b)レンズ項 100 

図 12 干渉縞型 CGHの光学再生像 

Fig.12 Optical reconstructed image of Interference fringe type CGH
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といえる．シミュレーションの再生像と画像処理後の再生像

に対する入力画像の差分から求めた，PSNR の改善と対応す

る結果となっている．  

U-Net filterは NL-Means filterよりも，PSNR値から優れて

いるといえる．U-Net のデータセットは，例として図 7 のテ

スト入力画像（*_※a），教師画像（*_※b）を各 184種類用意

した．ここで*印はページデータの総数を表し，※印は図 7の

行方向のページデータを表す数値である．図 8は U-Netネッ

トワーク構造の詳細を示した．図 9 はページデータの総数 3

ページの学習曲線を示した．モデルの予測精度を評価する損

失関数の出力値Costと学習に用いられた訓練データの復元誤

差（Reconstruction Error）の Training Error，検証に用いられた未

知のデータの復元誤差の Validation Errorを示した．学習曲線

は収束しており過学習を起こしていないと考えられる．図 8

に示してあるイプシロン集中損失関数（Epsilon Insensitive Loss）

は，式(9)と式(10)のとおり学習時は手前のレイヤの出力を正

解画像の値と比較し，出力画像の値と正解画像の値の誤差を

算出する．算出された誤差は各ネットワークの重みの変更に

利用される．ただし，�は入力画像，� ,は正解画像．�で指定す
る範囲内の誤差は無視する出力層である．�は出力画像として
� = ����となる． 

ページデータの総数のそれぞれの PSNRには大きな違いが

ない．NL-Means filterも同様で，1ページは実用・有効的なペ

ージデータの総数と考えられる．しかし再生像の細部は，表

現できていない，また 2値画像は，多値画像より正確に良く

表現できた．図 10はフィルタを利用してない場合の，ページ

データの総数対 PSNRの特性を示している．干渉縞型 CGHは

キノフォームより，実験した全てのページデータの総数にて，

多重化による再生像の劣化が少なく良い結果になった．図 11

は光学系を用いて，キノフォームの光学再生実験を行って得

られた図である．レンズ項は 0.0 とし，図 3 の結果と光学系

の結果は異なり，光学系はDFTを用いてデジタル処理するた

め標本化（サンプリング）による影響と考えられる共役像は

出なかった．キノフォーム条件が完全に満たされた位相整合

となっていると考えられ，光学的には正確であるといえる．

図 12は光学系を用いて，干渉縞型 CGHの光学再生実験を行

って得られた図である．レンズ項は，(a)を 0.0，(b)を 100 と

し，図 3の結果と光学系の結果は同様になり，正確なシミュ

レーションであるといえる． 

5. まとめ 

我々の採用している干渉縞型 CGHは，振幅と位相を用いた

干渉縞であり，ランダムノイズを用いて入力画像と同等の高

精細な再生像が得られ，情報の記録再生が可能なホログラム

である．本論文の干渉縞型 CGHは，1枚に合成された干渉縞

に 0 から 80,000 以上の広範囲のレンズ項を用いた多重化と，

合成に用いた同じ値のレンズ項のシミュレーションによる再

生像分離ができる．以上のように光学系を用いないホログラ

フィックメモリの実現可能性を提案した．また画像処理によ

り再生像を改善して，有効なページデータの数を増やし，ノ

イズに埋もれた再生像の劣化を低減できることを示した．今

後の課題としては，ページデータの数を増やせる限界を 1ペ

ージ以上に増やしたいと考えている．このためには画像処理

のさらなる改良をし，NL-Means filterと U-Net filterを融合し

た画像処理も考えていきたい． 
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知能解析アルゴリズムを用いたアニメーションキャラクターの認識 

符 喬鈞†  神原 裕行†† 姜 有宣††（正会員） 

†東京工芸大学大学院工学研究科電子情報工学専攻，††東京工芸大学工学部情報コース 

Recognition of Animated Characters Using Intelligent Analysis Algorithms 

Qiaojun FU†, Hiroyuki KAMBARA††, Yousun KANG††(Member) 

†Department of Electronics and Information Technology, Graduate School of Engineering, Tokyo Polytechnic University,  

††Information Technology Course, Department of Engineering, Tokyo Polytechnic University 

〈あらまし〉 コンピュータの計算能力の向上とデータスケールの増加に伴い，人工知能は繁栄と発展の新しい時

代を迎えた．しかし，アニメーション業界では，人工知能のアプリケーションが非常に少ないため，アニメーショ

ンカバーの自動生成やアニメーションのハイライトのインテリジェントな編集などに関する技術開発には未だ大

きな余地がある．本論文では，ターゲット検出アルゴリズムに基づくアニメキャラクターのインテリジェント分析

アルゴリズムを提案する．この手法は，SSD（Single Shot MultiBox Detector）にいくつかの改良を加えたもので，

具体的には，実験の初期段階においてデータ数を増やすこと，特徴表現能力の高い畳み込みニューラルネットワー

ク構造を選択することからなる．結果として，従来の SSDアルゴリズムより，パフォーマンスが 14％向上した． 

キーワード：人工知能，ターゲット検出，畳み込みニューラルネットワーク，アニメキャラクター 

<Summary> With the increasing computing power of computers and the increase in data scale, artificial intelligence has 

entered a new era of prosperity and development. However, since there are very few artificial intelligence applications in the 

animation industry, there is still a lot of room for automatic generation of animation covers and intelligent editing of animation 

highlights. In this paper, we proposed an intelligent analysis algorithm for animated characters based on target detection. This is 

a multi-directional improvement of the SSD（Single Shot MultiBox Detector) target detection algorithm. In the initial stage of 

the experiment, we increase the number of data and select a convolutional neural network structure with high feature 

expression ability. The accuracy of the results was improved by 10% compared to the results at the beginning of the 

experiment. 

Keywords: artificial intelligent, target detection, convolutional neural network, animation character 

 

1． はじめに 

人工知能の概念は，1956年にコンピュータの専門家らによ

り提案された．以降数十年の間にいくつかの冬の時代を迎え

たものの，データリソース，計算能力，コアアルゴリズムの

急速な発展により，現在の人工知能は人間の知能の一部を凌

駕するまでに至っている．今後数年の間に，人工知能産業は，

国や企業から強力な支援のもとに更なる発展を迎えると期待

されている．人工知能に関するいくつかの技術分野において，

コンピュータービジョン分野は爆発的な発展を遂げており，

その技術が社会生活の中で広く使用されるようになると考え

られている．また，コンピュータビジョン分野の研究開発は，

画像からターゲット物体を検出する物体検知技術の向上によ

り，更なる発展が期待される． 

他方，アニメーション産業の発展に伴い，「NARUTO-ナル

ト-」や「ワンピース」などの国内外で広く人気を博す優れた

作品が数多く登場している．これらのアニメーション作品の

中のキャラクターは，さまざまな年齢層の人々に深く愛され

ており，アニメーション業界の市場価値は大幅に高まるとと

もに市場競争はますます激しくなっている．多くの企業が，

市場での足がかりを得るために自社製品にアニメーション作

品の中のキャラクターを取り入れることで，顧客の新規獲得

や維持を試みている． 

本論文では物体認識のため提案された畳み込みニューラル

ネットワーク（Convolutional Neural Network: CNN）の中の

SSD1)（Single Shot MultiBox Detector）を改良して，画像から

アニメキャラクターを検出及び認識する技術を提案する．こ

の技術を利用することで，ユーザーがなじみのないアニメキ

               　　-- 年次大会2021 論文特集 --
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ャラクターがどのアニメーションのどのようなキャラクター

であるかの理解を容易にし，そのキャラクターが登場する作

品への関心を喚起することが可能となったり，アニメキャラ

クターを使用した製品の普及に繋がることが期待できる． 

最近のコンピュータビジョン分野では物体であるターゲッ

トを検出する技術は，シーンコンテンツの理解，イベントア

クティビティの認識，また，画像の感情的な分析などに加え

た要素技術として応用されている 2)．さらに，ロボットナビ

ゲーション，インテリジェントビデオ監視，コンテンツベー

スの画像検索，拡張現実など，多くの実用的な課題でもター

ゲット検出が広く使用されている．ただし，現在のターゲッ

ト検出の技術開発対象には，アニメキャラクターは含まれて

おらず，そのターゲット検出パフォーマンスは現在のところ

不明である．近年，ターゲット検出に関する研究開発が増え

ているものの，その実用化は少数に留まっている．一方，現

在主流となっている手法の検出精度は一般的なターゲット検

出課題に適用するには十分とは言えず，未だ改善の余地を残

している．ターゲット検出技術に関する状況や，アニメーシ

ョン産業におけるその需要を考慮すると，アニメキャラクタ

ーに適したターゲット検出アルゴリズムの研究開発は今後重

要となると考えられる． 

コンピュータビジョン技術のアニメーション分野への応用

には長い歴史がある．最もよく知られている応用の 1つに，2

次元少女キャラクターのイラストからアニメーションを自動

生成する深層学習エンジンDeepAnimeがある．またアニメー

ションキャラクターから作品の作家を判断するためのディー

プラーニングなどの技術などもある．これらはすべて畳み込

みニューラルネットワーク構造を使用してアニメーション画

像を分類することに用いられている．一方，本論文で提案す

る解析技術は，アニメーション画像からそのキャラクターに

関するターゲット検出を実現するものである． 

ターゲット検出課題には，特定の物体を検出するインスタ

ンスレベルのターゲット検出と一般の物体をカテゴリに入れ

て検出する二つの課題がある．前者は例えば猫という物体を

検出する際，ペルシャ，ベンガル，ラグドールなど様々な種 

 

(a) 入力画像            (b) 検出結果画像 

図 1 アニメキャラクターのターゲット検出の例 

画像の出典:「ノーゲーム・ノーライフ」 

© 2014「ノーゲーム・ノーライフ」全権代理委員会 

Fig.1  A result example of target detection of animation image 

(a) Input image (b) Result image 

 

類の猫を検出するように特定のターゲットのサンプル画像

が，入力画像内の特定のターゲットと一致するかどうかを判

定する問題となる．一方，後者のターゲットカテゴリの検出

は，主に，一般的な歩行者の検出，車両の検出，顔の検出な

ど，事前に決められたカテゴリに含まれるすべてのターゲッ

トクラスに対する分類を行う． 本論文では，各アニメキャラ

クターをカテゴリとして定義し，ターゲットカテゴリの検出

を行う．アニメキャラクターのターゲット検出の例を図 1に

示す．図 1 (a)は入力のアニメーション画像であり，(b)は検出

したキャラクターを緑色の枠に表示している結果画像である． 

2． 関連アルゴリズムの紹介 

2.1 従来のターゲット検出アルゴリズム 

従来のターゲット検出アルゴリズムのフレームワークは 3

つの段階に分けられる．最初に，入力画像からいくつかのウ

ィンドウを選択する．次にこれらのウィンドウの特徴を抽出

する．最後に，トレーニングされた分類器を使用して抽出さ

れた特徴に対し最終的な分類を行う．画像の特徴抽出は，物

体検出と画像認識の中核となる．その目的は，分類と認識に

役立つ有用な特徴を抽出することである． 

画像の一般的な特徴の抽出は，色，グラデーション，テク

スチャ，形状などのいくつかの側面から設計されている．従

来のパターン認識で最も一般的に使用されていた効果的な特

徴量は，SIFT，LBP，HOGなどがある．しかし，最近は深層

学習を利用した方法が主流になり画像の特徴量は畳み込みネ

ットワークから自動的に抽出することが多い． 

2.2 深層学習を用いたターゲット検出アルゴリズム 

2012 年に ImageNet を使った画像認識コンペ ILSVRC

（ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge）で優勝し

た AlexNet3)の登場から畳み込みニューラルネットワークを

用いたターゲット検出アルゴリズムは急速に発展した．その

中でも多く使われている有名な畳み込みニューラルネットワ

ークとして Faster R-CNN (Region-based CNN) 4)，YOLO (You 

only Look Once) 5)，SSD などが挙げられるが，それぞれの畳

み込みネットワークの構造の違いにより，その性能と処理速

度は異なる． 

SSDは YOLOよりも高速で Faster R-CNNと同等の精度を

実現できる．SSDのネットワーク構造は図 2に示すように既

存の VGG-166) の構造をベースネットワークとして途中まで

流用し，その次にさらに補助となる畳み込みネットワークを

追加している．VGG（Visual Geometry Group）6)のモデルは

AlexNet の構造を改善して精度の向上を達成した．実装が簡

単なため，深層学習を利用する画像分類手法や学習アプリケ

ーションなどに広く使用されている．VGG-16の 16は畳み込

みニューラルネットワークのアーキテクチャが 16 層である

ことを意味する．16層の VGGアーキテクチャが最高のパフ

ォーマンスを発揮するためである． 
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図 2 SSD のネットワーク構成 1) 

Fig.2  The network structure of SSD1) 

 

3． 提案するターゲット検出アルゴリズム 

3.1 提案手法 

本研究では，ターゲット検出に基づくアニメキャラクター

の知能解析アルゴリズムを提案する．これは，SSD ターゲッ

ト検出アルゴリズムをいくつかの点で発展させた手法であ

る．具体的には実験に利用できるサンプルデータ量が比較的

少ないことを考慮し，まず，ターゲット検出のパフォーマン

スに対するデータの拡張の影響を解析する．続いて損失関数

内の重みの変更に対するパフォーマンスの変化を解析する．

以上の 2 段階を通じてパフォーマンスの改善を目指す． 

3.2 モデルトレーニング 

ネットワークのトレーニングにおいては，手動でラベル付

けされた学習データが必須となる．Default frame（YOLO，

Faster R-CNNなど）を使用してネットワーク構造を設計する

ための重要なポイントは，ラベル情報（実際のラベルフレー

ムと実際のカテゴリ）をデフォルトフレームにマップする方

法である．SSD フレームワークのトレーニング中では，真の

ラベルフレームとデフォルトのフレームが次のようにペアに

なる． 

まず，実際の各ラベルボックスが一意のデフォルトボック

スに対応するように，実際の各ラベルボックスと最大のジャ

ッカードオーバーラップがあるデフォルトボックスを探

す．ここで，ジャッカードオーバーラップは IOU（Intersection 

over Union）である． 

次に，実際のラベル付きボックスとまだ一致していない残

りのデフォルトボックスをペアリングしてみる．2 つの間の

ジャッカードオーバーラップがしきい値よりも大きい限り，

一致と見なす．SSDアルゴリズムのトレーニングは，Multibox

を利用し，複数のターゲットカテゴリを処理するように拡張

されている． 

ただし，SSDの場合，イメージから多数のデフォルトボッ

クスが生成される．実際のラベル付きボックスと正常にペア

リングされたポジティブサンプルの数は，正常にペアリング

されなかったネガティブサンプルの数と比較して少量になる．

これは深刻なクラスの不均衡の問題につながる．負のサンプ 

 

(a) 少量の正サンプル            (b) 大量の負サンプル 

図 3 ターゲットとバックグラウンドの不均衡 

画像の出典:「ノーゲーム・ノーライフ」 

© 2014「ノーゲーム・ノーライフ」全権代理委員会 

Fig.3  An example images extracted from target and background with 

unbalanced dataset (a) a small number of positive sample image (b) 

a large number of negative sample image 

 

ル数は正のサンプル数よりもはるかに多く，損失への寄与は

トレーニング中の損失への正のサンプルの寄与よりもはるか

に大きくなる．この結果，モデルの正しい方向への最適化に

影響し，最終モデルの学習は失敗してしまう．ターゲットと

バックグラウンドの不均衡を図 3に示す． 

カテゴリの不均衡の問題に対処するために一般的に使用さ

れる方法は，OHEM（Online Hard Example Mining），CBL（Class 

Balance Loss），FL（Focal Loss）などである．これらの方法

をより広い観点から見ると，損失関数を計算するときに，様

々なカテゴリに様々な損失の重みを追加することで問題を解

決する． 本論文では，SSD 損失関数の信頼損失関数Wの正

のサンプル損失に重みパラメーターを追加することを提案す

る．これにより，損失に対する正と負のサンプルの貢献度を

比較的バランスの取れた状態にすることができる． 

3.3 実験データセットの確立 

本論文の実験で使用するデータはすべて筆者らが作成した．

データセットは，8,000 枚のオリジナルアニメーション画像

と対応するラベルファイルで構成されている．6 つのアニメ

作品から 20人のアニメキャラクターを選定し，それぞれのキ

ャラクターごとに 400 枚の画像を容易した．実験データセッ

トに含まれるアニメーション作品とそれに対応するアニメー

ションキャラクターを表 1に示す． 
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 表 1 アニメキャラクター検出実験に使用される 

データセット 

 Table 1  Experiment dataset for detection of animated characters  

 
アニメの作品名 

キャラクター 

 人数 名前 

 ノーゲーム・ノーラ

イフ 
4 人 

空，白，ステファニー・ドーラ，

ジブリール 

 fate/stay night 4 人 遠坂凛，衛宮士郎，Archer ，Saber

 Re:ゼロから始める

異世界生活 
2 人 エミリア，レム 

 狼と香辛料 2 人 ホロ，クラフト·ロレンス 

 俺の妹がこんなに

可愛いわけがない 
3 人 高坂桐乃，五更瑠璃，新垣あやせ

 
五等分の花嫁 5 人 

中野一花，中野二乃，中野三玖，

中野四葉，中野五月 

       

4． 実験結果と分析 

実験を行うために，オープンソースコードに本論文で提案

する手法に関するいくつかの変更を行なった．また，全デー

タセットをトレーニングセットと検証セットの 2つに分割し

た．トレーニングセットには，元のアニメーション画像デー

タの 6,000 枚の画像と，これらのデータを拡張した画像が含

まれている．一方，検証セットは，元のアニメーション画像

の残りの 2,000 枚となる．トレーニングの反復回数は 30,000

回とし，1,000 回ごとに検証を行なった．また，評価基準とし

ては，ターゲット検出アルゴリズムの精度を評価する際によ

く用いられるmAP（mean average precision）を採用した． mAP

は．ターゲット検出タスクの場合，各ターゲットカテゴリご

とに，Precision（精度）と Recall（再現率）を計算し，それら

をプロットした P‐R 曲線を取得できる． APの値は P-R 曲線

の下の面積であり，mAPの値は全ターゲットカテゴリの AP

の平均値である．また，mAPの範囲は 0から 1までとなり，

値が大きいほどパフォーマンスが良いことを表す． 

4.1 3 通りの主流なターゲット検出方法の比較実験 

現在，アニメキャラクターに関するターゲット検出におい

てどの手法が最も優れているかは明確にされていない．そこ

で，本論文では，2.2 節で説明した 3 通りの主流なアルゴリズ

ム（Faster R-CNN，YOLO，SSD）を使用し，アニメキャラク

ターに関するターゲット検出に対するそれぞれの手法のパフ

ォーマンスを評価した． 

表 2 から，最も高い mAP を実現する手法は，各キャラク

ターごとに異なることがわかる．したがって，特定の手法が

全てのアニメーションキャラクターに対して他の手法よりも

高いパフォーマンスを発揮するわけではないと言える． 

表 3に，3 通りの方法の平均計算時間とmAP値を示す．こ

の結果から，Faster R-CNNの検出性能が最も高い一方，最も

計算時間が長いこともわかる．また，YOLOは計算時間が最

も短いものの，検出性能は最も低い．一方，SSD の検出性 

   

 表2 3通りの主流な畳み込みニューラルネットワーク方法

による各キャラクターの検出結果 

 

 Table 2  The accuracy of detection of animated characters using 

three major CNN methods  

 

         方法

カテゴリ 

Faster 

R-CNN 
YOLO SSD 

 

空 0.63 0.68 0.71 

白 0.71 0.67 0.67 

ジブリール 0.64 0.66 0.61 

ステファニー・ドーラ 0.59 0.62 0.63 

    

遠坂 凛 0.71 0.67 0.75 

衛宮 士郎 0.65 0.63 0.59 

Archer 0.71 0.40 0.63 

Saber 0.76 0.65 0.77 

エミリア 0.67 0.64 0.64 

レム 0.58 0.52 0.53 

ホロ 0.68 0.63 0.65 

クラフト·ロレンス 0.69 0.69 0.77 

高坂 桐乃 0.58 0.62 0.64 

五更 瑠璃 0.62 0.54 0.57 

新垣 あやせ 0.60 0.69 0.67 

中野 一花 0.71 0.60 0.69 

中野 二乃 0.68 0.56 0.67 

中野 三玖 0.71 0.73 0.68 

中野 四葉 0.63 0.56 0.60 

中野 五月 0.64 0.65 0.64 

能は Faster R-CNNとほぼ同じであり，計算時間は YOLOと

ほぼ同様となった． そこで，本研究では以後，アニメキャラ

クターのターゲット検出に関する基本アルゴリズムとして

SSDを用いることとする． 

4.2 アニメーションデータ拡張効果に関する検討

実験 

本論文の解析実験で用いたアニメキャラクターの画像デ

ータの量は比較的少なく，実際のアニメキャラクター検出モ

デルのトレーニングとしては十分とはいえない．そこで，こ

こでは，元のアニメーション画像データを拡張する．データ

拡張を行うことにより，トレーニングの過剰適合をある程度

防ぐことができ，トレーニングされたモデルの最終的な認識

能力と汎化性能に影響を及ぼすと考えられる．一般的なデー

タ拡張方法には，水平または垂直の反転，ランダムなトリミ

ング，色のコントラストまたは明るさの変更，アフィンまた 

表 3 3通りの主流な畳み込みニューラルネットワーク方法の検出時

間と検出性能の比較 

Table 3  The process time(ms) and accuracy (mAP) of three major CNN 

methods  

 

方法 Faster R-CNN YOLO SSD 
 

 

時間(ms) 73 47 50 
 

 

mAP 0.66 0.60 0.65 
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図 4 アニメーションデータの拡張 

画像の出典:「ノーゲーム・ノーライフ」 

© 2014「ノーゲーム・ノーライフ」全権代理委員会 

Fig.4  Expansion of input image data  

 

は回転変換，ノイズの追加などがあるが，どの方法が効果的

なのかは対象とする課題ごとに異なる．本論文では，トリミ

ング，回転，色の変更によるデータ拡張を行なった．その例

を図 4に示す． 

実験結果として，拡張データを使用してトレーニングされ

たモデルの mAPは 0.72となり，拡張データを用いなかった

場合のmAPと比較して0.07の改善が見られた． したがって，

データの拡張は，アルゴリズムのパフォーマンスの向上に一

定の影響を与えることがわかった． 

4.3   ベースネットワーク構造の置き換え実験 

既存のSSDはベースネットワークとしてVGG-16を使用し

ている．本論文では，新たに ResNet347)をベースネットワー

クと選択し，解析実験を行なった．ResNet34は，計算精度は

比較的高く，またネットワークの深さは中程度のため計算量

は比較的少ないなどの特徴を有する．ここでは，SSDのベー

スネットワークとしてVGG-l6とResNet34を用いたモデルを

それぞれ，SSD-VGG16，SSD-ResNet34と表記する． 

解析の結果，SSD-ResNet34によるmAP値は最終的に 0.80

となり，SSD-VGG16によるmAP値である 0.72に対し，一定

の増加が認められた．その結果を図 5に示す．また，それぞ

れのモデルに対する計算時間を表 4に示す． 

SSD-ResNet34はSSD-VGG16より検出精度の点で改善され

ているが，一方，検出時間については SSD-VGG16と比較し

て増加している． 

4.4 正のサンプルの損失重みを変更した損失関数で

の実験 

ここでは，SSD-VGG16と SSD-ResNet34アルゴリズムに基

づいて，Wの値を 1, 3, 5に設定した解析実験を行なった．こ

こで，Wが 1 の場合は 元の損失関数と一致する． 図 5に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSD-VGG16 

SSD-ResNet34

図 5 異なるベースネットワークによる正解率 

Fig.5  Accuracy of difference base CNN network  

表 4 異なるベースネットワークの検出時間と性能の比較 

Table 4  Process time and accuracy of different base CNN network 

 方法 SSD-VGG16 SSD-ResNet34  

 時間(ms) 50 62  

 mAP 0.72 0.80  

    

                                              SSD-VGG16-W1

            SSD-VGG16-W3

SSD-VGG16-W5

図 6 損失重み W 値による SSD-VGG16 の正解率 

Fig.6  Accuracy according to loss weight W using SSD-VGG16  

 

SSD-VGG16と SSD-ResNet34を用いた解析の結果を示す．図

6と図 7より，Wが 3のとき，反復回数に対する mAP値の

上昇スピードが最も早く，最終的な値も 0.77 となり W が 1

の時を上回った．一方， Wが 5のとき，mAPの値は常にW

が 1の時の結果を下回り，最終的には 0.69に収束した．この

結果から，損失重みを適切に変更することでモデルのパフォ

ーマンスが向上する可能性が示せた． 

 SSD-ResNet34 を用いた場合においても，W が 3 のとき，

mAPは最も高くなり，最終的には 0.85に収束した(図 7)．一

方， Wが 5のとき，mAPの値は常にWが 1の時を下回った． 
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SSD-ResNet34-W1

SSD-ResNet34-W3

SSD-ResNet34-W5

図 7 損失重みW 値による SSD-ResNet34 の正解率 

Fig.7  Accuracy according to loss weight W using SSD-ResNet34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) アニメキャラクター「エミリア」と「レム」を検出した結果画

像の例 

画像の出典:「Re:ゼロから始める異世界生活」 

© 2016 「Re:ゼロから始める異世界生活」製作委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) アニメキャラクター「空」と「白」を検出した結果画像の例 

画像の出典:「ノーゲーム・ノーライフ」 

© 2014「ノーゲーム・ノーライフ」全権代理委員会 
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(c) アニメキャラクター「ホロ」と「クラフト·ロレンス」を検出し

た結果画像の例 

画像の出典:「狼と香辛料」 

© 2008「狼と香辛料」製作委員会 

図 8 アニメキャラクター検出の実験結果の一部例 

Fig.8 The images of experimental result of detecting animated characters  

 

4.5 アニメキャラクターターゲット検出の結果例 

データの拡張を行なった後の性能は，拡張を行う前と比べ

て約 10％高くなった．ここでは，解析に用いたデータの中か

らアニメ作品を3作とり上げ,そのターゲット検出実験の結果

画像を一部選択し，ターゲット検出例として図 8 に紹介す

る．各作品のキャラクターは表 2のカテゴリに従って検出し，

その結果は色の枠に表示している． 

5． まとめ 

 本研究で提案したターゲット検出アルゴリズムは，SSDタ

ーゲット検出アルゴリズムを発展させたものである．まず，

アニメキャラクターの検出に現在までに提案されている 3 通

りの手法（Fast R-CNN，YOLO，SSD）を適用した結果，SSD

は Faster R-CNNと比較して速度に関して，YOLOと比較して

パフォーマンスに関して利点があることがわかった．そこで，

以後の解析実験ではベースとなるアルゴリズムとして SSD

を選ぶこととした．次に，アルゴリズムに対するデータ拡張

を行い，その有効性を検証した．また，フロントネットワー

ク構造を置き換えるとともに，損失関数で正のサンプルの損

失重みを適切に増やした解析実験を行った．その結果，元の

SSDアルゴリズムと比較して，パフォーマンスが 14％向上す

ることが確かめられた． 
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出産・育児と両立するための様々な学会参加の方法 

五十嵐 悠紀（正会員） 

明治大学 

Attending Conferences during Childbirth and Childcare 

Yuki IGARASHI (Member) 

Meiji University 
 

はじめに 

コロナ禍になり，あっという間に 2 年がたちました． 初

の緊急事態宣言の頃には戸惑いながらのオンライン化でした

が，今では皆さんオンラインにもすっかり慣れて，学会はオ

ンラインのほうがいい，なんていう声も聞こえてきます．私

が初めてオンラインで学会発表をしたのは 10 年以上前．3 人

の子育てをしながら，研究者としてのキャリアを積むために

学会参加・発表をしてきた中で，オンライン参加はそのため

の一つの手段でもありました．これまで経験した様々な学会

参加の方法を振り返って，コーヒーブレイクコーナーを書い

てみようと思います． 

オンライン参加した2008年の国際会議 

私が初めてリモートから国際会議に参加したのは，2008 年

の Smart Graphics という会議でした．当時，博士後期課程の 2

年生だった私ですが，論文が採択されたものの，第 1 子妊娠

中でつわりがひどく国際会議が開催されるフランスのレンヌ

まで行けないという状況でした．委員の方と相談して，参加

登録費は通常通り支払うが現地には行かずに日本からオンラ

イン発表とさせていただけることになりました． 

パワーポイントに音声を吹き込んで自動再生設定にした

ものをお渡しし，現地で再生していただきました．そのあと

live Q&A として，Skype でつないでいただき，リアルタイム

で質疑のやりとりをしました．2 日前には接続テストも行い

ました．当時の Skype では 2 秒くらいの遅延はあるもののリ

アルタイムな質疑はスムーズにできました． 

当日は WEB カメラでこちらの顔を見せるだけでなく，現

地の会場の様子もこちらに見せてくださり，かなり広い会場

だったことや現地参加者の様子まで私の方にもわかりました．

コンピュータでぬいぐるみの設計をする研究の発表だったの

ですが， 後の質問で「What will be the first stuffed animal for 

your kid?」と聞いてくださり(妊婦で渡航できないことを知っ

ての質問)，会場が和んでいたのを覚えています．ただ，まだ

まだオンライン発表が一般的ではなかった 2008 年．発表直後

に，現地会場にいらっしゃった国内の先生から「会場の雰囲

気は良く，好意的に受け取られていたと思います」とのメー

ルをいただき，ほっと安堵したことも覚えています． 

国内開催の国際会議の有難み 

つわりがおさまった頃，国際会議 Pacific Graphics 2008 が東

京で開催され，論文発表を行いました．妊娠中は自分の身体

が思うようにならず，とても疲れやすかったり，頭が回らな

かったりします．私はじっくり研究のことを考えることがで

きなかったり，メールの文章がうまくまとめられず，文面が

長くなったりしていました． 発表をしていても息切れしたり，

質疑応答でとっさに言葉が出てこないことなどがありながら

も何とか乗り切った感じでした． 

論文投稿をする際に，その会議がどこで開催されるかとい

うのは大事なポイントの 1 つです．せっかく発表するなら海

外に行きたいと国内開催の国際会議は論文投稿を避ける方も

いらっしゃいますが，妊娠中・子育て中は，日本国内開催の

国際会議が大変有難く思っていました．私にとっては共著者

に発表を頼むのではなく自分で発表したいという研究者とし

ての思いと，子どもとあまり離れたくない母としての思いを

両立するための解決策でした．次の日本開催の国際会議は…

…と積極的に情報を仕入れるようになりました．その後も日

本開催の SIGGRAPH Asia, 日本開催の Pacific Graphics など，

国内で行われる国際会議の投稿締め切りを目標にして研究を

進めていきました． 

子連れで参加した国内学会 

第 1 子出産後，インタラクション 2009 に初めて子連れで

参加しました．当時流行っていた「スリング」に抱えて論文

発表やデモ発表を聞いて周っていたところ，「その大事そうに

抱えている荷物は何？」と聞かれ，「息子です」と見せたとこ

ろ「機材かと思った！」と大笑いされたことも覚えています．

授乳やオムツ替えをするための控室も用意してくださり，み

なさんが温かく見守ってくださったことから，子連れでも学

会参加ができるかも？と自信がついた頃です． 

また，学会併設でベビーシッターサービスを用意してくだ

さったのが，ヒューマンインタフェース学会 2009．このとき

の会場はお茶の水女子大学で，教室の机と椅子を後ろに下げ

て簡易託児室を作ってくださっていたのですが，子どもが 6

時間ミルクを断固として飲まず，困らせたりもしました． 
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ミルク断固拒否で 6 時間我慢して困らせた息子 

（ヒューマンインタフェース学会 2009） 

インタラクション 2011 の際は，お台場にある日本科学未来

館が会場でした．自宅近くの保育園に預けてから向かうか，

学会併設の託児室に預けるか悩んだ結果，学会会場まで一緒

に出向き，併設の託児室に預けたのでしたが，なんと学会 2

日目が，2011 年 3 月 11 日．東日本大震災が起きたのです． 

地震がおきたときに日本科学未来館の 上階（7 階）の会

場にいた私は，同じフロアの託児室に預けていた息子と揺れ

がおさまった直後に合流できました．かなりの揺れで，コー

トかけなどが部屋中に倒れてしまっており，ベビーシッター

さんに守られていた息子は一言も発しませんでしたが，すぐ

に合流できたことで安心しました．その後，数時間かけて自

宅にたどり着き，自宅についたのは夜 9 時をまわった頃．一

緒の場にいてよかったと思った瞬間でした． 

 

東日本大震災が起きたインタラクション 2011 

子連れで参加した国際会議 

国内シンポジウムの子連れ参加を経て「なんとかなる！」

と思った私は国際会議にも子連れで出張しました．我が家は

夫婦ともに同じ分野の研究者なので子連れでない場合はどち

らかが学会参加を諦めなくてはいけません．子どもの予防接

種は可能な限り済ませた上で，母子手帳を英訳したものを持

ち，日本語のわかる病院情報も調べてから現地に向かってい

ました．幸い現地で体調を崩して病院のお世話になったこと

はまだありません． 

海外では他の研究者も子連れで参加していて，子どもの話

で盛り上がったりもします．研究について英語で議論するだ

けでなく，子どもの話を英語で話しながら，子どもにまつわ

る英語の語彙が増えていった時期でもありました．「こっちの

国では妊娠中はナマ物は食べちゃいけないと言われているが，

日本人は妊娠中は寿司以外に何を食べるんだ？」と言われた

こともあり，毎日寿司ばっかり食べているわけではないと話

したこともあります． 

昔は国際会議SIGGRAPHにもSIG KIDSといった子ども向

けプログラムがあったり，託児サービスがあったりしたそう

ですが，私が会議に参加する頃にはなくなってしまっていま

した．学会会場では，子どもがベビーカーで寝たら，テクニ

カルペーパー（技術論文）発表を聞いて，子どもが起きたら，

デモ展示やポスター発表をまわって，と過ごしていました． 

時差で昼夜反転したまま過ごすと，学会会場では論文発表

が聞けて有難いのですが，夜にホテルに帰ってから子どもは

目が冴えてしまい，なかなか寝てくれなかったりと大変でも

ありました． 

 

 
国際会議 SIGGRAPH2012 に参加したときの様子 

ロボットで遠隔参加した学会 

3 人目が生まれた直後には，自宅から学会会場にある遠隔

操作ロボットにログインして参加したこともありました．

WISS2014 という国内の泊りがけのワークショップに参加し

た際に使わせていただいたのは iPresence の『Double Robotics』

という遠隔操作ロボット．iPad を乗せた自立型のロボットで

す．ロボットの移動の指示に使うのはPCの十字キーのみで，

上下キーで，ロボットを前進させたり後退させたりし，左右

キーでロボットの首を左右に操作します．もう 1 つ，操作画

面上にあるボタンをクリックすることでロボットの首の高さ

を上下に変更することができます． 
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WISS2014 にロボットで参加したときの様子 

 

学会のデモ会場では自由に会場内を動き回り，発表者に 1

対 1 で説明をしてもらうことができました．こちらから質問

をしたり，それに答えてもらったり，実機のデモを見せてい

ただいたり．実際に現地に行くのと同様，研究の説明を聞く

ことができました． 

また，招待講演のあとの質疑応答の時間には，質問のマイ

クに並んでみました．遠隔操作なので，前方のマイクに向か

って歩いて行く際，前に並んだ人との間隔がつかみにくく，

後ろからぶつかってしまうというハプニングもありましたが，

無事に質問し，講演者から意見を聞くことができました． 

2014年にはすでにニコニコ生放送やUstreamなどを使って

学会での発表をオンラインストリーミング聴講ができるよう

になっていました．けれども，ロボットでの参加で，オンラ

インストリーミング聴講と大きな違いを感じたのは，休憩時

間や懇親会の時間もつながっていたこと．通常のオンライン

聴講では，例えば前半の講演が終了次第，「それでは休憩に入

ります．次は予定通り 15 分後に再開します」などと生中継も

切断され，その間，こちらもトイレ休憩をしたり，コーヒー

を淹れてきたりと 1 人で休憩をすることになります． 

しかし，ロボットを利用して，休憩時間も現地と接続でき

ていたため，休憩時間も自由に会場を動き回ることができま

した．現地で休憩時間になると，人の流れが会場の右後ろに

流れているのを見て，その流れについていくと，コーヒーコ

ーナーで現地の参加者がたむろしているところに行くことが

できました．そこでは，現地の参加者と先ほどまでのセッシ

ョンの話で盛り上がったり，研究者と近況報告をしたり．も

ちろん，ロボット自体の話も多かったのですが，まるで現地

にいるかのように，休憩時間までも現地の人と会話をするこ

とができました．会議やシンポジウムも大事ですが，休憩時

間や懇親会でのディスカッションも大事というのは，どの業

界でもよくある話なのではないでしょうか． 

3日間開催されたうちの 初の2日間をロボットで参加し，

こういった遠隔参加を体験したあと，3 日目をロボットなし

でストリーミング聴講＋Twitter での参加をしたところ，これ

までとは違う喪失感と言いますか，妙に寂しく，物足りなく

感じました． 

むすび 

 このように一口に学会参加といってもオンライン，オフラ

イン，子連れなど様々な参加の仕方を経験してきました．数

年前までは「出産直後は学会に参加できない」ことが普通で

したが，「遠隔操作ロボットで参加できる」時代にもなりまし

た．もちろん，体調が優れなくて無理ができない人もいます．

そこまでして学会発表しなくても論文誌投稿でいいじゃない

かという意見もあるかもしれません．でも，「できない」「あ

きらめる」のではなく，「できる方法を考える」「選択肢を広

げる」ことで，世の中が変わったり，前に一歩進めたりする

ことを感じていただけたら幸いです． 近では完全オンライ

ンから少しずつ元の学会の形態に戻りつつもありますが，ま

だしばらくオンラインとのハイブリッド開催が続きそうです．

新しい学会参加の形を模索しながら，研究や技術が進歩して

いくといいですね． 
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Mixed Reality環境によるスポーツ連続写真の等身大可視化の検討とその評価

武 藤 駿 嗣† 井 尻 敬†（正会員）

†芝浦工業大学

Sports Motion Visualization by Life-Size Sequential Photography

in Mixed Reality Environments and Its Evaluation

Shunji MUTO† , Takashi IJIRI†(Member)

†Shibaura Institute of Technology

〈あらまし〉 一連の動作を一枚の静止画に集約できる連続写真は，スポーツ動作の可視化に広く利用されている．し
かし，一般的に連続写真は紙やモニタにより可視化されるため，動作の大きさを把握しにくいという課題がある．そ
こで本論文では，大きさを把握しやすいスポーツ可視化法の実現を目的とし，Mixed Reality(MR)技術を利用した
連続写真の等身大可視化法を提案する．提案手法は，撮影した一連のスポーツ動作を，連続写真・動画・残像付き動
画としてMR空間に等身大の大きさで提示する．これにより，ユーザは連続写真を好みの角度から等身大で観察で
きるため，動作中の姿勢のみでなく，歩幅やジャンプの高さなど，動作の実際の大きさを把握できる．提案手法の動
作の大きさ把握に対する効果を確認するため，本研究では，27インチモニタによる縮小表示，プロジェクタによる
等身大表示，MRによる等身大表示を比較するユーザスタディを実施した．その結果，等身大表示 (プロジェクタ・
提案手法)はモニタで連続写真を表示するよりも動作の大きさを高い確信度で正確に把握できることが示唆された．

キーワード：複合現実, 仮想現実, スポーツ動作, 等身大可視化, 連続写真

<Summary> Sequential photography is widely used for sports visualizations because it illustrates one

motion with a single static image. However, because sequential photographs are usually displayed on paper

or monitor and their sizes are smaller than life-size, observers cannot easily recognize the actual size of

the motion. In this paper, we propose a life-size visualization method of sequential photography by using

mixed reality (MR) technology. With our method, the observer wears a video-see-through head-mounted

display and captures a motion of a player by using a hand-held camera. Our method synthesizes sequential

photography from the video and visualizes it in life-size in MR space. To confirm the effectiveness of the

proposed method, we conducted a user study where we compared a smaller visualization with a monitor

display, a life-size visualization with a projector, and a life-sized visualization with our method. The results

suggest that the life-size visualizations with a projector and our method allow observers to recognize scales

of motions accurately and confidently.

Keywords: mixed reality, virtual reality, sports motion, life-size visualization, sequential photography

1. は じ め に

連続写真とは，動きのある被写体を一定の間隔で複数回撮

影し，被写体を切り出して一枚の写真に合成する表現方法で

ある．連続写真には一連の動作を一枚の静止画で可視化でき

るという利点があり，この表現法は，ゴルフや野球のスイン

グ中の姿勢や，走り幅跳びの空中姿勢など，多様なスポーツ

の可視化に用いられている1),2)．また，手軽に連続写真を合

成できるよう，手持ちしたスマートフォンにより撮影された

写真群から連続写真を合成する手法3)も発表されている．し

かし，通常，連続写真は，紙媒体やモニタを用いた可視化を

される．このため，動作の実際の大きさを把握しづらいとい

う課題がある．

新たな観戦方法確立やスポーツの動作可視化のため，Vir-

tual Reality(VR)技術を用いたスポーツ可視化に関する研究

がなされている．単眼映像や多視点映像から自由視点映像を

合成する手法4)～7)や，サッカーの試合を自由視点映像化し，

テーブルトップ上に可視化する試み8),9)が行われている．しか
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し，これらの手法では，モニタやテーブルトップ上にスポー

ツ動作が収縮されて表示されるため，動作の大きさを把握す

ることが難しい．また，スポーツ動作を可視化するためのス

マートミラーシステムも提案されている10)～14)．しかし，多

くのスマートミラーシステムでは練習者の動作がほぼ等身大

で可視化されるものの，自由に近づいたり回り込んだりしな

がら対象を観察することが難しい．これらの関連研究につい

て，詳細は 2章にて紹介する．

そこで本研究では，実際の大きさを把握できるスポーツ動

作の可視化法の実現を目的とし，Mixed Reality(MR)技術

を用いた連続写真の等身大可視化法を提案する．図 1に立ち
幅跳びの可視化例を示す．提案システムにおいて，ユーザは

ビデオシースルー型の Head Mounted Display (HMD) を

装着し，トラッキングマーカー付きのカメラにより競技者の

スポーツ動作を動画として撮影する (図 1(a) )．提案システ

ムは，動画像から競技者の領域を切り出し，これをMR空間

に等身大で可視化する (図 1(b) )．提案システムでは，連続

写真表示，動画表示，残像付き動画表示といった 3種の可視

化法を提供する．撮影後の観察時には，ユーザはこの 3種の

可視化法を切り替えながら，好きな視点や距離から動作の様

子を観察できる．この可視化方法を利用するとスポーツ動作

を等身大でかつ自由な位置・距離から観察できるため，動作

中の姿勢のみならず動作の大きさを容易に把握することが可

能となる．

提案手法の動作の大きさ把握に関する効果を確認するため，

ユーザスタディを実施した．このユーザスタディでは，複数

の立ち幅跳びの連続写真を，(i) 27インチモニタによる縮小

表示，(ii) プロジェクターによる等身大表示，(iii) 提案手法

による等身大表示，という 3種の可視化方法で提示し，実験

参加者に立ち幅跳びの距離・高さを質問した．これに加えて，

自身の回答に関する確信度などについても質問した．結果，

プロジェクタ- 提案手法-モニタの順に回答の精度が高く，提

案手法はモニタ表示に比べて高い確信度で動作の大きさを回

答できたことを確認した．提案手法の有用性を示すため，本

論文では，提案手法をバドミントン・テニスなどに適用しそ

の結果について考察する．

本論文にて提案する手法の基礎的アイディアは，情報処理

学会エンターテインメントコンピューティング 201915)及び

ACM VRST 202016)において発表済みである．本論文の新

規性は，提案システムの実装方法の具体的な検討とユーザス

タディにある．特にユーザスタディでは，写真のの等身大可

視化法がユーザの大きさ把握に与える影響に関する調査を実

施し，その結果を考察する．

2. 関 連 研 究

VR技術を用いたスポーツ練習支援やスポーツ可視化に関

する試みがなされている．ここでは本研究と関連の深い，可

視化に関するものを紹介する．

(a)

(b)

図 1 立ち幅跳びの可視化例
Fig. 1 Visualization examples of a standing long jump

2.1 自由視点映像

新たなスポーツの観戦法確立のため，単眼または複数カメ

ラから取得した映像を入力とし，ユーザが自由に視点を変更

できる，自由視点映像合成に関する研究が発表されている．

例えば，単一のサッカー中継映像から自由視点映像を合成す

る試み4)や，テニス・バドミントン中継映像から自由視点映像

を合成する手法5)が発表されている．一方，高品質な自由視

点映像を高速に合成するため，多視点映像に視体積交差法を

適用する手法も提案されている6)．また，Dayritら7)は，人

間の動作の 3次元的な理解の支援を目的とし，演者の動きを

実空間に表示できるAugmented Reality(AR)システムを提

案した．このシステムでは，RGB-Dカメラにより演者を撮

影し，その 3次元的な動きはモバイルディスプレイを通じて

AR技術により実空間に重ねて表示される．

自由視点映像の新たな可視化方法として，MR技術を用い

て，テーブル上にコート全体を表示する試みが発表されてい

る．Inamotoら8)はサッカーの試合の複数視点映像から，ま

た，Rematasら9)は単眼点映像から，自由視点映像を合成し

サッカーグランド全体をテーブル上へ可視化する手法を提案

した．これらの手法により，広いグランドで行われる競技を

全体を俯瞰しながらテーブルトップ上で観戦することが可能

になる．

しかし，自由視点映像に関する既存研究では，自由な位置

や視点からスポーツ映像を 3次元的に観察できるという利点

があるものの，自由視点映像自体はモニタやテーブルトップ

The Journal of the Institute of Image Electronics Engineers of Japan Vol.51 No.1 （2022）

29



(a) (b)

(c)

図 2 提案システムの全体像
Fig. 2 The overview of our system

上で可視化されている．そのため，スポーツ動作の実際の大

きさを把握することは難しい．

2.2 スマートミラー

ユーザの動作に情報を付与して可視化することでスポーツ

練習を支援するスマートミラーシステムが研究されている．

スマートミラーとは，カメラによりユーザを撮影し，得られ

る映像に情報を付与して提示する，鏡を模したシステムのこ

とである．これまで，手本となる理想姿勢やユーザの姿勢と

理想との差分を提示することで，スポーツの練習を支援する

システムが発表されている．例えば，ダンス10)，バレエ11)，

テニス12)，スラックライン13)の練習のためのスマートミラー

システムが挙げられる．また，スポーツにおけるフォームの

詳細な確認のため，事前に登録した素早い動きを自動検出し

高速度撮影することで，後でリプレイ可能なスマートミラー

システムも発表されている14)．スマートミラーとは多少異な

るが，ボルダリングの練習支援のため，指導者や自身の動き

を等身大でクライミングウォール上に提示するシステムも提

案されている17)．

これらのシステムの多くでは，プロジェクタを用いること

で，ユーザの姿勢はほぼ等身大で可視化される．しかし，ス

マートミラーシステムではスクリーンが固定されているため，

観察可能な視点位置・視点方向が限定されており，自由に近づ

いたり方向を変えたりしながら動作を観察することは難しい．

3. 提 案 手 法

3.1 提案システムの全体像

本研究では，大きさを把握しやすいスポーツ動作の可視化

法の実現を目的とし，MR技術を用いた連続写真の等身大可

視化法を提案する．図 2に提案システムの全体像を示す．図
2(a)に提案システムを利用したスポーツ動作撮影時の様子を

示す．ユーザは，ビデオシースルー機能を持つ HMD(HTC

Vive Pro)を装着し，競技者の 2m程度手前で撮影を行う．撮

影は 3次元トラッキング機能を持つ Vive Proのコントロー

ラーに装着したカメラ (ZED min)を利用して行う．将来的

に 3次元計測を行うためステレオ視機能を持つ ZEDminiを

利用しているが，現在の提案システムでは深度情報は利用し

ていない．ユーザはなるべく床と水平になるようにカメラを

競技者方向へ向け，コントローラーのボタンを押すと動画が

記録される．提案システムは，記録された動画から競技者部

分を切り出しビルボードとして，MR空間内の実際に動作が

行われた位置に配置する (図 2(b))．その後，ユーザは，MR

空間を移動し好きな視点より，3種の可視化方法を切り替え

ながらこのビルボードを観察できる (図 2(c))．

3.2 ビルボード生成

動画像が入力されると，提案システムは，各フレームから

競技者領域を分割する．本研究では，RGB画像情報のみか

ら人物領域を推定可能なMask R-CNN18)を利用する．さら

に，分割された前景領域の周囲 5画素の範囲で膨張処理を行

い，透明度を線形に減衰させることでスムーズな人物画像を

生成する．この境界の透明度指定により，背景になじむよう

な境界を持つビルボードを生成できる (図 3)．各フレームに
おいて，図 3(a)は，Mask R-CNNにより人物領域を切り出

した画像を，図 3(b)は，背景と馴染むように境界付近の透

明度をなめらかに減衰させた画像を示している．

続いて分割した画像を平面状のビルボードとしてMR空間

内の動作が行われた位置に配置する．ここで，動画の最初と

最後のフレームにおいて競技者の足は床面 y = 0に接してお

り，フレーム内の競技者領域の最も低い画素位置 (競技者の

足の位置)を (u, v)とする．動画内の最初のフレームについ

て，撮影時のカメラ位置を xc，カメラの姿勢を表す回転行列

をRcとし，利用したカメラを焦点距離 f のピンホールカメ
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(a) (b)

図 3 人物画像を貼り付けられたビルボード
Fig. 3 A player’s image on a billboard

図 4 ビルボードの奥行き決定方法
Fig. 4 Determination method of the depth of the bill-

boards

ラであると仮定すると，画素 (u, v)のMR空間における位置

は，xf = Rc(upxf, vpyf, f)
T + xc, と表せる．ただし，px

と py は，事前のキャリブレーションにより得られる水平と

垂直方向の画角に関する係数である．提案システムは，カメ

ラ位置 xc から足位置 xf へ直線を生成し，その直線と床面

y = 0との交点を求め，この交点を開始フレームにおける競

技者の足位置とする．

同様の処理を最後のフレームにも適用することで，最後の

フレームにおける足位置を取得する．さらに，開始・終了フ

レームにおける深度値を線形補間することで中間フレームの

ビルボード位置を決定する (図 4)．最後に，各フレームを平
面上のビルボードとして，撮影時のカメラの向きに垂直にな

るように，求めた 3次元位置に配置する．

3.3 ビルボードの可視化

提案システムは，ビルボードの表示法として連続写真表示・

動画表示・残像付き動画表示の 3つの可視化法を提供する (図

5)．ユーザはコントローラ操作により，3つの表示モードを

自由に切り替えることが可能である．撮影されたビルボード

を全て表示したものを図 5(a)に示す．連続写真表示では，撮

影された全てのビルボードから一定時間間隔で抽出したビル

ボードのみが表示される．これにより，既存の連続写真と同

様のものが等身大でMR空間に提示される (図 5(b) )．動画

表示では，一連のビルボードが順番に表示される．これによ

り，動作の様子を，MR空間において等身大のスローモーショ

ン動画として観察可能になる (図 5(c) )．残像付き動画表示

は，動画表示と同様にビルボードを順に表示しつつ，一度表

示したビルボードの透明度を徐々に減衰させることで，動作

(a)全ビルボード (b)連続写真表示

(c)動画表示 (d)残像付き動画表示

図 5 作成された全ビルボードとそれを表示する 3種の可視
化法

Fig. 5 The captured all billboards and three types of
visualization methods for them

の残像を表示するものである．これにより，頭の上下動など，

一連の動きの軌跡を観察しやすくなる (図 5(d) )．

4. ユーザースタディ

提案手法による動作の大きさ把握に関する効果を調べるた

め，モニタ・プロジェクタ・提案手法により連続写真を観察

した際の大きさ把握に関するユーザスタディを実施する．実

験を設計するため，以下 3件の仮説を立てる．

� 仮説 1: 連続写真を等身大表示した方が，紙やモニタに

よる縮小表示に比べ，動作の大きさを正確に把握できる．

� 仮説 2: 連続写真を等身大表示した方が，紙やモニタに

よる縮小表示に比べ，動作の大きさを実感できる．

� 仮説 3: 連続写真の等身大表示は，MR空間で行った場

合にも現実の等身大表示と同様の効果がある．

これらの仮説を検証するため，本研究では以下のようなユー

ザスタディを設計する．

ユーザスタディでは，実験参加者に異なる観察方法で立ち

幅跳びの連続写真を観察してもらい，立ち幅跳びの距離と高

さを回答してもらう．観察方法は，モニタによる縮小表示，

プロジェクタによる等身大表示，提案手法による等身大表示

である．一人の実験参加者は，各観察方法にて 4枚の連続写

真の観察と回答を行う．観察方法の順序は順序効果を考慮し

て参加者ごとに入れ替えることとする．各観察方法における

回答後，自身の回答の確信度についてのアンケートを行う．

最後に，全ての観察方法における回答が終わった後，実験参
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]

図 6 ユーザスタディに利用した立ち幅跳びの連続写真の例
Fig. 6 Examples of sequential photographs of standing

long jumps used for user study

加者が観察した立ち幅跳びの連続写真と正しい距離・高さを

提示し，その答えと聞いた際の納得度についてアンケートを

取る．

4.1 立ち幅跳びの連続写真

実験では，身長の異なる 4名が 3回ずつ異なる飛び方をし

た，計 12枚の連続写真を用意しこれをランダムな順序で利

用した．実験に使用した立ち幅跳びの連続写真の代表例を図

6に示す．なお，各写真の下に拡大図を示す．図中に示すと
おり，連続写真は踏切から着地まで 4枚の姿勢を切り出し 1

枚の連続写真として合成した．また，回答すべき立ち幅跳び

の距離と高さが明確になるよう，第 1フレームのつま先，第

2フレームの最下部，第 4フレームのかかとに赤い直線を描

画した．実験参加者には，つま先の赤線からかかとの赤線ま

でを立ち幅跳びの距離として，床から第 2フレームの赤線ま

でを高さとして回答するように指示する．

各連続写真における立ち幅跳びの距離と高さの真値は，動

画とメジャーを用いて計測した．まず，距離については，飛

び出し時のつま先位置と着地時のかかとをマークし，その距

離を記録した．次に，高さについては，図 7のとおり垂直方
向にメジャーを配置し，ジャンプの様子を動画撮影する．こ

の下で，ジャンプ中の体の最下部とメジャーを比較すること

でジャンプの高さを取得した．なお，図 7において，計測し

やすいように，メジャーには 5cm間隔で印をつけた．

4.2 長さの回答方法

本研究では，観察した立ち幅跳びの距離・高さをひもを利

用して回答する．具体的には，実験参加者はひもを手渡され，

推定した距離または高さと同じ長さとなるようにひもの両端

図 7 立ち幅跳びの高さの真値の計測に利用した画像
Fig. 7 Measuring the true value of the height of the

standing long jump

を指で摘み，長さを指定する．その後，実験者は指定された

始点と終点をハサミで切りその長さを記録する．我々の過去

の予備実験16)では，壁に貼り付けたメジャーを指差すことで

回答を行っていたが，この方法では，10cm刻みや 5cm刻み

のきりの良い数値が回答されることが散見された．このよう

なきりのよい数値の影響を排除するため，本研究では，目盛

りのついていないひもを利用した.

4.3 モニタの観察環境

連続写真の観察環境を図 8に示す．図 8(a)は，モニタに

よる観察の様子である．実験参加者は 27インチモニタより

約 70 cm離れた位置に着席し，画面いっぱいに表示された連

続写真を観察し，距離・高さを回答する．ひもを用いた長さ

の回答時に机が邪魔になる事があるため，回答時は椅子から

離れてよいものとする，

4.4 プロジェクタの観察環境

プロジェクタによる観察の様子を図 8(b)に示す．本研究

では，スクリーンを下辺が床と接地するように配置し，また，

プロジェクタの位置を，画像最下部がスクリーン下辺と一致

し連続写真が等身大となるよう調整する．さらに，提示する

画像は，競技者の足が画像最下部となるようにトリミングす

る．ここで，提示される映像が正しく等身大であることを確

かめるため，映像中の立ち幅跳びの距離をメジャーにて計測

し，真値との誤差が 1cm以内となることを確認した．この

観察環境において，実験参加者はスクリーンから約 2m離れ

た位置に着席した状態で観察を開始し，観察中はスクリーン

より 50cm離れていれば，自由に動いてよいものとする．

4.5 提案手法の観察環境

提案手法の観察環境を図 8(c)に示す．実験参加者はHMD

を装着し，MR空間内にて等身大の連続写真を観察する．図

中の床面に垂直な四角は，MR空間にてビルボードが表示さ

れるおおよその位置である．実験参加者は，ビルボードより

約 1.5m離れた位置に着席した状態で観察を開始し，観察中

はビルボードより 50cm離れていれば自由に動いて良いもの

とする．また，観察後の距離と高さの回答は，HMDを着け
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(a)モニタを用いた場合 (b)プロジェクタを用いた場合 (c)提案手法を用いた場合

図 8 連続写真の観察環境
Fig. 8 Observation environment for sequential photographs

た状態で実施する．この観察環境においても，連続写真が正

しく等身大で表示されていることを確かめるため，可視化さ

れた立ち幅跳びの距離をメジャーで計測し，その真値との誤

差が 1cm以内であることを確認した．

前述のとおり，本研究では，プロジェクタおよび提案手法

を用いた観察において，対象から少なくとも 50cm離れて観

察することとした．これは，等身大表示であるプロジェクタ・

提案手法環境において，対象に自由に近づくことを許可する

と，背比べの要領で自身の体を定規として使用することで距

離・高さを正確に測れてしまうためである．このような自身

の体を利用した計測を行えず，かつ，自由に観察できる距離

として今回は 50cmの距離制限を設けた．一方，モニタ環境

では，このよう計測ができないため観察時の距離制限は設け

なかった．

4.6 確信度と納得度に関するアンケート

前述の仮説 2『連続写真を等身大表示した方が，紙やモニ

タによる縮小表示に比べ，動作の大きさを実感できる』を確

認するため，アンケート調査を実施する．ここでは，回答に

対する『確信度』及び正しい答えを聞いた際の『納得度』を

アンケートにより調査する．モニタ・プロジェクタ・提案方

法の各観察方法にて 4回の観察と回答を実施した後，実験参

加者は『〇〇による回答には確信がありましたか？』という

アンケートに回答する．『〇〇』には，モニタ，プロジェク

タ，または，VRのいずれかが入る．回答には，4段階のリッ

カート尺度を用いる．

さらに，3種類の観察方法を利用した観察と回答が終わっ

た後，答え合わせセッションを実施する．ここでは，実験参

加者に，観察時と同じ順序・同じ方法で同じ連続写真を観察

してもらい，さらに正しい立ち幅跳びの距離と高さを伝える．

その後，『〇〇：答えを聞き，再確認したときに答えに納得

しましたか？』というアンケートに回答してもらう． 『〇

〇』には，モニタ，プロジェクタ，または，VRのいずれか

が入る．回答には，4段階のリッカート尺度を用いる．ここ

で，提案手法は，現実世界に情報を付与するMR技術である

が，今回のアンケートでは，実験参加者の回答のしやすさを

重視し，より認知度の高い VRという単語を利用した．

図 9 3種の観察環境における実験参加者の推定誤差の平均
Fig. 9 The mean absolute errors between the estima-

tions of participants and ground truths in three
types of observation environments

5. 結果と考察

前章にて説明したユーザスタディを実施した．実験参加者

は，男性 6名で平均年齢は 21.3歳であった．実験参加者の

内，1人が VRの経験が無く，3人が 1度か 2度の VRを使

用した経験があり，2人は頻繁に使用していた．

5.1 距離・高さの推定精度

立ち幅跳びの距離・高さについて，実験参加者の推定した値

と真値との差の絶対値 (推定誤差)の平均を図 9に示す．(図

9)において，各棒グラフは左から，幅跳びの高さ，幅跳びの

距離，両者 (高さ，距離)の平均を表す．エラーバーは標準偏

差を表し，『**』は，有意差が認められたことを示している．

この結果に対して，反復測定 2元配置分散分析を，表示要因

(モニタ・プロジェクタ・提案手法)と方向要因 (距離・高さ)

の 2要因について実施した．有意水準は p < 0.05とした．反

復測定 2元配置分散分析の結果，表示要因には有意な主効果

が認められた (F (2, 138) = 3.062, p = 1.023×10−9)．一方，

方向要因には有意な主効果 (F (1, 138) = 3.910, p = 0.089)

は認められなかった．また，これら 2要因の有意な交互作用

(F (2, 138) = 3.910, p = 0.514)は認められなかった．

表示要因に有意な主効果が認められたため，各表示要因の

高さと距離の平均データに対して有意水準を p < 0.05とし
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た対応のある片側 t検定を実施した．検定の多重性に伴う P

値の補正には Bonferroni法を用いた．多重比較検定の結果，

プロジェクタとモニタ (p < 0.01)，プロジェクタと提案手法

(p < 0.01)，及び，提案手法とモニタ (p < 0.01)の平均値に

有意な差が認められた．

連続写真を縮小表示したモニタによる可視化に比べ，連続

写真を等身大表示したプロジェクタ可視化と提案手法におい

て，有意に高い回答精度が認められた．このことから，連続

写真の等身大表示は縮小表示よりも動作の大きさを正確に把

握しやすいことが示唆された．また，連続写真を等身大で表

示した両手法では，実験参加者が，長さの回答をする際に，

画像の足位置に目線を合わせ，ひもを両手で引っ張りながら

その始点・終点と画像とを比べるような動作が見られた (図
10)．また，ひもで大体の長さを決めた後，等身大表示全体
を見渡し，長さを微調整する参加者もいた．このような，自

身の手足と比較できることが等身大表示の大きな利点であり，

これにより推定精度が上がったものと考えられる．

前述のとおり，等身大表示を行った 2手法 (プロジェクタ

及び提案手法)の間にも有意な差が認められた．特に，提案

手法による観察を行ったほうが，プロジェクタを用いた場合

よりも推定誤差が大きかった．この要因の 1つとして，提案

システムの遮蔽の問題が挙げられる．現在の実装では，実世

界の深度値などは利用せず，HMDのフロントカメラより得

られる映像に連続写真ビルボードをオーバーレイする形で等

身大表示を実現している．そのため，観察者が手を目の前に

かざしても，その手より手前にビルボード描かれてしまう．

これにより，手を使って画像の大きさを確認する作業が行え

ず，推定誤差が大きくなったと考えられる．

5.2 アンケート結果

確信度と納得度に関するアンケートの結果を図 11に示す．
図 11において，各項目における 4段階のリッカート尺度の

平均値を右に示す．確信度に関する回答の平均値は，提案手

法で 3.8，プロジェクタで 3.5，モニタで 1.5であった．納得

度に関する回答の平均値は，提案手法で 3.5，プロジェクタ

で 3.8，モニタで 3.0であった．

確信度に関するアンケートについて，モニタによる観察を

行った際の確信度が著しく低い結果であった．これは，モニ

タによる観察では，動作を行っている対象が縮小されている

ため，動作の大きさの推測が困難であったためだと考えられ

る．一方，プロジェクタや提案手法による観察では高い確信

度が認められた．これらの観察法では，写真を実際の大きさ

で観察でき，さらに等身大の写真を見ながらひもの長さを調

節することも可能であったことが要因だと考えられる．また，

プロジェクタと提案手法では同様に高い確信度が認められた．

つまり，等身大の連続写真を，実世界の壁に表示した場合と，

MR空間に表示した場合で，観察者は同様の確信度をもって

動作の大きさを推測できたことが示唆されている．大きな動

図 10 ユーザスタディ中の実験参加者
Fig. 10 Some participants in the user study

図 11 確信度と納得度に関する実験参加者 6 名のアンケー
ト結果

Fig. 11 Results of questionnaires from six participants
in the experiment on the level of confidence and
conviction

きを実世界で等身大表示する場合には，大きな壁や大型プロ

ジェクタが必要となる一方で，提案手法は，HMDのみで等

身大連続写真を表現できるという利点を持つ．ここで，確信

度はあくまで主観的なものなので，確信があっても推定誤差

が大きいことがあり得ることに注意してほしい．

最後に，納得度に関するアンケートの結果は，3手法とも

比較的高い値となり，手法間で大きな差は認められなかった．

モニタによる観察を行った場合の納得度が 3手法の中では最

も低かったものの，実験参加者 6人中 5人が， 「4. はい」

または 「3. どちらかというと，はい」と回答しており，比

較的高い納得度となった．この納得度は，確信を持って回答

したが回答値と真値が大きく異なる場合に低くなるものだと

考えられる．今回の実験では，確信度が高いプロジェクタ・

提案手法では回答精度も高く，確信度の低いモニタでは回答

精度も低い傾向があったため，納得度は全体的に高くなった

のだと考えられる．

6. 多様なスポーツ動作の可視化例

提案手法の有用性を示すため，複数のスポーツ (ランニン

グ，バトミントン，テニス，ピッチング)の等身大可視化を

行った例を図 12に示す．図 12(a)は，ランニングの例である．

残像付き動画表示を行うことで，競技者の腰位置が大きく上

下に動いてるのがわかる．例えば，長距離走者の場合，腰位

置の大きな上下動はあまり好ましくないとされており，提案

システムを利用するとこのような上下動を等身大で確認する

ことができる．図 12(b)はバドミントンのロブを，図 12(c)
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(a)ランニング (b)バドミントン (c)テニススイング (d)ピッチング

図 12 可 視 化 例
Fig. 12 Visualization examples

はテニスのフォアハンドスイングを，図 12(d)はピッチング

の動作を，それぞれ提案手法で可視化した例である．このと

おり，提案手法を利用すると多様なスポーツの動作を等身大

の連続写真や残像付き動画として観察することが可能となる．

7. ま と め

本研究では，実際の大きさを把握しやすいスポーツ動作の

可視化法の実現を目的とし，MR技術を用いた連続写真の等

身大可視化法を提案した．提案システムにおいて，観察者が

手持ちのカメラで競技者を撮影すると，動画像から人物領域

が切り出され，これが平面的なビルボードとしてMR空間に

等身大で配置される．また，我々は，多様な観察法を支援す

るため，連続写真表示，動画表示，残像付き動画表示といっ

た 3種の表示方法を提供した．提案手法の効果を検証するた

め，動作の大きさ把握に関するユーザスタディを実施した．

具体的には，立ち幅跳び連続写真を 3種の異なる条件 (モニ

タによる縮小表示，プロジェクタによる等身大表示，提案手

法による等身大表示)で可視化し，距離・高さに関する実験

参加者の推定精度を調査した．結果，プロジェクタ及び提案

手法による等身大表示を行った場合に，高い確信度で正確に

動作の大きさを把握できることが示唆された．

提案システムの現在の課題として以下の 5つが挙げられる．

(i)可視化対象動作を横方向に動くもの (カメラの視線方向と

垂直に動くもの)に限定している，(ii)動作を平面的なビル

ボードで表現している，(iii)競技者がカメラから離れすぎる

と人物領域の画像が荒くなってしまう，(iv)高速な動作では

画像にモーションブラーが発生してしまう，(v)スポーツの

道具を含めて領域分割できない．この (i)から (iii)に関して

は， RGB-D計測が可能なデバイスを複数利用することで競

技者の 3次元的な動きを再現可能と考えている．上記 (iv)に

関しては，提案システムに高速度カメラを組み合わせること

で，高速な動作も再現可能になると考えている．最後に，(v)

については人物だけでなくスポーツの道具も分割できる領域

分割手法を組み込むことで解決できると考えている．このよ

うなデバイス・手法の統合による提案システムの改良は重要

な将来課題である．また，本研究の将来課題のひとつは，よ

り多様な実験参加者に対するユーザスタディである．今回は，

工学部の学生の協力の下実験を行った．今後，VR経験の有

無，性別，年齢など幅広いユーザに対して同様の知見が得ら

れるか確認するため実験を行いたい．
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一般的な3DCGモデルと共存可能な錯視立体表現モデルおよび付影処理手法 

千葉 尭† (正会員), 森谷 友昭† (正会員), 高橋 時市郎†‡ (フェロー) 

†東京電機大学，‡アストロデザイン株式会社 

An Illusion Representation Model for Cooperating with Ordinal 3DCG Models on  
General-Purpose Rendering and Shadowing Environments 

Takashi CHIBA† (Member), Tomoaki MORIYA† (Member), Tokiichiro TAKAHASHI†‡ (Fellow) 

†Tokyo Denki University, ‡ASTRODESIGN, Inc. 

〈あらまし〉 不可能立体のように見える絵(不可能図形)を描く方法のひとつとして，特定の視点から見たときに錯視

によって不可能立体に見えるような立体，錯視立体を用いる方法がある．3DCGで表現した錯視立体を視点に応じて

再モデリングし，不可能図形のアニメーションを実現する手法が既に提案されている．しかしながら，それらの手法

は不可能図形の表示に特化していて，一般的な3DCGモデルと共存することは十分に考慮されていなかった．我々は，

レンダリング環境に依存しない3DCGモデルとして与えられる錯視立体と，その3DCGモデルを視点に応じて動的に

再モデリングするアルゴリズムとから構成される，錯視立体表現モデルを提案する．本モデルは，レンダリング・パ

イプラインに副作用を与えずに，錯視立体を再モデリングした結果から想起される印象の奥行感と不可能立体の奥行

感と一致させることができるため，一般的な3DCGモデルと共存可能である．さらに，不可能図形の影の在り方につ

いて考察し，その考察に基づいた付影処理手法を提案する． 

キーワード：コンピュータグラフィックス, 不可能立体, 不可能図形, 錯視立体, トリックアート, 奥行整合処理, 付

影処理, シャドウオブジェクト 

<Summary> There have been proposed methods to depict impossible figures, which look like impossible objects by using optical 

illusion objects. The optical illusion objects are 3D objects that look like impossible objects when viewed from a specific viewpoint. 

There have been proposed several methods to animate impossible figures by using 3DCG models of optical illusion objects, which 

are remodeled according to the viewpoint. However, these methods are dedicated to depicting only impossible figures, not to 

depicting ordinal 3DCG models. We propose an illusion representation model, independent from rendering environments, 

consisting of both an optical illusion object given as a 3DCG model and an algorithm to dynamically remodel the 3DCG model 

according to the viewpoint. The illusion representation model can be processed to match the depth of the impression recalled from 

the remodeled optical illusion objects with the depth of the impossible objects without any side effects on the rendering pipeline. 

Thus, it can co-operate with ordinal 3DCG models as well as the illusion representation models. Furthermore, we analyze the 

properties of the shadows of impossible figures and propose a shadowing method based on this analysis. 

Keywords: computer graphics, impossible objects, impossible figures, optical illusion objects, trick art, depth adjusting, shadowing, 

shadow objects 

 

1. まえがき 

不可能図形というトリックアートがある．これは錯視図形

の一種で，一見すると3次元立体として実現可能なようにイ

メージでき，存在感もあるが，実際には人間の視覚が解釈し

たとおりには実現不可能な錯視図形である． 

杉原によれば，不可能立体とは「立体実現問題の答えがノー

であるにもかかわらず，人の心に引き起こす立体構造に関す

る印象」1) であり，立体と名前が付いているがあくまで印象

(または，印象上の立体)である．すなわち，ヒトが不可能図形

を見ると，脳内では不可能立体をイメージするものの，その

不可能立体を現実に作成することはできない．この矛盾が混

乱や違和感を生み，不可能図形のトリックアートとしての面

白さになっている．代表的な不可能図形のひとつが，四角い
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ひねりを加えたトーラス状不可能図形であり(図1)，本論文で

は，単にトーラス状不可能図形と呼ぶ．トーラス状不可能図

形をモチーフにした芸術作品は，Escher2) をはじめ，多くの芸

術家たちによってつくられ，人々を魅了している． 

不可能図形の中には，ヒトの視覚が解釈した形状に限らな

ければ，3次元立体として実現可能な立体がある1) ．そのよう

な立体は，ヒトの解釈した形状とは大きく異なるが，ある特

定の視点から見た場合，その立体は観察者の目には錯視に

よって不可能図形として映り，不可能立体としての印象を想

起させる．この実現可能な立体を錯視立体と呼ぶ．錯視が成

立し，錯視立体が不可能図形として知覚される特定の視点を，

その錯視立体の錯視成立点と呼ぶ．錯視立体を錯視成立点以

外を視点として見た場合，不可能図形と異なる形状として投

影されるため，錯視効果は失われる．この視点を錯視不成立

点と呼ぶ． 

現実の錯視立体はそれぞれ特定の錯視成立点しか持つこと

ができないが，錯視立体をコンピュータ上の3DCGモデルでモ

デリングしておき，観察者の視点が移動するたびに，錯視成

立点が観察者の視点と同じ位置になるように，錯視立体の3D

形状を動的に再モデリングすれば，不可能図形を3DCGでアニ

メーションさせることができる．本論文では，錯視立体

の3DCGモデルと，視点の移動に合わせて錯視立体を動的に再

モデリングするアルゴリズムとを合わせて，錯視立体表現モ

デルと呼ぶ． 

近年，様々な錯視立体表現モデルが提案され，不可能図形

のアニメーション手法が報告されている3-6) ．しかし，従来手

法では，最も簡単なトーラス状不可能図形であっても，特殊

なモデリングツールやレンダリング環境，あるいは研究者が

独自に考えたアルゴリズムを直接実装した専用レンダラでし

か，不可能図形を描画する術が用意されていないことが多い． 

そこで，錯視立体を再モデリングした結果から想起される

印象の奥行感を，不可能立体の奥行感と一致させる処理を，

レンダリング・パイプラインに副作用を与えないように実現

することで，一般的な3DCGモデルと共存可能な錯視立体表現

モデルを提案する．提案モデルは，独自実装のレンダラでは

なく，汎用的なレンダリング環境であるゲームエンジンで不

可能図形を描画可能であり，なおかつ，他の3DCGモデルと共

存可能であるため，3DCG作品中に不可能図形のアニメーショ

ンを容易に組み込むことができるようになる． 

錯視立体と他の一般的な3DCGモデルが共存するシーンで

付影処理ができれば，両者が自然に共存していると見える．

第4章で述べる汎用レンダリング環境を用いれば，一般的

な3DCGモデルの付影処理が可能となる．そのとき，印象上に

しか存在しない不可能立体の影はどうあるべきか，今まで検

討されていなかった．第5章では，不可能立体の影の在り方に

ついて考察し，新たな付影処理手法を提案する．主観評価実

験を行い，提案した付影処理手法の妥当性を検証する． 

2. 不可能図形と錯視立体表現モデル 

2.1 対象とする不可能図形 

図1に示したトーラス状不可能図形は，シンプルな形状をし

ているが，立体的に捉えようとすると奥行感を誤認するとい

う錯視によって成り立っている．また，縦・横・奥行の3次元

方向に柱が伸びている形状は応用の幅が広く，Escherの作品

Waterfall2) も基本的な形状は同じであるなど，芸術作品として

の利用例も多い． 

本論文では，このようにシンプルかつ応用例の多いトーラ

ス状不可能図形(図1)を描画対象とする．先行研究結果3), 4) に

よれば，トーラス状不可能図形を対象とした手法は，無限に

ループする水路やペンローズの階段のような，トーラス状不

可能図形と同じ錯視の仕組みのモデルに対しても適用可能で

ある．一方，ブリヴェットのような，全く異なる錯視の仕組

みを用いる不可能図形は表現することができない． 

トーラス状不可能図形を描画する錯視立体はいくつかの種

類がある．その一例を図2に示す．この立体は，錯視成立点A

図1 四角いひねりを加えたトーラス状不可能図形 

Fig.1  Square toroidal impossible figure with twist 

図2 トーラス状不可能図形とその錯視立体 

(b) 錯視不成立点Bから 
みた錯視立体 

(a) 錯視成立点Aから 
みた錯視立体 

Fig.2  Toroidal impossible figure and its optical illusion object 

A 

B 
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から見たときにのみ，図2 (a)のようにトーラス状不可能図形

として見える．視点を点Bに移動すると，図2 (b)のように見え

て，不可能図形として知覚されなくなる． 

現実の錯視立体は錯視成立点が固定されているが，本論文

で提案する錯視立体表現モデルは，3DCGで描画されるため，

視点が変更されても，その視点が錯視成立点となるよう常に

モデルを変形できるものとする．この処理を，錯視成立点の

変更と呼ぶ．通常，錯視成立点を変更すると，もとの錯視成

立点は錯視成立点ではなくなる．図2 (b)は，錯視立体表現モ

デルの錯視立体の3D形状を，錯視不成立点から，再モデリン

グするアルゴリズムを適用せずに描画した図である． 

2.2 一般的な3DCGモデルとの共存可能条件 

これまでに提案された不可能図形描画手法は，その錯視立

体表現モデルの3D形状，3DCGモデルの種類，錯視成立点を変

更するアルゴリズムなどがそれぞれ異なるだけでなく，描画

に用いるレンダラの実装まで扱ったものなど，種々様々であ

る3-6) ．しかし，他の3DCGモデルと共存可能とするためには，

単に不可能図形を描画できるだけでは不十分である．錯視立

体表現モデルが，他の3DCGモデルと共存可能であるための条

件を①～⑤に整理する． 

① サーフェスモデルであること． 

ゲームエンジンに代表される汎用レンダリング環境で

は，一般にサーフェスモデルが用いられる．錯視立体表

現モデルが3DCGモデルと共存するためには，錯視立体

表現モデルの3D形状もまた，サーフェスモデルでモデ

リングされるべきである． 

② 写実的なレンダリング機能を有すること． 

錯視立体表現モデルが作品中の他の3DCGモデルと共存

するためには，他の物体と同等にレンダリングされる必

要がある．したがって，線画表現だけでなく，シェーディ

ングやマッピングを含む写実的なレンダリングが可能

であることが必要不可欠である． 

③ 汎用レンダリング環境で実装可能であること． 

錯視立体表現モデルと他の3DCGモデルを共存させて描

画するには，条件①②だけでは不十分である．錯視立体

に特化して研究者がアルゴリズムを直接実装したレン

ダラに，他の3DCGモデルのレンダリング機能を持たせ

るのは非常に困難である．錯視立体表現モデルは，ゲー

ムエンジンなどの汎用レンダリング環境下で実装され

る必要がある．逆に，汎用レンダリング環境では，通常

サーフェスモデルを写実的にレンダリング可能なので，

条件③を満たせば①②は自動的に満たされる． 

④ シンプルかつ自動化可能な錯視の仕組みであること． 

錯視成立点を変更するアルゴリズムがシンプルであり，

レンダリング・パイプラインに副作用を及ぼさないこと

が重要である．副作用のあるアルゴリズムを汎用レンダ

リング環境に実装することは，見通しを悪くする．また，

錯視を表現するための微妙なパラメータ調整や複雑な

設定など，多くの手作業を伴う仕組みは極力なくし，自

動化されているべきである． 

⑤ 不可能立体の印象がロバスト性を有すること． 

錯視成立点を変更するアルゴリズムによって，錯視立体

表現モデルの3D形状を変形するが，錯視立体としての

錯視が成立する状態を継続したまま錯視成立点の変更

が可能な範囲が広いアルゴリズムを採用すべきである．

かつ，その変形はなるべく自然な印象を与え，変形の前

後で見ているものが同一の不可能立体で，スムーズに変

形しているという印象を与えるべきである．これを本論

文では不可能立体の印象のロバスト性と呼ぶ． 

3. 従来手法における錯視立体表現モデル 

本章では，トーラス状不可能図形を描画するためにこれま

でに提案された代表的な錯視立体表現モデルを概説し，それ

らが前章の条件①～⑤にどの程度合致しているか，検討する． 

なお，文献によっては不可能立体の印象だけでなく，不可

能図形や錯視立体のことを含めて不可能立体と呼んでいる場

合があるが，本論文では杉原の定義1) に従う． 

3.1 伸縮する角柱による手法 

中津ら3) は，錯視成立点を非常に大きく離れた箇所に変更

しても，より自然な印象を与える，トーラス状不可能図形の

錯視立体表現モデルを提案した(図3)．図3は，視点の緯度𝜙

5𝜋 18⁄ を固定し，経度𝜆 ∈ 𝜋,𝜋 ごとの変形結果である．中

津らが扱う錯視立体は，図2のように，幾何学的には離れてい

る角柱同士を投影図上で接続しているように見せるものであ

る．そのために，視点に応じて角柱を伸縮させる再モデリン

グアルゴリズムを提案した． 

中津らのモデルは，角柱の伸縮量を微調整している仕組み

を取り入れているため，図3に示すように，錯視成立点を変更

するように再モデリングしても，不可能立体の印象を大きく

損なわずに，不可能図形を表示できるという長所がある．ま

た，錯視成立点の変更可能範囲も，極付近を除いた天球全体

と，非常に広い(条件④⑤適合)． 

0                                         

π                                  

図3 伸縮する角柱による不可能図形の描画結果3) 

Fig.3  Rendering results of impossible figures3) by resizing prisms of their 
optical illusion object 
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この手法では，錯視立体をサーフェスモデルでモデリング

しているが，その不可能図形は線画としてのみレンダリング

される．また，錯視成立点の変更に対して錯視立体の3D形状

の再モデリング処理とレンダリング処理とが分離していない

問題がある(条件①②③不適合)． 

3.2 曲面を変形する手法 

Wuら4) は，Thin-Plate Spline曲面で構成された錯視立体を用

いた．錯視成立点を変更しても構成する曲面の変形を抑えて

平面に見せるように，かつ不可能図形の平行関係を保持する

ような，錯視立体表現モデルを提案した． 

錯視立体はThin-Plate Spline曲面で構成されているので，

シェーディング処理なども可能である(条件①②適合)．しかし，

この手法では，中核となるThin-Plate Spline曲面処理のために，

特殊な専用レンダラを開発しており，汎用性・拡張性に乏し

い(条件③不適合)． 

また，見えている面同士の遮蔽関係が変化しない間しか，

錯視効果を発生させる稜線の平行関係を保持できないため，

錯視成立点の変更可能範囲が狭いという問題がある．面同士

の遮蔽関係が変化した場合，新たに錯視立体の稜線の平行関

係を手動で設定する必要がある．この作業は極めて煩雑であ

る上，不可能立体の印象のロバスト性を損なう原因となる(条

件④⑤不適合)． 

3.3 奥行値を逆ソートする手法 

篠原ら5) はRay Tracing法，吉川ら6) はZ-buffer法をそれぞれ

用いて，レンダリング時の奥行き値を逆ソートすることに

よって，不可能図形を表示する手法を提案した．この2つの手

法に共通の利点は，一般的なRay TracingやZ-buffer法を用いた

レンダラの奥行き判定処理のみを逆転させればよい点である．

シェーディングやマッピングの他，反射・屈折も表現可能で

ある(条件①②適合)． 

しかし，奥行値を逆ソートする範囲を，視点を移動する都

度，錯視立体ごとにそれぞれ手作業で指定する必要があり，

極めて煩雑である．特に，アニメーション生成の際には毎フ

レーム手作業となり，さらに煩雑である(条件④⑤不適合)． 

また，奥行き判定を逆転させる処理を組み込んだレンダラ

を自前で実装する必要があり，汎用レンダリング環境で動作

するとは言えない(条件③不適合)． 

3.4 錯視立体表現モデルと汎用レンダリング環境 

本章で紹介した従来手法3-6) が，条件①～⑤にどれくらい合

致しているか，検討した結果を表1に示す． 

中津らの手法は，条件④⑤を満たしている．錯視を実現す

る仕組みがシンプルで，手作業が入ることなく，不可能図形

を自動的に表示可能である．錯視成立点を変更する際の移動

可能範囲が広く，様々な視点から同じ不可能立体として知覚

されるという利点がある．錯視立体の再モデリング処理とレ

ンダリング処理が互いに独立に動作することから，汎用レン

ダリング環境への移植は比較的容易である． 

中津らの手法の弱点は，線画での不可能図形表現に止まっ

ている点である．それは線画での錯視表現を優先するために，

サーフェスモデルの機能を使わなかったからである． 

一方，他の手法は，非常に巧妙精緻，高機能かつ複雑なア

ルゴリズムにより錯視が実現されている．それゆえに，煩雑

な手作業が必要で，錯視成立点の変更が可能な範囲が非常に

狭くなるという弱点がある．錯視立体の再モデリング処理と

レンダリング処理を独立に動作させるのが難しく，汎用レン

ダリング環境への移植が困難である． 

以上の議論を踏まえ，次章では，中津らの提案した錯視立

体表現モデル3) を改良・拡張して，汎用レンダリング環境下で

動作し，他の一般的な3DCGモデルと共存可能な錯視立体表現

モデルを提案する． 

表1 従来手法における錯視立体表現モデルの比較 

Table 1  Comparison of conventional illusion representation models 

条 

件 

手 

法 

① 3D 形状 

モデル 
② 写実的なレンダリング機能 ③汎用レン

ダリング 

環境 

④ シンプルかつ自動化された錯視の仕組み 
⑤ 不可能立体の印象

のロバスト性 

立体 

モデル 

隠面 

消去 
線画 

陰影 

処理 
TM*1 

反射 

屈折 
錯視の仕組み 手作業の度合い 

錯視成立点

の範囲 

自然な 

変形 

中 津

ら 

× 

Wire-

frame 

× 〇 × × × × 
アフィン変換による

錯視立体生成 

〇 変換は自動化済． 

〇 対応付けも自動化済． 

〇 非常に 

広い 
〇 

Wu

ら 

〇 

Surface 
〇 〇 〇 〇 (〇)*2 × 

Thin-Plate Spline曲面

の変形 

〇 変換は自動化済． 

× 変換される面・稜線・頂点間の 

対応付けは手作業で設定． 

△ 極狭い － 

篠 原

ら 〇 

Surface 

〇 (〇) *2 〇 〇 〇 × 
奥行値 

逆ソート 

〇 奥行値逆ソートはシステム化済． 

× 奥行値を逆ソートする閾値設定は 

視点ごとに手作業で設定． 

△ 狭い － 
吉 川

ら 
〇 (〇) *2 〇 (〇) *2 × × 

注：*1 TM = Texture Mapping，*2 (○) =未実装だが原理的に適合・可能 
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4. 一般的な3DCGモデルと共存可能な 
錯視立体表現モデル 

中津らの手法3) の錯視立体表現モデルを，単に既存表現モ

デルと呼び，提案モデルを拡張表現モデルと呼ぶ． 

既存表現モデル，拡張表現モデルとも，代表的な不可能図

形のひとつである，トーラス状不可能図形を描画(表現)対象と

する． 

既存表現モデルの利点は前章で述べたが，弱点として，線

画で描画されることのみを想定しており，面を張ることが考

慮されていないという点がある．そのため，疑似接続部の稜

線の接続処理などは個別処理として扱われ，汎用性に乏しい． 

また，文献3) で扱われている座標系・初期形状定義は，式

によって明確に定義されていないため拡張表現モデルの扱い

に不向きである．そこで，4.1節で立式に適した座標系を定義

する．4.2節で既存表現モデル，拡張表現モデルに共通する初

期形状，及び3D形状変形処理を本論文の座標系で定義す

る．4.3節で，拡張表現モデルにおいて新たに提案する奥行整

合処理について述べる． 

4.1 錯視立体表現モデルと座標系・投影法 

既存表現モデルと拡張表現モデルの両モデルとも，その錯

視立体は，図4に示すように，正四角柱で構成される．錯視立

体を構成する正四角柱を単に角柱と呼ぶ．図4に示すように，

この各角柱に#1から#4まで番号を付与する． 

投影図上で角柱#1と角柱#4が重なっているように投影され

て，図2 (a)のようにあたかも接続しているように見えるが，

実際には接続していない部分を疑似接続部(図5)と呼ぶ．疑似

接続部以外で，角柱同士が3D空間上でも投影図上でも，両方

で幾何学的に接続している部分を接続部と呼ぶ． 

式の導出を簡単にするため，本章では，各角柱の太さを0と

して立式する．つまり，各角柱の代わりに線分を置いたもの

とする．実装時には，角柱の太さと接続部及び疑似接続部の

重なりを考慮する必要があるが，視点位置によらない定数変

化であるので，本論文では省略する． 

両モデルを描画するときには，平行投影を用いる．両モデ

ルのローカル座標は，右手系の直交座標系とし，原点は，X-

Z平面に垂直に立っている角柱#1の上端(図4の点𝐹)とする． 

視点の位置座標は，経度𝜆，緯度𝜙を用いて極座標系 𝜆,𝜙 で

表す．視線は常に極座標系の原点を向いているものとする．

経度𝜆は𝑧軸から𝑥軸への偏角で，緯度𝜙は𝑧軸から𝑦軸への偏角

である．平行投影であるため，極座標系の原点の取り方や動

径については議論しない．また，スクリーンの大きさやカメ

ラのクリッピング距離はここでは考えない． 

既存表現モデル及び拡張表現モデルでは，視点が極座標系

の極の位置になると，角柱#1の長さが無限大に発散してしま

う．また，実装時には，角柱の太さの分だけ，極からずれて

いても不可能図形として描画されない範囲ができる．そのた

め，錯視成立点となることができるのは，極座標の極付近を

除いた範囲であり，これを視点の移動可能範囲とする． 

4.2 錯視立体表現モデルの形状定義と再モデリング

処理 

既存表現モデルと拡張表現モデルに共通する初期形状の定

義，及び再モデリング処理について述べる． 

本節で述べる初期形状は，文献3) で初期視点位置を適切に

選んだ場合と同じ形状になる． 

錯視成立点の変更に合わせて拡張表現モデルの3D形状を

再モデリングする処理は，既存表現モデルでも用いられた3D

形状変形処理(再モデリング処理(1))と，その後に続く疑似接

続部に関わる遮蔽関係を修正する奥行整合処理(再モデリン

グ処理(2))の2段階からなる． 

本節では，第1段階である3D形状変形処理について述べ

る．3D形状変形処理の詳細や，個別の移動の効果に関しては，

文献3) に詳しく記載されているため，ここでは最低限の記述

に留める．第2段階の奥行整合処理は次節で述べる． 

4.2.1 錯視立体表現モデルの初期形状 

視点位置の初期値を 𝜆 ,𝜙 0,𝜋 4⁄ とする．初期視点位

置 𝜆 ,𝜙 が錯視成立点となる錯視立体表現モデルの3D形状

を，初期形状と呼ぶ． 

錯視成立点が視点位置 𝜆,𝜙 となる角柱#𝑁 𝑁 1,2,3,4 の

長さを𝐿 𝜆,𝜙 と記す． 

図4 錯視立体表現モデルの3D形状 

Fig.4  3D geometry of illusion representation model 

図5 錯視立体の疑似接続部と接続部 

Fig.5  Connection and pseudo-connection parts of optical illusion object 
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初期視点位置を錯視成立点とするためには，図6に示すよう

に，角柱#1と角柱#3の長さ，角柱#2と角柱#4の長さがそれぞ

れ同じになればよい．すなわち，任意の正の定数を𝑟, 𝑠とする

と，式(1), (2)によって，初期形状の角柱の長さ𝐿 𝜆 ,𝜙 ～

𝐿 𝜆 ,𝜙 が定まる． 

実装時には，定数𝑟, 𝑠，及び角柱の太さを，描画したい不可

能図形の形状に合わせて手動で定めればよい． 

 
𝐿 0,

𝜋
4

𝐿 0,
𝜋
4

𝑟 (1) 

 
𝐿 0,

𝜋
4

𝐿 0,
𝜋
4

𝑠 (2) 

4.2.2 再モデリング処理(1)：3D形状変形処理 

図3に示したように，それぞれの視点で不可能図形として描

画されるように，錯視立体表現モデルの3D形状を動的に再モ

デリングする．図7に示すように，視点が初期値 𝜆 ,𝜙 から

𝜆,𝜙 に移動したとき，角柱#1の端点𝐹と角柱#4の端点𝐺が投

影図上で同一の位置にあって，互いにつながっているように

見せるために，角柱#4を移動・伸縮する．このとき，角柱#4

の点𝐺の座標は式(3)で与えられる． 

 

𝑮 𝜆,𝜙
𝑟 sin 𝜆
𝑟 tan𝜙
𝑟 cos 𝜆

 (3) 

次に，角柱#3と角柱#4の接続部である点𝐺′について，式(4)

で示される幾何変形を行う(図8)． 

 

𝑮′ 𝜆,𝜙

𝑟
𝑘

sin 𝜆 𝑠

𝑟 tan𝜙
𝑟 cos 𝜆

 (4) 

ここで，係数𝑘は，伸縮する度合いを調整する係数で，伸縮

制御係数と呼ぶ．𝑘の値が0に近づくほど，大きく伸縮する． 

中津ら3) によれば，初期形状の定義に用いられる𝑟, 𝑠や太さ

に適した𝑘を用いて再モデリングすることにより，変形を自然

に感じさせることができる．すなわち，式(4)の変形が印象の

ロバスト性向上に寄与している． 

図8に示すように，角柱#3は角柱#4に，角柱#2は角柱#1にそ

れぞれ接続されるように，移動・伸縮する． 

以上の手法により得られた既存表現モデルの描画結果が

図3であり，拡張表現モデルでも同様の結果が得られている． 

4.3 錯視立体表現モデルの拡張 

4.3.1 既存表現モデルで発生する問題 

既存表現モデルを拡張表現モデルに移行する際に，単に既

存表現モデルに面を張ってサーフェスモデルに変換したのみ

では，視点の移動によって錯視立体の遮蔽関係が矛盾して描

画され，不可能図形でなくなってしまう．具体的には，既存

図7 錯視立体表現モデルの点𝑮の移動 

Fig.7  Movement of point 𝐺 of illusion representation model 

図8 錯視立体表現モデルの点𝑮′の移動 

Fig.8  Movement of point 𝐺′ of illusion representation model 

図9 既存表現モデルで面の遮蔽関係が矛盾して描画された例 

(a) 𝜆 0,𝜙 0 

(b) 𝜆 0,𝜙 0 

Fig.9  Rendering result of conventional illusion representation model with 
inconsistent surface hiding relationships 

図6 錯視立体表現モデルの初期形状 

(a) Y軸方向から見た形状 (b) X軸方向から見た形状 

Fig.6  Initial shapes of illusion representation model 
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表現モデルの再モデリング処理(1)の結果の一例を図9に示す．

視点の経度𝜆が𝜆 0のとき，図9 (b)の破線部のように，遮蔽

関係が矛盾して描画され，不可能図形でなくなってしまう．

一方，視点の経度𝜆が𝜆 0のときは，遮蔽関係の矛盾は生じ

ない．遮蔽関係の矛盾は，不可能立体の印象を想起させる奥

行感と，実際の角柱の奥行値が合致しなくなったために生じ

る． 

この問題を解決するために，次項で，再モデリング処理の

第2段階として，奥行整合処理を提案する． 

4.3.2 再モデリング処理(2)：奥行整合処理 

拡張表現モデルでは，視点位置が𝜆 0であるときは，既存

表現モデルと同様に角柱#2, #3, #4を伸縮及び移動させた後，

図10に示すように，角柱#1の先端側に角柱#4'が，続いて角柱

#3'が，順に接続するように平行移動する．すなわち，疑似接

続部が常に視点位置から見て手前側に来るように角柱の並び

順を変更する．このときの角柱の移動・伸縮の様子を図11に

示す． 

錯視立体表現モデルは平行投影されるので，角柱の接続順

が変更されても同じ形状が投影され，不都合は生じない．3D

形状変形処理後に，式(5)の量だけ角柱#3, #4を平行移動するこ

とに相当する． 

 𝑥
𝑦
𝑧

𝐿 𝜆,𝜙 𝐿 𝜆,𝜙
𝐿 𝜆,𝜙
𝐿 𝜆,𝜙

 (5) 

これにより，𝜆 0の範囲では，疑似接続部は角柱#2, #3の

間となり，視点から見て手前側にある疑似接続部から2本の角

柱が伸びる形になるため，錯視立体から知覚される奥行感が

整合され，疑似接続部に関わる遮蔽関係を修正できる． 

4.4 描画結果と考察 

拡張表現モデルを用いた不可能図形の描画結果を図12に示

す．図12は，視点の緯度𝜙 𝜋 6⁄ を固定し，経度𝜆 ∈ 𝜋,𝜋 ご

との変形結果である．錯視立体の周りを視点が1周回転しても，

遮蔽関係の不整合が発生せずに，サーフェスモデルの不可能

図形を描画することができた． 

拡張表現モデルの描画結果である不可能図形(図12)と，既存

表現モデルの描画結果(図3)は，同じ不可能立体の印象を想起

図10 奥行整合処理後の錯視立体 

Fig.10  Optical illusion object after depth adjusting process 

図11 拡張表現モデルにおける角柱の移動 

Fig.11  Movement of prisms of extended representation model 

図12 拡張表現モデルによる出力結果 

Fig.12  Rendering results with extended representation model 

    0                                                                             

   π                                                                  
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させる．よって，拡張表現モデルは，シンプルかつ自動化さ

れた錯視の仕組み (条件④)，印象のロバスト性が高い(条件

⑤)といった，既存表現モデルの利点を継承している． 

拡張表現モデルの再モデリング処理の第1段階，第2段階と

もレンダリング・パイプラインから独立しているため，Unity7) 

をはじめとしたゲームエンジンなどの汎用レンダリング環境

で拡張表現モデルを容易に実装できる(条件③)．これにより，

サーフェスモデルを用いて(条件①)，写実的で豊富なレンダリ

ング機能(条件②)を利用できる．すなわち，条件①～⑤を満た

したことから，拡張表現モデルは，汎用レンダリング環境下

で動作し，他の3DCGモデルと共存可能である． 

さらに，拡張表現モデルは，錯視立体に対して，各種シェー

ダによるシェーディング処理や，高度なテクスチャマッピン

グ処理が可能である8)． 

錯視立体のサーフェスへのテクスチャマッピングは，Wu

ら4) と篠原ら5) も試みているが，錯視成立点を大きく動かす

ことができない．これに対して，拡張表現モデルは，図13に

示すように，不可能立体としての印象がロバストな錯視立体

モデルのサーフェスにテクスチャをマッピングできるので，

その錯視立体表現モデルを含んだ3DCGシーンのカメラワー

クの自由度が高い．実装に用いたUnity7) には，マッピングさ

れる位置をフレームごとに変える機能が備わっている．この

機能を使って，図13に示すように，ビデオ・テクスチャをマッ

ピングし，水の流れている様子を表現することができる． 

なお，拡張表現モデルの各角柱は視点位置によって伸縮す

るため，テクスチャの接続には少し工夫を要する．図13の例

では，角柱の接続部を分離して，接続部及び疑似接続部は静

的なテクスチャ，角柱部分は時系列で動的に変化するテクス

チャをマッピングすることで，テクスチャの不連続が知覚さ

れないようにしている． 

5. 不可能立体の付影処理 

影の有無は写実的な画像生成のクオリティに大きく影響す

る．前章で拡張表現モデルの実装に用いた汎用レンダリング

環境Unity7) は，一般的な3DCGモデルの影を描画する機能を

備えている．しかし不可能図形から想起される，印象として

の不可能立体の影はどのような形であるべきか，今まで議論

されて来なかった．篠原ら5) は影を含む不可能図形の描画結

果を報告しているが，技術的詳細は述べられていない． 

第1章で述べたように，不可能図形のトリックアートとして

の面白さは，不可能立体をイメージできるが，現実には存在

し得ないという矛盾や違和感から生まれている．本章の目的

は，不可能図形とともに影を描画したときに，観察者がトリッ

クアートの面白さのもととなっている違和感を損なうことな

く，不可能図形の面白さが向上するような影を描画すること

である．すなわち，「不可能立体の影」と知覚されるような影

の形を考察し，錯視立体を用いて描画する方法を提案する． 

本章では，光を遮り，影を発生させる原因となっている物

体のことを，その影の本体とよぶ． 

5.1 不可能立体の影の在り方 

図14を例に，不可能立体の影の形状を考察する．図14は，

前章で提案した拡張表現モデルを用いて，カメラ視点を錯視

成立点としている錯視立体の影を，Unityの標準機能によりそ

のまま描画したものである．このとき，影の形状の計算には，

錯視立体を光源の位置から，つまり錯視不成立点から見た投

影図が使われることになるので，錯視効果が失われている状

態になる．その結果，図14のように不可能立体から得られる

印象とは異なる影が描画されてしまう．影の形から錯視立体

の仕組みが推測できてしまい，トリックアートとしての面白

さを損なってしまう．また，観察者が影を錯視立体の影と理

解できない恐れもある． 

通常，物体の影は，観察者の移動によってその形状は変化

しない．光源が移動すると，物体の影は常にその形状を変化

させるのが自然な現象である． 

錯視立体の幾何的な3D形状と，観察者が想起した不可能立

体の印象の形状は異なっており，その差異によって図14のよ

うな影が描画されてしまう．つまり，不可能立体の影は，錯

図13 テクスチャマッピングした不可能図形アニメーション 

Fig.13  Animation of impossible figures with texture mapping 

1 2 

3 4 

図14 不可能立体の印象とは異なる影 

Fig.14  Shadow different from the impression of the impossible object 
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視立体の幾何形状そのものの影ではなく，印象の差異を吸収

する影であることが求められる．付影手法により印象の差異

が吸収されれば，不可能立体の影は，不可能立体を本体とす

る影であると観察者が感じられるようになる． 

以上をまとめると，錯視立体の影には以下の3つの要件を満

たすことが求められる． 

① 光源が静止したまま，観察者の視点が移動しても影の形

状が変化しない． 

② 光源が移動すると，影の形状が変化する． 

③ 印象の差異を吸収し，錯視立体からイメージされる不可

能立体の影だと感じられる． 

要件①②は，現実の影では自明なものであるが，不可能立

体の印象を損なわないために，錯視立体の影にも同じ性質を

もたせることにする． 

5.2 Shadow Illusion Objects法の提案 

一般に，3DCGで描画される影の形を，本体の形状とは別に

コントロールするには，3DCGモデルの影を描画しないように

設定した上で，Shadow Objects9) とよばれる，影描画専用の立

体形状モデルを用いることが多い．この方法の利点は，付影

アルゴリズムによらず実装可能なことである．レンダリング・

パイプラインから見れば，「可視だが影を描画しないポリゴン」

と「不可視だが影を描画するポリゴン」が存在するだけであ

り，ポリゴン数こそ約2倍になるものの，レンダリング・パイ

プラインを乱すことはない． 

我々は，錯視立体の影の要件①～③を満たすために，錯視

立体用のShadow Objectsとして，Shadow Illusion Objectsを提案

する．Shadow Illusion Objectsは，以下の(i)～(iii)で定義される． 

(i) Shadow Illusion Objectsは，影の本体となる錯視立体表現

モデルと同じ3D形状をもつ． 

(ii) Shadow Illusion Objectsは，錯視立体表現モデルと同じア

ルゴリズムで再モデリングされるが，カメラ視点ではな

く，光源が錯視成立点となるように再モデリングされる． 

(iii) Shadow Illusion Objectsは，Shadow Objectsでもあるため，

最終的な描画結果としてレンダリングされない (不可

視である)． 

ここで，影の本体となる錯視立体とは，可視である錯視立

体のことであり，Shadow Illusion Objectsのことではない． 

なお，Shadow Illusion Objectsは，1つの光源に対して，定義

(ii)より再モデリングされる必要がある．光源が複数ある場合

には，光源の数だけ別々にShadow Illusion Objectsを配置すれ

ばよいので，シーン内には複数の光源を置くことができる．

また，錯視立体表現モデルが平行投影のみに対応したもので

あるため，光源も平行光源のみに限定している． 

Shadow Illusion Objectsの定義(i)から，影は，その影の本体と

なる錯視立体が取り得る形から落ちた影となる．ただし，

Shadow Illusion Objectsの定義(ii)から，本体となる錯視立体が

観察時にとっている形状とは異なる3D形状から落ちた影と

なる．同じく定義(ii)から，観察者が移動しても，光源が移動

しなければShadow Illusion Objectsの形状も変化しない．すな

わち，影の形状も変化しない(錯視立体の影の要件①適合)．一

方，光源が移動すれば，同じく定義(ii)から，Shadow Illusion 

Objectsは光源が錯視成立点となるように再モデリングされ，

影の形状が変化する(錯視立体の影の要件②適合)． 

具体的な実装と描画結果は次節で説明するが，光源を錯視

成立点としているので，図14のように錯視立体の仕組みが推

測できてしまうような影を生成することもない． 

Shadow Illusion Objectsの定義(iii)のとおり，Shadow Illusion 

Objectsは，影を描画するが不可視となるように設定する．影

の本体となる錯視立体表現モデルの3D形状は，影を描画しな

い設定とする． 

以上の定義と設定からなるShadow Illusion Objectsと錯視立

体表現モデルを，一般的な付影アルゴリズムを実装したレン

ダリング環境でレンダリングすることで，不可能図形と影を

合わせた画像を描画できる． 

ここで，一般的な付影アルゴリズムとは，例えばShadow 

Buffer法や，Ray Castingによる付影法である．Shadow Objects

の仕組みは付影アルゴリズムに依存しないため，付影アルゴ

リズムの違いがShadow Illusion Objectsの定義に影響を及ぼす

ことはない． 

Shadow Illusion Objectsを用いて描画した影は，本体となる

錯視立体が取り得る形状から落ちた影ではあるが，その影が

不可能立体を本体とする影として知覚されるかどうか(錯視

立体の影の要件③)は観察者の主観によるところが大きい．後

述の主観評価実験により，その妥当性を検討する． 

5.3 Shadow Illusion Objectsを用いた付影処理の実装 

前節で説明したShadow Illusion Objectsを実装し，実装した

Shadow Illusion Objectsを含む3DCGシーンを構成した．実装に

は，Unity7) と，前章で提案した錯視立体表現モデル(拡張表現

モデル)を用いた．付影処理のためのレンダリング手順は以下

のとおりである． 

 

《初期設定》 

(1) シーン内に，錯視立体表現モデルの本体と同じ3D形状

と，再モデリングアルゴリズムをもつShadow Illusion 

Objectsを配置する． 

(2) 錯視立体表現モデルのMesh Rendererコンポーネントの

GUIから，Cast ShadowsをOffに設定する． 

(3) Shadow Illusion ObjectsのMesh Rendererコンポーネント

のGUIから，Cast ShadowsをShadows Onlyに設定する． 

《レンダリング・ループ》 

(4) Unityのカメラ視点と光源の位置を更新する． 

(5) 錯視立体表現モデルの再モデリング処理によって，カメ

ラ視点が錯視成立点になるように，錯視立体表現モデル

が自動的に再モデリングされる． 
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(6) 同様に，光源位置が錯視成立点になるように，Shadow 

Illusion Objectsが自動的に再モデリングされる． 

(7) Unityでレンダリングを行う． 

Unityに用意されたShadow Mapping法により，影が描画

される．手順(2)(3)の設定に従って，錯視立体表現モデル

の影は描画されず，Shadow Illusion ObjectsはShadow 

Objectsとして扱われる． 

なお，本手順では触れなかったが，Cast ShadowsがOffに

なっているオブジェクトやShadows Onlyになっている

オブジェクトが存在しても，レンダリング結果に問題は

生じない． 

(8) 毎フレーム，以上の手順(4)～(7)を繰り返す． 

錯視立体の影を含む3DCGシーンの描画結果を図15に示す．

この描画結果から，提案したShadow Illusion Objectsを用いた

影は，実際に，錯視立体の影の要件①②を満たすことが示さ

れた． 

5.4 付影処理の主観評価実験 

前節のShadow Illusion Objectsを用いて生成した影が観察者

にどのように見えているか，アンケートによる主観評価実験

を行い，提案手法の妥当性を検証した． 

5.4.1 主観評価実験環境 

実験環境の実装には，汎用レンダリング環境のひとつであ

るUnityを用いた．本体の錯視立体，及びShadow Illusion Objects

の形状には，前章で提案した錯視立体表現モデル(拡張表現モ

デル)を用いた． 

5.4.2 被験者と実験手順・条件 

被験者は成人男女25名である．被験者には，まず，図1とと

もに，不可能図形とは何かを説明し，それが錯視によって不

可能立体に見えることを理解してもらった．ただし，錯視立

体の形状については説明しなかった． 

その後，被験者には3本の動画a，b，cを順に視聴し，各動画

に関する質問に回答してもらった．動画a，b，cの内容は以下

のとおりである． 

動画a. 錯視立体の影を描画しない動画(図16 (a)) 

動画b. 描画されている錯視立体そのものの影を描画した動

画(図16 (b)) 

動画c. 提案したShadow Illusion Objectsを用いて影を描画し

た動画(図16 (c)) 

この実験は，影の形と不可能立体の印象との関係を分析す

ることが目的である．そのため，視聴環境は特に指定しなかっ

た． 

5.4.3 評価項目・評価方法 

動画aを視聴した後，以下の問1，問2に，動画b, cは問1～問5

について，「全くそう思わない」「どちらかと言うとそう思う」

「どちらでもない」「どちらかと言うとそう思わない」「とて

もそう思う」の5段階で評価させた．影なしの動画aは，影に関

する問3と，動画aと比較して回答する問4と問5は設問から外

した． 

問1. 物体は不可能図形として成立しているように見える． 

問2. この物体 (錯視立体)と横の黄色の物体群は同じ空間

に存在するように見える． 

問3. 下の影はこの物体の影だと思える． 

問4. 影なしの動画aと比較して，不可能図形としての不思

議さは強まった． 

問5. 影なしの動画aと比較して，物体の存在感は強まった． 

回答時間に制限は設けなかった．質問内容は動画を見た後

に提示されるが，設問後に動画を再生しなおすことも可能と

した． 

5.5 付影処理の考察 

上記主観評価実験結果を表2に示す． 

5.5.1 影が他の3DCGモデルとの共存感に及ぼす影響 

問1は，影の描画が錯視効果に変化を与えるかどうかを検証

する設問である．影を描画することによって，より錯視の効

果を強め，不可能立体の印象をイメージしやすくなる可能性

がある．その一方で，図14や図16 (b)のように，錯視立体の仕

組みを推測できてしまうような影を描画した場合，錯視効果

が減少し，不可能立体の印象を損なうという仮説も成り立ち

得る．問1の結果から，図16 (b)を提示した際には，影なしと比

較して「とてもそう(不可能図形として成立しているように)思

う」割合が9名(36％)から3名(12％)に大きく減少した．図16 (b)

のように，本体から想像される不可能立体からかけ離れた形

状の影を描画すると，不可能立体の印象は著しく減少するの

で避けなければならない． 

一方，提案したShadow Illusion Objectsを用いて影を描画し

た図16 (c)では，「とてもそう思う」人が12名(48％)に増加した．

このことから，前述の仮説のとおり，影の描画が錯視効果に

影響を与えることがわかった． 

問2は，付影処理によって，錯視立体と他の3DCGモデルと

が共存しているように感じられるかについての設問である． 

図15 Shadow Illusion Objectsによる錯視立体の影 

Fig.15  Shadow from shadow illusion objects 
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ここではそれを共存感と呼ぶことにする．実際に共存して

いるような印象を与えるか，影によって共存しているような

印象がどう変化するかを検証した． 

問2の結果は，動画a，b，cの順，つまり図16 (a)，図16 (b)，

図16 (c)の順に「とてもそう思う」割合が4名(16%)，8名

(32％)，15名(62.5％)となった．すなわち，錯視立体と他

の3DCGモデルが同時に映っている画面に影を加えると，共存

感が増す．この共存感は図16 (b)でも観察されたが，図16 (c)に

示すように，提案したShadow Illusion Objectsを用いることで，

錯視立体と他の3DCGモデルが共存していることを強く印象

づけることができた． 

問1，問2の結果により，提案したShadow Illusion Objectsを用

いた付影処理は，錯視効果に大きな影響を与えること，錯視

立体に他の3DCGモデルとの共存感を強く与えることがわ

かった． 

5.5.2 錯視立体の影と不可能立体の関係の知覚 

問3は，描画した影が要件③を満たすかどうか，すなわち，

Shadow Illusion Objectsを用いて描画した影が，不可能立体を

本体とする影として知覚されるかどうかを検証する設問であ

る． 

問3の結果は最も大きな差が出ており，図16 (b)では「とて

もそう思う」が0％であった一方，回答の76%が「全くそう思

わない」または「どちらかと言うとそう思わない」であり，

錯視立体そのものの影は，不可能立体を本体とする影として

認識されていなかった．逆に，図16 (c)では回答の92%が「と

てもそう思う」「どちらかと言うとそう思う」であり，Shadow 

Illusion Objectsを用いる提案手法は，不可能立体を本体とする

影として知覚されることがわかった． 

本論文で提案した拡張表現モデルを用いたことで，このモ

デルの特質である，印象のロバスト性が問3の結果に影響を与

えたと推測される．光源から見たときの錯視立体のシルエッ

トが，カメラ視点から見た不可能図形と同じ不可能立体であ

るという印象を与えたので，影の本体は錯視立体であろうと

知覚されたと考えられる． 

5.5.3 トリックアートの面白さへの影の寄与 

問4，問5は，不可能図形の面白さを向上させるのに影がど

のように影響するかを検証する設問である．第1章で述べたよ

うに，不可能図形の面白さは，不可能立体をイメージできる

という存在感と，実際にはそれが実在しないという不思議さ

の矛盾からなる．ここで，その不思議さと存在感，それぞれ

の尺度から質問を設けた． 

問4の結果は，図16 (b)，図16 (c)で「とてもそう思う」「どち

らかと言うとそう思う」の人数にほぼ変化がなかった．つま

り，影さえ表示されていれば，それがどのような形をしたも

のであれ，トリックアートとしての違和感は増し，不思議さ

は強まるという結果であった．これは，不可能図形がもとも

と違和感による不思議さを楽しむものであるため，多少理屈

に合わない形であっても，同じ違和感の内で扱う心理が働い

たためと考えられる． 

問5の結果は，図16 (b)で20%，図16 (c)で52%の被験者が「と

てもそう思う」と回答した．問2と同じく，影が存在するだけ

で錯視立体の存在感は強まるが，提案手法を用いることでそ 

(a) 評価用動画a：影なし 

(b) 評価用動画b：不可能図形の印象とは異なる影 

(c) 評価用動画c：提案手法による錯視立体と影 

図16 付影手法の主観評価実験に用いた動画 

Fig.16  The videos used for subjective evaluation experiment of shadowing methods 
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の効果をさらに高めることができた． 

問4と問5の結果から，不可能図形の不思議さと存在感は，

それぞれ独立した性質であり，提案したShadow Illusion Objects

を用いることで，その双方の相乗効果を期待できると考えら

れる． 

5.5.4 考察のまとめ 

提案したShadow Illusion Objectsを用いて影を描画すること

で，不可能図形が他の3DCGモデルと共存しているという印象

や，不可能図形自体の存在感を一段と向上させることができ

た．そのため，提案手法は，3DCG作品中に不可能図形アニメー

ションを組み込む際に，非常に効果的であると期待される． 

6. むすび 

本論文では，容易に3DCG作品中に不可能図形アニメーショ

ンを組み込むことを可能にするために， 

① 他の一般的な3DCGモデルと共存可能な錯視立体表現モ

デル(拡張表現モデル) 

② 不可能立体の影の在り方に関する考察に基づく付影処

理手法 

を提案した． 

拡張表現モデルは，他の3DCGモデルと共存可能である．

ゲームエンジンなどの汎用レンダリング環境で扱えるため，

研究者ではない3DCGアーティストなどであっても，容易

に3DCG作品中に不可能図形のアニメーションを組み込むこ

とができる． 

また，本論文で提案した拡張表現モデルを代表的なゲーム

エンジンのひとつであるUnity7) を用いて実装し，不可能図形

アニメーションと一般的な3DCGオブジェクトを共存させた

表現が容易に実現可能であることを示した． 

不可能立体と他の3DCGモデルの共存感を向上するために， 

 

不可能立体の付影処理について検討を行った．印象上にしか

存在しない不可能立体の影が満たすべき要件を明らかにした．

要件に基づいて，錯視立体の影を定義し，錯視立体のShadow 

Objects生成アルゴリズムを提案した．また，錯視立体の影に

関する主観評価実験を行った．不可能立体に影を付与するこ

とで，不可能図形としての不思議さを増すと同時に，周囲

の3DCG物体と同じ空間に共存しているように感じられると

いう実験結果を得た． 

本論文で提案した錯視立体表現モデルは，四角いひねりを

加えたトーラス状不可能図形を対象としている．トーラス状

不可能図形と同じ錯視の仕組みである，無限にループする水

路やペンローズの階段のようなモデルに対しても，同様に適

用可能であると考えられるが，これらの実装に関しては今後

の課題である． 

本論文で提案した付影処理手法は，錯視立体から影を落と

すことのみを扱っている．Self-Shadowを含む，付影処理の高

度化については，今後の課題である． 

謝辞 

本研究を進めるにあたり，先行研究の詳細なアルゴリズム

をご教示いただいた株式会社エヌ・ティ・ティ・データの中

津香奈氏に感謝いたします． 

参考文献 

1) 杉原 厚吉, 不可能物体の数理, 森北出版株式会社 (1993). 

2) M. C. Escher: “Waterfall”, Lithograph (1961). 

3) 中津香奈, 森谷友昭, 高橋時市郎: “錯視立体を用いたトーラス状

不可能図形のアニメーション手法”, 画像電子学会誌, Vol.45, No.3, 

pp.359–369 (2016). 

4) T. -P. Wu, C. -W. Fu, S. -K. Yeung, J. Jia, C. -K. Tang: “Modeling and 

Rendering of Impossible Figures”, ACM Trans. on Graphics, Vol.29, No.2, 

表2 付影手法の主観評価実験結果 

Table 2  Results of subjective evaluation experiment of shadowing methods 

評価 
問 

とてもそう思う 
どちらかと言うと

そう思う 
どちらでもない 

どちらかと言うと

そう思わない 
全くそう思わない 

問1 影なし 9 15 0 1 0 

 元の形状の影 3 16 2 3 1 

 提案手法の影 12 11 1 1 0 

問2 影なし 4 10 4 3 4 

 元の形状の影 8 13 2 1 1 

 提案手法の影 15 9 0 1 0 

問3 元の形状の影 0 4 2 10 9 

 提案手法の影 15 8 0 2 0 

問4 元の形状の影 5 9 3 6 2 

 提案手法の影 6 9 7 3 0 

問5 元の形状の影 5 12 5 3 0 

 提案手法の影 13 11 1 0 0 

The Journal of the Institute of Image Electronics Engineers of Japan Vol.51 No.1 （2022）

48



pp.13:1–13:15 (2010). 

5) 篠原祐樹, 宮下芳明: “不可能立体の写実的表現手法の提案”, 情報

処理学会 研究報告ヒューマンコンピュータインタラクション 

(HCI), Vol.2009, No.28 (2009-HCI-132), pp.95–102 (2009). 

6) 吉川祐輔, 宮下芳明: “画像バッファの組み合わせによるリアルタ

イム錯覚表現生成手法”, 芸術科学会論文誌, Vol.12, No.1, pp.11–23 

(2013). 

7) Unity Technologies Inc., Unity, https://unity.com/ (2021). 

8) 千葉尭, 高橋時市郎: “錯視立体を用いた不可能図形のテクスチャ

アニメーション手法”, 2019年映像情報メディア学会年次大会 講

演予稿集, 12D-1 (2019). 

9) J. Birn, Digital Lighting and Rendering, New Riders, pp.106–107 (2013). 

 

（2021年8月27日 受付） 

（2021年9月30日 再受付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉 尭 （正会員） 

2018 年 東京電機大学大学院未来科学研究科
情報メディア学専攻修士課程修了，同年同大 
先端科学技術研究科情報通信メディア工学専
攻博士課程入学，2021 年 単位取得満期退学，
同年 同大 未来科学部情報メディア学科 助
手，現在に至る．コンピュータグラフィックス
の研究に従事．映像情報メディア学会，画像電
子学会 各会員． 

 

森谷 友昭 （正会員） 

2007 年 東京電機大学大学院先端科学技術研
究科情報通信メディア工学専攻博士課程入
学，2010 年 修了．同年 同大 未来科学部情報
メディア学科 助教，2018年 同大 未来科学部
情報メディア学科准教授，現在に至る．コン
ピュータグラフィックスの研究に従事．ACM 
SIGGRAPH，映像情報メディア学会，画像電子
学会，電子情報通信学会 各会員．博士（工学）． 

 

高橋 時市郎 （フェロー） 

1977 年 新潟大学工学部卒業．同年 電電公社
入社．NTT 基礎研究所，ヒューマンインタ
フェース研究所，サイバーソリューション研
究所において，パタン認識，コンピュータグラ
フィックス，学習科学の研究開発に従事．2003 
年より東京電機大学工学部教授．2007年 同大
学未来科学部教授．現在に至る．ビジュアルコ
ンピューティングの研究に従事．2017 年より
アストロデザイン株式会社 客員研究員．博士
（工学）． 

The Journal of the Institute of Image Electronics Engineers of Japan Vol.51 No.1 （2022）

49



IIEEJ

CGにおける高粘性流体中の気泡表現

内 川 亮 介†（学生会員） 石 塚 裕 己† 池 田 聖† 大 城 理†

†大阪大学

Representation of Bubbles in High Viscosity Fluids for CG

Ryosuke UCHIKAWA†(Student Member), Hiroki ISHIZUKA†, Sei IKEDA†, Osamu OSHIRO†

†Osaka University

〈あらまし〉 ディジタル映像作品において液体を写実的に描くためには，液体に含まれる気泡までを表現できること
が望ましい．従来の Computer Graphicsのための流体シミュレーションでは気泡を表現するために，液体粒子と気
体粒子を用いていた．一方で，気体粒子を用いる場合には計算量が増大するという問題があった．また，従来の気泡
シミュレーションでは高粘性流体を表現可能な陰解法を用いることができなかった．本研究では，低粘性から高粘性
流体中の気泡を表現可能なシミュレーション手法を提案する．気体粒子無しに気泡表現を可能にするために，気泡の
質量保存を利用する．そのために，気泡密度から求めた圧力を気泡表面の圧力境界条件として Navier-Stokes方程式
に適用する．気泡表面において，表面法線方向の流速の総和が 0 となるという拘束条件を仮定することで，気泡の
体積変化を小さくする．このモデルは，二つの条件によって気泡の質量と体積を保存するため，気体粒子を用いるこ
となく気泡の挙動を再現できる．また，提案するモデルは，Material point method (MPM) 内に組み込み可能で
ある．MPMの有する低粘性流体から高粘性流体までの挙動を高速に計算できる特徴により，水やハチミツといった
様々な粘性流体中の気泡表現を可能にできる．

キーワード：粘性，気泡，流体シミュレーション，混相流，CG

<Summary> To depict liquid realistically in computer graphics (CG) works, it is necessary to represent

bubbles in the liquid. In conventional studies, liquid and gas particles have been utilized to represent

bubbles in a liquid. On the other hand, the gas particles increase computational complexity. Additionally,

the conventional fluid simulations can not utilize an implicit method to calculate the flow of liquid with high

viscosity. This study proposes a simulation method to represent bubbles in liquid with various viscosity

without gas particles. To calculate bubbles, we utilize the conservation of the mass of bubbles. For this

purpose, we apply pressure calculated from the bubble density as the pressure boundary condition at the

bubble surface to the Navier-Stokes equation. By assuming that the sum of vertical velocity to the surface

at the bubble is zero, the volume change of the bubble can be minimized. The simulation method does not

require gas particles because the two conditions conserve the mass and the volume of a gas. The proposed

model can be incorporated into the material point method, which can represent liquid with various viscosity

in a short time. Owing to the mentioned characteristics, the proposed model can realistically represent

bubbles in a liquid such as water or honey and contribute to improving the quality of CG works.

Keywords: viscosity, bubble, fluid simulation, multiphase flow, CG

1. は じ め に

コンピュータの性能が向上した昨今では，実写を用いず，

全編を Computer Graphics (CG) で表現する映像作品も身

近になってきている．CGを用いた映像作品の写実性向上の

ために，身近な自然現象を写実的に再現する手法が提案され

てきた．その中でも，現象を支配する物理法則に従い，コン

ピュータ上で物理シミュレーションを行うことでその自然現

象を再現することは一つの有効な手法である．一方，忠実に

物理法則をモデル化する手法では写実性の高いCGの作成が

可能である代わりに，計算量が膨大になり映像制作費が増大

する問題がある．多くの場合は，簡易なモデルで写実性を損

なわないシミュレーションが望ましい．

物理法則をモデル化してシミュレーションを行う例として，
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パンが引きちぎられる現象やクッキーが割れる現象の再現1)

や，ジーンズやリボンなどの薄い物体の変形現象の再現2)が

挙げられる．これらのシミュレーションは固体の変形という

単相のみを取り扱ったものである．一方で，赤い溶岩流が徐々

に冷え固まり黒い岩石に変わっていく様子や，水に落とした

インクがシャンデリア状に広がりながら落ちていく様子など

の，複数の相が関与する自然現象をCGで用いられるような

簡易な物理シミュレーションで再現した例もある．相とは，

物理的状態や化学的構成が均一な物質の系全体を指す3). 例

えば，気体と液体, および固体は物理的状態が異なる相であ

る．加えて同じ液体でも，水と油は化学的構成の違いから，

異なる相である．CGで複数の相を扱った例として，固体と

液体の相変換の表現4)や卵白と卵黄といった異なる物質の混

合5)がこれまで研究されている．

異なる相の相互作用の現象の中でも，気体と液体の相互作

用で生じた液中の気泡は我々が日常生活において頻繁に目に

する現象である．液中に生じた気泡は，急速に上昇する間に，

激しく分離と結合を繰り返しながらその形状を変える．気泡

が複雑な挙動を示す原因の一つは，液体と気体の密度比 (お

よそ 1000:1)にある6)．しかし，液中の気泡を CGで再現し

ようした場合に，この密度比が気液界面における圧力の計算

収束性を悪化させてしまう．

そこで，多くの研究者が，気泡の CGを作成するため圧力

の計算収束性の問題を解決できる物理シミュレーション手法

を提案してきた7)～10)．Boydらは，気体粒子と液体粒子を用

いたシミュレーション手法を提案した8)．この手法では粒子

の再配置処理を行うことによって，界面における圧力の計算

収束性を向上させる．しかし，粒子の再配置に余分な計算を

要する問題があった．Andoら11)は流れ関数を用いた流体シ

ミュレーションによって，Goldadeら12)は体積に対する拘束

条件を用いることで，気体粒子を用いずに気泡を表現する手

法を提案した．これらの手法は，界面においても安定な計算

が可能であった．一方，これらの手法では液体の持つ粘性が

全く考慮されておらず，液体の粘性による気泡の挙動の変化

が再現できるかについては明らかにされていない．

粘性による影響を考慮するのであれば，陽解法的手法や陰

解法的手法を用いることが考えられる．陽解法的手法は低粘

性流体については簡単に取り扱える一方，陽解法を用い高粘

性流体を表現するには離散時間幅を微小にする必要があり，

計算量が膨大になる問題がある13)．高粘性の流体を扱うため

の手法として，Material point method (MPM)が用いられ

る14)．MPMは，粒子法と格子法両方の利点を持つ．粒子法

は，移流項を計算する必要がなく効率的に流体計算を行うこ

とができる．一方，境界における粒子の取扱が難しく，正確

に物理量を算出するために境界に粒子を配置すれば，境界に

おける計算量が増大してしまう．格子法では境界条件の設定

は簡明にできるが，移流項の計算量が多いという問題がある．

MPMは，主な計算自体は格子点上で行い，計算で得た情報

を粒子に移す．粒子を動かすことで移流項の計算を省略する

ことができ，格子上で境界条件を設定できるため境界粒子を

配置する必要がない．MPMを用いたシミュレーションの例

として，雪のシミュレーション15)，剛体と流体の相互作用16)

，堆積物の輸送シミュレーション17)，物体の溶解シミュレー

ション18)などがある．MPMでは，陰解法により応力に基い

た粘性の取扱いが可能であるため，高粘性の流体でも離散時

間幅を大きく設定することで安定性を失わない．そのため，

少ない計算量でシミュレーションを完了可能である．MPM

の中で気泡を取り扱えれば，低粘性流体だけでなく高粘性流

体中の気泡の挙動を短い時間で計算可能になる．

本研究では，MPMに従い粘性流体中の気泡を表現可能な

シミュレーション手法を提案する．提案手法では気体粒子を

用いる代わりに，境界条件により粘性流体中の気泡を表現す

る．具体的には，気泡質量を圧力境界条件を用いることで保

存する．また，体積の変化を小さくするために，速度境界条

件も用いる．本手法は既存の MPM アルゴリズムに容易に

組み込むことが可能である．そのため，低粘性から高粘性ま

で幅広い粘性の流体の挙動を高速に計算でき，高粘性流体シ

ミュレーション中での気泡表現が可能となる．本手法を実現

することで，日常的にみられる水中の気泡やハチミツの中の

気泡が形状を変化させながら上昇していく様子を，CGで高

速に描けるだけでなく，インタラクティブに表現することが

可能になる．これにより，映像作品の表現の可能性がさらに

広がることが期待できる．

2. 関 連 研 究

気泡を表現する研究は，白い粒子を配置して表現する手法

と，二相流シミュレーションにより気液相互作用を厳密に取

り扱う手法，単相シミュレーションに流れ関数を組み合わせ

る手法に分類できる．ここでは，それらの関連性の強い研究

について説明する．

(a)白い粒子を用いた気泡表現

Ihmsenらは気泡や飛沫として液面や水中などに白い粒子

を配置する手法を提案した19)．流体シミュレーションには

Smoothed particle hydrodynamics (SPH)を使用しており，

SPH法によって作成された流速場を用いて，気泡や飛沫な

どを表す白い粒子の生成や移動，消去が行われる．計算量も

少なく，空間規模の大きな流体シミュレーションにおける写

実性を向上させることに成功した．一方で，気泡一つ一つの

形状は取り扱えない．そのため，コップに水を注いだ際に発

生する気泡のように，気泡の形状が重要になる空間規模の小

さな流体シミュレーションには不向きな方法である．

(b)二相流シミュレーションによる気泡表現

気泡形状を表現するため，Aanjaneyaら20), Patkarら21)

は，気体と液体両方を同時に取り扱う格子法を用いた二相流

シミュレーションによって気泡を扱った．二相流を取り扱う
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際には，気液界面の取り扱いが問題となる．これらの研究で

は，Ghost fluid method (GFM)と呼ばれる手法によって気

泡を表現している，GFMでは，外挿を用いて境界の先に同

じ相の液体があるかのように扱う手法を用いることで，二つ

の相を別々に取扱い，支配方程式を解く．界面位置は，支配

方程式の計算とは別に Level set方程式を解くことで決定す

る．この手法は，気泡形状を写実的に再現することが可能で

ある．一方，GFMを用いた気泡シミュレーションでは界面

の法線速度は二つの相の間で共有される．そのため界面の法

線速度の誤差が，密度の小さい領域における圧力の数値振動

に繋がり，計算収束性を悪化させる．また，単相流体シミュ

レーションと比較して約 0.1倍の離散時間幅に設定する必要

があり，計算量の多さが問題となる．

(c)単相流シミュレーションによる気泡表現

Andoら11)は，ポアソン方程式を解く従来の非圧縮流体シ

ミュレーションに対して，流れ関数を用いる手法を提案した．

流れ関数を用いた表現では，気泡内部の計算をすることなく

気泡表現が可能であるため，気液界面における圧力の数値振

動の生じず計算収束性が高い．一方で，流れ関数を用いた流

体シミュレーションは，従来の単相流体シミュレーションと

比較して解くべき変数が多く約 3倍の計算量を必要とするこ

とから，計算量削減の解決手法にはなっていない．

本論文では，MPMを用いた流体シミュレーションに質量

保存，体積保存に由来する二つの条件式を課すことで，空気

粒子を用いずに気泡シミュレーションを行う手法を提案する．

気体粒子を用いないことで，従来法で問題とされていた界面

における密度計算の精度が改善され，大きな離散時間幅での

計算が可能となる．MPMは，PBF法に比べて計算量は多

いが，物理方程式に従ったシミュレーションであるためより

写実的な表現が期待される．本論文では，MPMを用いるこ

とにより，高粘性流体中の気泡も扱えることを示す．

3. 手 法

本章では気泡粒子を用いず，MPMを用いて粘性流体中の

気泡を表現するための処理手順について説明する．

3.1 提案手法概要

本手法の概要を図 1に示す．MPMでは，粒子の配置から

流体形状を再現する．そのため，各粒子の速度を各時間ステッ

プにおいて求めて粒子位置を更新する必要がある．提案手法

は，Stomakhinら15)らが用いたMPMの実装方法に基づき，

粒子と格子を併用してシミュレーションを行う．各時間ステッ

プにおいて，まず，処理 1Oでは，粒子の速度から格子速度を

求め，格子速度から中間速度 (黄色い矢印)を求める．次に，

処理 2Oにおいて，気泡を検出し，気泡の体積，質量，密度，

圧力を求める. 加えて，気泡表面の格子速度を更新する (赤

い矢印)．更に，処理 3Oで，中間速度から気泡表面以外の格

子速度を更新する (赤い矢印)．最後に，処理 4Oで，格子速度

図 1 提案するシミュレーション手法概要
Fig. 1 Overview of the propsoed simulation method

から粒子速度を求め，粒子の位置を更新する．

従来研究に対し，本研究は処理 2Oを追加することで格子上

において気泡表現を可能としている．処理 1Oおよび処理 4O

における粒子と格子間の情報の伝達については，3.2節にて

説明する．3.3節では，処理 1Oにおける中間速度を求める方

法，および処理 3Oを，3.4から 3.6節では処理 2Oを説明する．

3.2 粒子格子間の情報伝達

MPMにおいて，対象となる物質は均一の粒子で離散化さ

れて表現される．一方，支配方程式は，格子上で計算される．

そのため，粒子と格子間で情報伝達を行う必要がある．粒子

pには，質量 mp，位置 rp，速度 vp などの情報を割り当て

る．ある時間ステップ [ν]における格子点 iの質量mi[ν]は，

mi[ν] =
∑
p∈N

mp[ν]Ni(rp[ν]) (1)

と表される．N は粒子全体の集合である．Ni(rp)は補間関

数と呼ばれ，式 (2)のように定義される．

Ni(rp) =
∏

s∈{x,y,z}

N

(
1

h
(sp − si)

)
(2)

hは格子の間隔であり，任意の引数 ζ に対しN は，

N(ζ) =


0.5|ζ|3 − |ζ|2 + 2

3
0 ≤ |ζ| < 1

1

6
(2− |ζ|)3 1 ≤ |ζ| < 2

0 2 ≤ |ζ|

(3)

を返す関数である14)．

同様の方法で，運動量も粒子から格子点へと移される．格

子点 iにおける運動量 (mv)i[ν]は，

(mv)i[ν] =
∑
p∈N

(mv)p[ν]Ni(rp[ν]) (4)

と表され，これより格子点速度 vi[ν]は，

vi[ν] =
(mv)i[ν]

mi[ν]
(5)
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と求めることができる．

転送した後に，格子点上で支配方程式を解き，速度更新を

行い，vi[ν +1]を求める．格子点上で計算が終わったら，式

(6)を用いて粒子の速度を求める．

vp[ν + 1] =
∑
i∈M

vi[ν + 1]Ni(rp[ν]) (6)

Mは全格子点の集合である．最後に求めた粒子の速度から，

rp[ν + 1] = rp[ν] + ∆tvp[ν + 1] (7)

によって粒子の位置を更新する．

3.3 粘性流体の支配方程式と離散化

ニュートン流体の挙動は式 (8)および (9)により記述される.

∇ · v=0 (8)

∂v

∂t
+ (v · ∇)v=η∇2v − 1

ρ
∇P + g (9)

tは時間，ηは動粘性係数，ρは密度，P は圧力，gは重力加

速度である．式 (9)の右辺第一項は粘性項, 第二項は圧力項，

第三項は外力項である．提案手法では，式 (9)を，式 (10),

(11)に示すように二段階に分けて半陰解法的に解く．

v∗ − v[ν]

∆t
=η∇2v∗ + g (10)

v[ν + 1]− v∗

∆t
=−1

ρ
∇P (11)

式 (10), (11)を解いて，次のステップ [ν + 1]における速度

v[ν + 1]を求める．まず，粘性項と外力項より中間速度 v∗

を求める．式 (10)を整理することで, 式 (12)が得られる．

(
1−∆tη∇2)v∗ = v[ν] + ∆tg (12)

式 (12)は共役勾配法などを用いて解くことができる．

次に，圧力項より，一時速度 v∗を修正する．式 (11)を整

理すると，式 (13)となる．

v[ν + 1]− v∗ = −∆t

ρ
∇P (13)

式 (13)両辺の発散を計算することで，式 (8)より∇·v[ν+1] =

0となり，

−∇2P = − ρ

∆t
∇ · v∗ (14)

を得る．式 (12)と同様に，式 (14)は共役勾配法などを用い

て，P について解くことができる．式 (14)により求めた P

を，式 (13)に代入することで，連続の式 (8)を満たす v[ν+1]

が得られる．

式 (9) は，液体領域のみに適用される. 気泡領域の圧力，

および気液境界の速度は，3.5節および 3.6節に示す二つの

条件によって更新される．

図 2 気泡の結合と分裂の取り扱い
Fig. 2 Binding and splitting of bubbles in the proposed

method

3.4 気泡の結合および分裂

気泡の総質量は，分裂および結合が起こらない限り変化し

ないとする．初期条件として，気泡 bの質量は

mb = ρatmVb (15)

とする．ρatmは，大気圧 Patm下における空気の密度である．

図 2に示すような気泡の結合と分裂後の気泡の質量を更新
する必要がある．時間ステップ [ν + 1]において結合が起こ

る場合，結合して発生した泡の質量mmer は

mmer[ν + 1] =
∑
b∈Θu

mb[ν] (16)

で求める．Θu は結合した気泡の集合を示す．一方，時間ス

テップ [ν + 1]において分裂が起こった場合，分裂後の泡の

質量msep[ν +1]は，分裂した泡の体積 Vsep[ν +1]と分裂前

の泡の質量mspd[ν]を使用して，

msep[ν + 1] =
Vsep[ν + 1]∑

b∈Θs

Vb[ν + 1]
mspd[ν] (17)

で求める．Θs は分裂した気泡の集合を示す．

3.5 圧力境界条件

気泡内部の圧力勾配は小さく気泡内の圧力分布がシミュレー

ション結果に及ぼす影響は少ない21)ため，気泡内の圧力分布

は一様であるとみなす．気泡内の圧力 Pbは式 (18)で求める．

Pb = Bρb (18)

ρbは気泡の密度であり，ρb = mb/Vbである．Bは定数であ

る．本論文ではB = Patm/ρatmとし，気泡の密度が ρatmで

ある時，気泡の圧力が Patm となるようにする．

3.6 速度境界条件

気液界面における速度を求めるため，気泡の体積変化を抑

制することを考える．気泡の体積が変化しなかった場合，気

液界面において液体の流入出の総和が 0となる．これより，

気液界面における速度の拘束条件式として，

C(v) =
∑
i∈Γb

vi · ei = 0 (19)
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表 1 シミュレーションに用いた定数および変数
Table 1 Constants and variables in simulation

種別 変数／定数 表記 値

定数
空気の密度 ρ0atm 1.0 kg/m3

大気圧 Patm 0.1 MPa

粒子が持つ変数
質量 mp

速度 vp

格子が持つ変数

質量 mi

速度 vi

流速発散 ∇ · vi

圧力 P

を考える．v = (v1, ...,vi, ...)であり，Γb は気泡 bの表面上

にある格子点集合を，eiは気泡表面位置 iにおける法線ベク

トルを示す．時間ステップ [ν + 1]における，液体の速度を,

v[ν + 1] = v∗ +∆v (20)

で表す．式 (19)に式 (20)を代入し，テイラー展開すると，

C(v∗ +∆v) ≈ C(v∗) +
∑
i∈Γb

∆vi · ∇viC(v∗) = 0 (21)

を得る．∇vi
= (0,0, ..., ∂/∂vi, ...,0)である．∆viが，C(v)

の勾配方向と平行であると仮定し，

∆vi = λ∇viC(v∗) (22)

とする．式 (19), (21), (22)より，式 (23)を得る．

∆vi = −C(v∗)

Mb
ei (23)

Mbは，気泡 bの表面に含まれる格子数である以上の処理に

よって，気泡表面における格子速度の更新が可能となる．

4. 速度と圧力の境界条件による気泡表現

4.1 シミュレーション環境

シミュレーションの実装言語には C++を用いた．計算機

としては，CPU Intel Core i7 7700k 3.5GHz, メモリ 16 GB

を搭載した PCを用いた．高速化のために GPGPUによる

並列演算を行った．使用したGPUにはGeForce RTX2070

を，APIには CUDAを用いた．シミュレーションにより生

成されるメッシュからの画像生成にはBlender2.83を用いた．

実装に用いた定数および変数を表 1にまとめる．

4.2 速度と圧力の境界条件の評価実験

4.2.1 実験目的と実験条件

境界条件によって気泡表現が可能となるかを確認するため

に，実験を行った．シミュレーションにおいて，格子の解像

度は 128 × 128 × 128 とし，粒子数は約 800 万とした．粒

子は格子内に八つずつ配置した．シミュレーション空間は

10.0 m× 10.0 m× 10.0 mの大きさであり，水深の初期値は

5.0 mとした．空間上部は開放されており，空間外への空気

の流入出が可能となっている．さらに，底面から 1.0625 m

の高さに 1.875 m × 1.875 m × 1.875 mの立方体状の気泡

図 3 各条件間の比較結果 ( (a)境界条件を適用しなかった
場合 (b)速度境界条件のみを適用した場合 (c)圧力境
界条件のみを適用した場合 (d)速度と圧力の境界条件
を適用した場合 )

Fig. 3 Comparision between four conditions;
(a)Without any boundary conditions, (b)With
velocity boundary condition, (c)With pressure
boundary condition, and (d)With velocity
boundary condition and pressure boundary
condition

を配置した．液体の密度は 1.0× 103 kg/m3 とした．シミュ

レーションの離散時間幅は ∆t = 8 msで固定とし，初期配

置した気泡が水面に到着するまで 2 s間のシミュレーション

を行った．この設定下で以下の場合を比較した．

� 境界条件を付与しない場合

� 速度境界条件のみ付与する場合

� 圧力境界条件のみ実装する場合

� 条件をすべて付与する場合

4.2.2 シミュレーション結果

図 3にシミュレーション結果を示す．初期配置した気泡が
水面に到着するまでの経過を示している．図 3(a)に示す速

度と圧力の境界条件を適用しない場合，および図 3(b)に示

す速度に関する境界条件のみを適用した場合，気泡内の質量

は保存されず気泡内部の圧力は常に大気圧に設定される．そ

れによって気泡は常に圧縮されて体積は減ることとなり，最

終的に消えてしまう (t = 0.32 s)．図 3(c)に示すように圧力

に関する境界条件を適用した場合，気泡の質量が保存され，

気泡の体積が縮小するにつれ気泡内部の圧力が高くなり水

中に配置した気泡は潰れることはないが，気泡の体積変動は

抑制されないため，気泡が大きく振動していることが確認さ

れた．これは実際の気泡の挙動と大きく異なり，生成された

CGの写実性を大きく損なう．気泡の体積変動の様子を確認

するために，図 3(c)と図 3(d)における体積の時間変化を計

測した．気泡の消滅が確認された図 3(a)と図 3(b)では体積
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図 4 気泡体積の経時変化
Fig. 4 Change with time in bubble volume

の時間変化の計測は行っていない．圧力のみの境界条件の場

合，図 4(橙線)に示すとおり，時間平均体積のおよそ二割の

振幅で気泡が膨張と収縮を繰り返していた．図 3(d)に示す

速度と圧力の境界条件を適用したときのみ，気泡は消えず，

また図 4(青線)に示すように反復的な気泡の膨張と収縮も確

認されなかったことから，提案手法は気泡を最も写実的に表

現することができている．一方で，シミュレーション開始か

ら 0.64 sまで，体積の振動が確認された．水中に気泡を配置

する場合，気泡内部の圧力は大気圧よりも高い．シミュレー

ションでは，新しく生成された気泡の初期圧力は大気圧に設

定されることが，図 3(d) の初期の体積変動の原因であると

考えられる．予め気泡を水中に配置したシミュレーションを

行う場合には，大気圧に気泡を配置する深度の水圧を加算し

たものを気泡の初期圧力として設定することで初期振動を抑

えることができると考えられる．また，体積変化は気泡が生

成されてから短い時間で抑制されるため視覚に与える影響は

少ないとも考えられる．

4.3 排出実験

4.3.1 実験目的と初期条件

本手法により表現される液体と気体の相互作用の写実性を

確認した．4.2節にて，速度と圧力の二つの境界条件を課すこ

とによって気泡の表現が可能であることを確認したことから，

速度と圧力の二つの境界条件を付与した場合と境界条件を付

与しない場合とで，水の排出シミュレーションを行った．液

体と気体の相互作用が正しく再現されていれば，上の容器か

ら下の容器に液体が移動することに加えて，下の容器から上

の容器への気体の移動が確認されるはずである．シミュレー

ションにおける格子の解像度は 128× 128× 128であり，粒

子数は約 600万である．粒子は格子内に八つずつ配置した．

空間は完全に密封されており，空間内への液体や空気の流入

や流出はない．空間は 10.0 m×10.0 m×10.0 mの大きさで

あり，空間の中央の高さに，幅 2.0 m，奥行 2.0 mの穴が開

いた厚さ 1.0 mの壁を配置する．この壁の中には粒子が入れ

ないように設定した．配置した壁の上に，深さ 3.5 mの液体

を配置した．液体の密度は 1.0× 103 kg/m3 とした．シミュ

図 5 速度と圧力の境界条件の水排出に対する影響評価結果
( (a) 速度と圧力の境界条件を適用しなかった場合, (b)
速度と圧力の境界条件を適用した場合 )

Fig. 5 Results of evaluation of the effect of veloc-
ity boundary condition and pressure bound-
ary condition on water discharge; (a)Without
any boundary conditions, and (b)With velocity
boundary condition and pressure boundary con-
dition

レーションの離散時間幅は ∆t = 8 msで固定とし，18 s間

のシミュレーションを行った．

4.3.2 シミュレーション結果

図 5に条件の有無による水の排出シミュレーションの結果
を示す．図中では空気方向を向いている水面を青色で，水方

向を向いている水面を緑色で描画している．図 5(a)が速度

と圧力の境界条件を適用しなかった場合であり，図 5(b)が

速度と圧力の境界条件を適用した場合である．速度と圧力の

境界条件を適用しない，すなわち従来のMPMによる流体シ

ミュレーションの場合，水は重力に従い，水路を通過し下の

容器へと注ぎ込まれるだけであり，空気の存在は水の挙動に

影響を及ぼさない．本来，水が容器の上から下に移動すると

共に，上の容器にある気体は圧力が減少し，下の容器にある

気体の圧力は上昇する．水が重力に従って下に落ちようとす

る力よりも，気体が水を上に持ち上げる力が上回った時，壁

に空いた穴から気体が上昇する．提案手法は気泡の質量と体

積を保存することで，この現象を再現することができている．

水路において，気体が水を持ち上げる力が働くため，条件を

適用しなかった場合に比べて，条件を適用した方が水の排出

が遅いことも確認された．

4.4 粘性流体中の気泡表現

4.4.1 実験目的と初期条件

提案手法によって，身の回りにある幅広い粘性流体中の気

泡表現が可能か確認するために，動粘度 ηを変えてシミュレー

ションを行った．また，本手法の写実性を確認するために，

提案手法による気泡表現と実際の気泡を定性的に比較した．

図 6 に撮影環境を示す．環境は，高速度カメラ (SONY

FDRAX700)を使用し，960 fpsで撮影した．身近な粘性流

体のうち，低い粘性を持つ流体から高い粘性を持つ流体と
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図 6 撮影環境
Fig. 6 Measurement setup

して水，ハチミツ，水あめを想定した．水，ハチミツ，水あ

めの動粘度はおおよそ 1.0× 10−6 m2/s，1.0× 10−3 m2/s，

3.0× 10−2 m2/sである．実際には，動粘度 1.0× 10−6 m2/s

の流体には水を，動粘度 1.0× 10−3 m2/s の流体にはシリ

コンオイル (AMETEK Brookfield 091729) を，動粘度

3.0× 10−2 m2/s の流体にはシリコンオイル (AMETEK

Brookfield 062520)を使用した．液体の密度はすべて 1.0×
103 kg/m3であった．これらの液体を 0.1m× 0.1m× 0.1m

の立方体に, 深さ 0.05mまで入れた．撮影の開始と同時に立

方体の底面中央に開けた直径 4.0mmの穴から，ポンプ (水作

SSPP-3S)を用いて流量 4.16× 104 mm3/sで空気を送った．

シミュレーションでは，実環境と比較するために，スケー

ル比を 100として，付録に示す相似則を用いた．すなわち，

シミュレーション空間は 10.0 m × 10.0 m × 10.0 m とし，

深さ 5.0 m で液体を配置した．空間の天井は自由流入出口

とした．相似則に従い，動粘度はそれぞれ 1.0× 10−3 m2/s，

1.0 m2/s，30.0 m2/sに設定した．相似則に従い空気の流量

は 4.16 m3/sとした．シミュレーションには，800万の粒子

を用いた．離散時間幅は ∆t = 8 msで固定し，相似則を用

いて 26 sを実際の時間に換算して計算した．

4.4.2 比較結果

粘性流体中の気泡シミュレーションと実写の比較結果を図 7
～図9に示す．各時刻において，上段がシミュレーション結果，
下段が実写である．図 7 に示す動粘度 1.0× 10−6 m2/sの場

合では，実画像においては気泡が上昇していく中で，t = 2.0 s

で気泡がきのこ状に分裂し始め，t = 3.0 sでは完全に分裂

して上部の気泡は大気に放たれる様子，t = 6.0 sにおいて

再度結合する様子が確認できる．シミュレーション中におい

ても，t = 2.0 sから 3.0 sできのこ状の気泡と分裂直の様子

が確認できる．また t = 5.0 sにおいて再度結合する様子が

わかる．

図 8に示す動粘度 1.0×10−3 m2/sの場合は，動粘度 1.0×
10−3 m2/sの場合と同様に，気泡が上昇中で気泡が分裂し結

合する様子も確認できる．また，実写およびシミュレーショ

ン結果ともに，動粘度 1.0 × 10−6 m2/s の場合と比べて緩

やかに気泡が上昇する様子がわかる．具体的には，動粘度

1.0× 10−3 m2/sの場合は，実写およびシミュレーション共

に t = 2.0 s付近で最初の泡が水面に到達しているのに対し

て，動粘度 1.0 × 10−3 m2/s の場合は，何れも t = 3.0 s

付近で到達している．上場速度の低下は，粘性の影響により

液体の流動性が低下したためで，粘性の違いが表現できて

いると言える．二つ目は，気泡の形状の違いである．動粘度

1.0× 10−6 m2/sの t=2.0 sにおいては，上昇途中の気泡形

状は椀状であった．動粘度が高くなると気泡形状が紡錘形状

になることが確認された (図 8 t=7.0 s)．気泡の形状の変化

は気泡の上昇速度の違いによるものだと考えられる．

一方，再現できない特徴も確認できた．図 7および図 8の

t = 7.0 s付近において，気泡が水面に到着した後，実際には

薄膜に覆われた気泡が残ったが，シミュレーションでは厚膜

に覆われた気泡が形成され破裂し，薄膜に覆われた気泡は残

らなかった．これは，気泡の薄膜の厚さがシミュレーション

で用いる離散空間幅以下であることが原因である．水面にお

いて，粒子をより細かく，離散空間幅を気泡の薄膜以下に設

定する手法を用いることで，気泡の薄膜を再現できることが

期待される．

図 9 に示す動粘度 3.0 × 10−2 m2/s の場合は，動粘度が

1.0× 10−6 m2/sおよび 1.0× 10−3 m2/sの場合と大きく異

なった結果が見られた．実写およびシミュレーション共に気

泡はすぐには上昇せずに流入口付近に留まり，その場で流入

口から送られてくる空気によって大きくなる様子が確認され

た．上昇中，気泡は分裂や結合することなく水面に達し，こ

の気泡により水面が大きく膨らむ様子も確認できる．これは，

粘性の増加による流動性の低下がさらに顕著になったために

生じた現象であり，シミュレーション結果はこうした現象を

表現できることを示している．

以上より，提案手法を用いることで MPM を用いた空気

と液体のシミュレーションにおいて，各動粘度のシミュレー

ションにおいて，複数の気泡の特徴を再現することに成功し

た．一方，シミュレーションと実写の比較において，気泡が

生成される速度や細部の形状に違いがあった，これは水圧の

影響により，シミュレーションと実際の現象間で流量に誤差

が発生したことが原因の一つだと考えられる．こうした違

いはあるものの，おおよそ実環境と類似した挙動や液体の

粘性の違い表現できたと言える．また提案手法は，動粘度が

1.0× 10−6 m2/sの流体から動粘度の高い 3.0× 10−2 m2/s

の流体まで，水中での気泡の挙動を同じ離散時間幅で再現可

能であった．

4.5 シミュレーション結果の評価

表 2 において，Resolution の列に各シミュレーションに

用いた格子数，#Particlesの列に粒子数，∆tの項にシミュ

レーションの離散時間幅，MPMの項に単相流体の計算に要

した単位時間ステップあたりの計算時間，Bubble treatの列

に気泡の取り扱いに要した単位時間ステップあたりの計算時
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t = 0.0 s t = 1.0 s t = 2.0 s t = 3.0 s

t = 4.0 s t = 5.0 s t = 6.0 s t = 7.0 s

図 7 シミュレーションと実写の比較 (動粘度: 1.0× 10−6 m2/s)
Fig. 7 Comparision between simulation and actual measurement (Kinemaatic viscosity:1.0× 10−6 m2/s)

t = 0.0 s t = 1.0 s t = 2.0 s t = 3.0 s

t = 4.0 s t = 5.0 s t = 6.0 s t = 7.0 s

図 8 シミュレーションと実写の比較 (動粘度: 1.0× 10−3 m2/s)
Fig. 8 Comparision between simulation and actual measurement (Kinemaatic viscosity:1.0× 10−3 m2/s)
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t = 0.0 s t = 3.3 s t = 6.6 s t = 10.0 s

t = 13.3 s t = 16.6 s t = 20.0 s t = 23.3 s

図 9 シミュレーションと実写の比較 (動粘度: 3.0× 10−2 m2/s)
Fig. 9 Comparision between simulation and actual measurement (Kinemaatic viscosity:3.0× 10−2 m2/s)

表 2 計算効率
Table 2 Computational efficiency

Scene Resolution #Particles ∆t MPM Bubble treat

No condition bubble (Fig.3(a)) 128× 128× 128 8,250,704 8 ms 472.3 ms 0.000 ms
Full condition bubble (Fig.3(d)) 128× 128× 128 8,250,704 8 ms 487.9 ms 189.0 ms
No condition glugging test (Fig.5(right)) 128× 128× 128 5,898,240 8 ms 352.1 ms 0.000 ms
Full condition glugging test (Fig.5(left)) 128× 128× 128 5,898,240 8 ms 350.0 ms 187.1 ms
Low viscosity fluid η = 1.0× 10−6 (Fig.7) 128× 128× 128 8,388,104 8 ms 494.5 ms 184.8 ms
Middle viscosity fluid η = 1.0× 10−3 (Fig.8) 128× 128× 128 8,388,104 8 ms 491.5 ms 183.6 ms
High viscosity fluid η = 3.0× 10−2 (Fig.9) 128× 128× 128 8,388,104 8 ms 299.5 ms 189.0 ms

間を記す．本手法は単相シミュレーションに圧力境界条件と

速度境界条件を組み込むことで，気泡の表現を実現している．

MPM による流体計算は GPU を用いて並列処理した一方，

気泡検出および，拘束条件の計算は CPUを用いて逐次処理

した.

流れ関数を用いて気泡表現を可能としたAndoら11)の手法

では，気泡を表現するために従来の単相流体シミュレーショ

ンと比較して約 3 倍の計算時間を必要としていた．表 2 の

図.3(a) と図.3(d) の MPM の項に示すように，気泡を表現

するための処理である二条件を付与しなかった場合の流体シ

ミュレーションに要する時間が 472.3 ms，条件を付与した場

合に流体シミュレーションに要する時間が 487.0 msと，計算

時間に大きな違いは見られなかった．また，表 2の図.3(d)の

Bubble treatの項に示すように，気泡を表現するための処理

に要する計算時間も 189.0 msと，MPMの項に示す単相流体

シミュレーションに要する時間 (487.0 ms)のおよそ 40%に

抑えられている．故に，提案手法は単相流体シミュレーショ

ンの 1.4倍の計算時間で気泡を表現可能である．シミュレー

ションに用いる粒子数，気泡の数によってこの倍率は変化す

る可能性がある．提案手法は，Andoら11)による気泡シミュ

レーションのおよそ 2.1倍の計算効率で気泡表現が可能であ

る．また，Andoら11)による気泡シミュレーションでは不可

能な高粘性流体の表現も可能である．本手法は，高粘性流体

中の気泡を表現することが可能であるが，一方でニュートン

流体ではない流体中の気泡は考慮していない．また，あまり

にも高すぎる動粘度の流体の場合，離散時間幅を 8 msより

もさらに短く設定する必要がある．離散時間幅を 8 msに設

定し，動粘度を 0.0 m2/s から 10.0 m2/s 刻みで上昇させ，

下から空気を送るシミュレーションを行った結果，動粘度が

140.0 m2/sを超えた時，計算が収束しなくなることが確認
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された．まとめると，本手法は動粘度 130 m2/sまでは粘性

を考慮しないシミュレーションと同程度の計算効率が達成可

能であるが，それ以上の動粘度の場合計算効率は低下する．

5. お わ り に

本研究では，圧力境界条件と速度境界条件を用いた気泡シ

ミュレーション手法を提案した．まず，気泡の質量を保存す

るために，気泡密度から求めた圧力を気泡表面の圧力境界条

件として適用した．次に，気泡の体積を保存する拘束条件を

気泡表面の速度に適用した．提案する二条件を MPM に組

み込むことで，三次元空間内での粘性流体中の気泡表現が可

能である．計算収束性の高い手法を用いることで，単相流シ

ミュレーションと同じ離散時間幅で気泡シミュレーションを

行うことが可能である．追加した条件式の計算に要する時間

はNS方程式を解くために必要な時間と比較しておよそ 40%

と短かった．また，二条件を追加することで流体シミュレー

ションに要する計算時間の増大も確認されなかった．故に，

提案手法は単相シミュレーションと同等の計算量で気泡のシ

ミュレーションが可能であった．これより，提案手法はAndo

らの11)の気泡シミュレーションの 2.1倍の計算効率であるこ

とが示された．提案手法の妥当性を評価するために実際の現

象とシミュレーション結果を比較した結果，本手法は，各動

粘度を持つ粘性流体中の気泡挙動の特徴を捉えられているこ

とが確認できた．本手法により，従来不可能であった高粘性

流体中の気泡表現が可能になった．将来的には，本手法を発

展させることで，日常的にみられる様々な粘性流体中の気泡

挙動を，CGでインタラクティブに表現することが可能にな

り，映像作品の表現力の向上に貢献することが期待される．
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付録 A 相 似 則

実際の現象を模型を用いて再現する際には，幾何的相似則

と運動学的相似則が成立している必要がある．模型と対象の

寸法の比が全て同じである時，幾何的に相似であるという．

対象を特徴づける無次元数が全て等しいとき，運動学的に相

似であるという．シミュレーションを行うに当たって，実際

の現象と同じ数値を使うことで比較する方法が最も単純であ

る．しかし，その結果用いる物理量が極端に大きくもしくは

小さくなると，誤差の評価が困難となり計算の収束性が悪化

する問題がある．故に，本手法では相似則を用いて，収束性

の良好な値を用いたシミュレーションを行い実際の現象との

比較を行う．粘性流体の挙動を特徴づける無次元化数は，レ

イノルズ数Reとフルード数 Frである．Reと Frは，それ

ぞれ代表速度 U，代表長さ L，重力加速度の大きさ g，動粘

度 ηを用いて，

Re = UL
η (A.1)

Fr= U
Lg0.5 (A.2)

と表される．シミュレーションにおける代表長さを Ls，実

際の現象における代表長さを Lr とする．幾何的に相似であ

る場合，Ls と Lr には，

Ls = aLr (A.3)

の関係がある．aはスケール係数である．シミュレーション

におけるフルード数と実際の現象のフルード数が等しくなる

時，式 (A.2) より，シミュレーションにおける代表速度 Us

と実際の現象における代表速度 Ur には，

Us = a0.5Ur (A.4)

の関係がある．フルード数が一致した上でレイノルズ数が一

致する時，式 (A.1) , (A.4) より，シミュレーションにおけ

る動粘度 ηs と実際の現象における動粘度 ηr には，

ηs = a1.5ηr (A.5)

の関係がある．本手法では，代表速度 U を，代表長さ Lと
代表時間 T を用いて，

U =
L
T (A.6)

として定義する．フルード数が一致するとき，式 (A.4) より，

シミュレーションの代表時間 Ts と実際の現象の代表時間 Tr
の関係は式 (A.7) となる．

Ts = a0.5Tr (A.7)
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ハイパースペクトルカメラを用いた膵癌細胞診検体の分類 

野呂瀬 朋子† 神谷 健太郎†† (正会員) 中矢 大輝††† 佐鳥 新†† 大池 信之† 

†静岡県立静岡がんセンター 病理診断科, ††一般財団法人 未来科学研究所, †††Milk．株式会社 

Classification of Pancreatic Cancer Cytology Specimens  

Using a Hyperspectral Camera  

Tomoko NOROSE†, Kentaro KAMIYA (Member)†† , Daiki NAKAYA††† , Shin SATORI†† , Nobuyuki OIKE† 

†Department of Pathology Shizuoka Cancer Center, ††Future Science Institute, †††Milk． Corporation 

〈あらまし〉我が国における膵癌の患者は年々増加している．組織,細胞の顕微鏡観察によって診断を行う病理医

は不足しており,ディジタル化と機械学習手法による自動診断システムの開発が進んでいる．しかし通常の RGBイ

メージを使った機械学習は分類モデル解釈性の低さが指摘されている．本研究ではハイパースペクトルカメラで撮

影した膵癌細胞診検体を機械学習における教師あり,教師なし学習で分析しモデルのスペクトル的解釈を行う．結

果として教師なし学習では t-SNEアルゴリズムが優れた可視化パフォーマンスを示し,教師あり学習ではLightGBM

アルゴリズムが良悪性分類でAccuracy 93%,悪性度分類でAcuraccy 82%の識別精度を得た．またモデルから主に２

つの波長域が診断に重要となることが示唆された．医療現場に導入していくにはさらなる精度と症例数追加による

研究が必要だが本研究から，グレーディングと細胞診におけるハイパースペクトルカメラの高い応用可能性が示唆

されたキーワード: ハイパースペクトルカメラ, 機械学習, 細胞診,機械学習,医用画像 

<Summary> The number of pancreatic cancer patients in Japan has been increasing. There is a shortage of pathologists who 

can diagnose pancreatic cancer by microscopic observation of tissues and cells, and the development of automatic diagnosis 

systems based on digitalization and machine learning methods is in progress. However, it has been pointed out that machine 

learning using ordinary RGB images has poor interpretability of classification models. In this study, we analyze pancreatic 

cancer cytology specimens captured by a hyperspectral camera using supervised and unsupervised learning in machine learning 

and perform spectral interpretation of the models. As a result, the t-SNE algorithm shows excellent visualization performance 

in unsupervised learning, and the LightGBM algorithm achieves 93% accuracy in discriminating between benign and 

malignant classifications and 82% accuracy in discriminating between malignant and benign classifications in supervised 

learning. The model also suggests that two main wavelength ranges are important for diagnosis. Although further research on 

the accuracy and the number of cases is needed to introduce the hyperspectral camera into the medical field, this study suggests 

that the hyperspectral camera has a high potential for application in cytology.  

Keywords: Hyperspectral Camera, Machine Learning, Cytology, Machine Learning, Medical Imaging 

 

1. はじめに 

膵癌は日本における死亡数が 36,356人(2019年度)と全悪性

腫瘍のうち第 4位に相当している 1)．癌診断において組織,細

胞を顕微鏡で観察し病理診断を行う病理医は重要な役割を果

たしているが国内においてその数は不足している 2)．にもか

かわらず膵癌の患者数は年々増加している 3)ため，生検スラ

イドによる膵癌の発見や診断のプロセスを迅速化する新しい

技術が必要とされている． 

新しい病理診断技術の一つとして WSI (Whole Slide 

Imaging)と呼ばれるスライドガラス全体を高倍率で撮影する

技術と CNN (Convolutional Neural Network)による機械学習手

法を組み合わせた自動診断システムが提案されている 4)． 

WSI で撮影された RGB イメージを分割し複数の画像として

CNNで学習させることで非常に高い精度で診断できる．一方

で学習済みの CNN モデルは膨大なパラメータを持つことか

ら複雑で説明可能性の低さが指摘されている 5)． 

本研究ではハイパースペクトルカメラ(HSC)によって膵癌

の細胞診検体スライドを CNN 以外の機械学習手法で良悪性

の分類にとどまらず悪性度の分析,分類が可能であるか検討

した．HSCは対象物から入射する電磁スペクトルを高い波長
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分解能で検出できるVNIR (可視及び近赤外)センサーである．

通常の CCD カメラが 3band (RGB)の波長分解能に対し,HSC

は 100band以上の波長分解を持つことから染色による細胞の

スペクトル変化を取得することが可能であり,近年病理分野

において応用研究が進んでいる 6)． 

  膵癌における先行研究では,組織診による HE 染色標本を

HSC にて撮影しサポートベクターマシンにて最大 Accuracy 

94％の精度で膵癌を識別できることが報告されている 7)．膵

癌の診断においては組織診と細胞診の両所見から診断する機

会が増加しているが膵癌細胞診において、しばしば良悪の鑑

別診断に難渋することがある．130 例を対象に膵癌の組織診

と細胞診の両方を対象とした検討結果では組織診に対する細

胞診の正診率が 78.5%と報告されており 8) ，膵癌細胞診にお

いてもHSCを用いた識別率の向上が望まれるが，膵癌細胞診

におけるHSCを用いた研究は報告されていない．  

本論文では HSC によって撮影した標本データを機械学習

に入力するための細胞核スペクトルを抽出する前処理を行う．

次に機械学習手法における教師なし学習と教師あり学習手法

の 2つのアプローチでスペクトルによる説明可能性のある膵

癌細胞診の分析,分類について議論する． 

2． 材料及び解析手法 

2. 1サンプル 

膵細胞診(EUS-FAN)のパパニコロウ染色標本を用いる．パ

パニコロウ染色された標本は主にClass1~5の 5段階に分類で

き, Class1~2は良性, Class3は疑陽性, Class4~5は悪性である． 

本研究ではClass1~2を9例，Class3を4例，Class4を6例,Class5

を 29例, 計 47 症例を取り扱う．図 1に各 classの顕微鏡画像

と細胞核の平均スペクトルを示す．  

 

図 1 顕微鏡画像と細胞核スペクトル 

Fig．1 Microscopic image and spectrum 

2. 2 HSC撮影システム 

本研究では北海道衛星株式会社によって開発された

HSC1702を 40倍対物レンズ,10倍接眼レンズの 400倍率で固

定したNikon 製三眼正立顕微鏡の鏡筒に取り付け撮影する．

光源は 12V 20Wハロゲンランプを使用する．図 2に撮影時の

構成写真を示す． 

HSC1702は350~1050nmの計測波長域をもち,波長分解能は

5 nm 間隔の計 141band(Z)スペクトル画像を 640(X)×480(Y)

の空間画素で撮影することができる． 

光源のハロゲンランプは今回使用する HSC が取得する波

長域を一様に照らすことができる．この撮影システムでステ

ージ上の染色標本に対する光源の透過光を分光イメージとし

て保存できる．撮影データは相対透過光強度のセンサー値で

8bit のハイパースペクトルデータ(HSD)がバイナリファイル

として保存される． 

2. 3前処理 

HSC で撮影したハイパースペクトルデータ(HSD)は空間次

元 Xと Y,波長次元 Zの 3次元データキューブであり,空間座

標を指定することでその領域の分光スペクトル強度を取得で

きる．(図 3) 

前処理として 本解析では HSC1702に付属の解析ソフトウ

ェアを用いて手動で細胞核の平均スペクトル強度を取得する．

指定した細胞核の領域を 4pix 間隔でサンプリングしその平

均値を細胞核スペクトルとする． 

抽出した細胞核数はclass1~2より180個, class3 より100個, 

class4より 160 個, class5から 540 個の計 980 個である． 

またRGB画像とHSDの比較実験のために抽出した平均ス

ペクトル強度を可視光域で積分し RGB 値に変換した．RGB

値は400nm~495nmをBlue, 500nm~595nmをGreen, 600~700nm

を Redとして積分した値とする． 

2．4 機械学習 

  機械学習はデータから規則性や判断基準を機械的に学習し,

未知のデータを予測,判断する分析技術で教師あり学習と教

 

 

図 2  HSC 撮影システム 

Fig．2 HSC based imaging system 
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師なし学習に分けられる． 

教師なし学習は機械学習モデルに対し予測したい値を入

力せずにデータの規則性を発見することを目的とした学習法

である．本研究では教師なし学習に分類される主成分分析ア

ルゴリズムと t-SNEアルゴリズム 9)を使用して 141bandの細

胞核スペクトルデータを 2次元に圧縮して散布図として視覚

化し，Class別での分布特性を観察する． 

教師あり学習は入力データと対応する予測したい値を入

力することで判断基準を機械的に学習,未知のデータを分類

する事ができ,教師あり学習に属する分類アルゴリズムは数

多く存在する．本研究では，LightGBM10),ランダムフォレス

ト，K最近傍法，Xgboost11),ロジスティック回帰，及びサポー

トベクターマシンの 6つの機械学習アルゴリズムを比較し良

性と悪性のクラス分類が可能かを検討する．その後，分類精

度の優れたアルゴリズムで悪性度の分類を行う． その際学習

済みの機械学習モデルを解析しスペクトルに基づいた予測根

拠の説明可能性について考察する．なお学習モデルを評価す

るため分析対象を教師データとテストデータに 7:3 で分割し

教師データでモデルを学習しテストデータで評価するホール

ドアウト検証を用いる．各種パラメータを表 1に示す． 

3． 実験結果と考察 

3. 1教師なし学習による次元削減 

ハイパースペクトルデータから抽出した 141次元の細胞核 

 

表 1 機械学習パラメータ 

Table 1 Parameters 

パラメータ 値

n_estimators 100

num_leaves 31

min_child_weight 0.001

learning_rate 0.1

n_estimators 100

max_depth None

leaf_size 30

metric minkowski

n_neighbors 5

p 2

n_estimators 100

learning_rate 0.3

max_depth 6

subsample 1

C 1

max_iter 1000

penalty L2

solver LBFGS

penalty L2

alpha 0.0001

RandomForest

xgboost

ロジスティック回帰

サポートベクターマシン

MLモデル

LightGBM

K最近傍法

 

スペクトルデータを主成分分析及び t-SNEによって 2次元に

圧縮した．それぞれの散布図を図 4，図 5に示す． 

いずれの次元削削減アルゴリズムも類似した分布を示し,

良性である細胞核 Class1~2 は第四象限，Class3 は第一象限，

Class4, 5は第二，第三象限に広く分布している． 

t-SNE 散布図は PCA 散布図と比較して Class 間の距離が短

く比較的まとまりのあるクラスタが形成されている．特に

Class3 においてより密なクラスタが形成されており視覚的に

t-SNE は優れた次元圧縮パフォーマンスを示していると評価

できる． 

3. 2教師あり学習による分類 

3. 2. 1良悪性の二値分類 

両悪性分類(class1~2 vs Class3~5)を 6 種類の機械学習アル

ゴリズムを用い教師データで学習,テストデータにて評価し

た． 

表 2にHSDによる機械学習モデルの評価指標値を示す． 

また,抽出した細胞核スペクトルを積分した RGB 値で学習

した結果も表 3に示す 

 

 

図 4 主成分分析による視覚化 

Fig．4 Visualization by PCA 

 

図 5 t-SNE による視覚化 

Fig．5 Visualization by t-SNE 
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表 2 機械学習モデル評価指標値(141band, HSD) 

Table 2 Metric values (141band, HSD) 

MLモデル(HSD) Accuracy Reclall Precision F1 AUC

LightGBM 0.9256 0.975 0.9386 0.9561 0.9597

ランダムフォレスト 0.9242 0.9732 0.9388 0.9551 0.964

k近傍法 0.9197 0.9767 0.9302 0.9527 0.8956

Xgboost 0.9122 0.9696 0.9283 0.9481 0.9551

ロジスティクス回帰 0.9092 0.9551 0.9369 0.9458 0.8888

サポートベクターマシン 0.8303 0.9532 0.8662 0.9014 0.8428

 

表 3 機械学習モデル評価指標値(3band, RGB) 

Table 3 Metric values (3band, RGB) 

MLモデル(RGB) Accuracy Reclall Precision F1 AUC

LightGBM 0.7843 0.9121 0.8413 0.8751 0.5857

ランダムフォレスト 0.8155 0.9749 0.8315 0.8975 0.5953

k近傍法 0.808 0.9552 0.8366 0.8918 0.6282

Xgboost 0.7932  0.9157 0.8472  0.8800 0.592

ロジスティクス回帰 0.8289 1.000 0.8289 0.9064 0.539

サポートベクターマシン 0.6439 0.7245  0.6591 0.6893 0.4914

 

 

3bandの RGBによる学習モデルにおいて，Accuracyは最大

83%であった．一方で AUC 値は最大 0.62 であった． AUC

は 0~1 の値を取り 1 で最良な分類モデル，0.5 でランダムな

分類モデルと評価できる． このことから RGBによる学習モ

デルはサンプル数の多い悪性ラベルに対して過学習を起こし

ていると考えられる．一方,141bandの細胞核スペクトルを用

いた学習モデルはAccuracy最大 93%, AUC 値 0.84~0.96であ

った．このことから機械学習において RGB イメージ値より

も HSD の分光スペクトル強度が分類情報において優れてい

るといえる． 

3. 2. 2 悪性度の多クラス分類 

悪性度分類(class3 vs class4 vs class5)は LightGBMにて学習,

並びに評価した．悪性度は 3クラス分類であるため混同行列

で評価する． 

混同行列は教師データで学習した LightGBMモデルがテス

トデータで予測した細胞核の悪性度を表している．行が真の

Class,列は予測したClassで対角線上のマス目が正しく予測し

た細胞核数,それ以外のマス目は誤分類した細胞核数である． 

混同行列を表 4に示す．混同行列から全体のAccuracyは 82%

であった． 

3. 3特徴量重要度の算出 

悪性度分類で学習した学習済みモデルを解析し，識別の根拠

を明らかにする．LightGBM は決定木をベースとしたアルゴ

リズムであり，決定木を作成する際に分岐による情報利得に

基づき不純度の平均的な減少量として特徴量の重要度が評価

できる．特徴量重要度の上位 10波長帯を図 6に示す． 

表 4 混同行列 

Table 4 Confusion Matrix 

予測結果

Class3 Class4 Class5

Class3 14 7 6

Class4 0 29 19

Class5 4 6 152

正

解

 

   

 

図 6 悪性度分類モデルの特徴量重要度 

Fig．6 Feature importance 

 

上位特徴量重要度から 650nm が最も分類に影響した波長

帯であり,可視光における橙~赤色の波長帯が多く見られる．

また人の目では捉えることのできない近赤外波長である

855nm~985nmの波長帯も上位に含まれていた． 

可視光における波長帯はパパニコロウ染色によって細胞

核の分光吸収特性が見られることから予想と一致するが，近

赤外は染色の影響を受けず普段我々が観察することのない波

長帯である．このことから可視光外分析の必要性が機械学習

モデルから示唆された． 

4． 結論 

膵癌細胞診検体に HSC を用いて機械学習による教師あり

学習，教師なし学習による分析，分類を行った．結果として

スペクトルに基づいた説明可能性を保ちながら良悪性の分類

にとどまらず悪性度の分析,分類が可能であることが分かっ

た．さらに学習済みモデルの分析から可視光外の重要性が得

られた． 

しかし，極めて高精度な診断基準を要求される医療現場に

おいてはさらなる精度の改善と分析症例数の追加が必要とさ

れる． 

今後は分析症例数の追加とスペクトルに基づいた機械学

習解釈性を更に高め病理専門医との相互作用を強化する分析

モデルの構築を行っていく． 
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1. はじめに 

本学会の国際カンファレンスとしては第 7 回となる

IEVC2021（The 7th IIEEJ International Conference on Image 

Electronics and Visual Computing 2021）は2021年9月8日（水）

～9月 11日（土）の 4日間，初めて完全オンラインで開催さ

れた．本カンファレンスへの取り組みを開始したのは 2020

年の年始であり，3 月頃には新型コロナの感染が拡大し始め

たため，安全のため初めて国内で開催地を探すこととなった． 

まず，開催時期を IEVC2019（開催地バリ<インドネシア>）

にならい大学の夏休み期間としたため，涼しい北海道が第一

候補に選ばれた．次に北海道の中で札幌や函館のようにアク

セスのきわめてよい場所にするか，知床のような自然味にあ

ふれた土地にするか，両者の中間といえる都会の奥座敷的な

所にするかという議論になり，最終的に世界自然遺産の地で

ある知床（斜里町公民館「ゆめホール知床」）での開催を決定

した． 

図1はCFPで用いた会場付近の風景と海の幸の写真である．

開催形式については論文の採択も決まり参加費を決定する時

点でコロナの感染状況が小康状態であったため，ハイブリッ

ド開催を前提に，会議やバンケット開催での技術的諸問題の

検討，現地参加とオンライン参加の参加費設計などの議論を

進めていた．しかし，コロナの第 5波による緊急事態宣言の

解除の見込みが立たず最終的には完全オンラインとせざるを

得なかった．発表総件数は 95 件（基調講演・招待講演を含

む）で，総参加者数は 166名（内外国人参加者 48名）であっ 

た．本稿では，その概要について報告する． 

2. IEVC2021 における投稿形態 

IEVC2021への投稿については，従来の IEVCカンファレン

スの基本的な流れを踏襲しながらも，以下に述べるような形

で見直しを行った． 

まず投稿形式は，前回（IEVC2019）と同様に，Journal Track

（JT），Conference Track（CT），Late Breaking Paper（LBP）の

3種類とした． 

前回から始めた JTはカンファレンス原稿（2~4頁）と画像

電子学会の英文論文誌投稿（8 頁）の両方を同時に募集し，

同じ査読者が査読を行うことにより査読を効率化し，会議後

最初に発行される英文論文誌（2021年12月号）の IEVC2021JT

特集に，短期で論文掲載が可能というメリットが得られるも

のである． 

締め切りについては，前回はカンファレンス原稿の締め切

り時に英文論文誌原稿（8 頁）のみを投稿いただき，カンフ

ァレンス原稿（2~4 頁）はカメラレディに合わせて遅れて投

稿いただく形式であったが，今回はカンファレンス原稿の締

め切り時にカンファレンス原稿（2~4 頁）のみを送付いただ

き，英文論文誌投稿（8 頁）の締め切りはそれより 6週遅れ

に設定し，より投稿しやすい形式とした．結果として JTへの

投稿件数は前回より下回ったものの 24件の投稿があった． 

また前回から開始した LBP は速報性の高い発表を

Proceeding 1-2ページで投稿いただくもので，査読がないため，

ぎりぎりまで投稿が可能という設定であったが，コロナの状

況が改善されなかったため，残念ながら駆け込みでの投稿が

伸びず，今回の投稿件数は 14件にとどまった． 

 

図 1  CFPで用いた写真 
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JTについては，査読体制，学会誌の投稿システムへの移行

手段など前回判明の課題を受けていくつかの細かい見直しを

行ったが，引き続き制度の改善を行い，国際会議と論文投稿

をこれまで以上に結びつけてゆきたい．なお，2021年 12 月

号の発行までに採録が決定しなかった JT 論文を含む英文論

文誌の IEVC2021特集は従来通り 2022年 6月号に掲載を予定

しており，投稿形式に依らず発表原稿すべてを対象として，

現在査読が進められている． 

3. 国際会議の概要 

今回は実質 3日半での開催としたため，基調講演やポスタ

ー発表を除き 2講演をパラレルに進めることとした．オンラ

イン開催でのソフトウェアについては，基調講演（図 2），口

頭発表は Zoomを使用し，パラレル講演は Zoomの Breakout 

rooms機能を利用した．またポスター発表は東京工科大学 戀

津 魁 先生開発の Teleagora を本会議のために調整いただい

たうえで使用した．さらにバンケットでは Gather. Town を，

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

ンには Discordを使用した．Teleagoraによるポスター発表の

画面例を図 3に，Gather. Townによるバンケットの画面例を

図 4に，Discordによるアナウンス画像例を図 5に掲げる． 

初日（9 月 8 日）は 10:00 から開始式典を行い，まず本学

会の会長である信州大学 田中 清 先生から開会宣言があり，

次に，東海大学 内田 理 大会委員長から開会挨拶とともに会

議のロジスティクスに関する案内が行われた．続いて 10:30

より最初の基調講演が行われ，東海大学 総合情報センター所

長の長 幸平 教授から“Global Warming and Importance of Sea 

Ice Monitoring from Space”というタイトルでご講演を賜った

（図 2）．その内容は流氷の観察を利用して気候温暖化問題を

評価・考察するもので，もし知床で開催されていれば是非オ

ホーツク流氷館なども訪問したかったという意見が寄せられ

た．午後は，前半(1A,1B)，後半(2A,2B)とも 2 セッション並

列の口頭発表をそれぞれ行い，合計 16 件の発表の後，ポスタ

ー発表のショートプレゼンテーションが行われた． 

2日目（9月 9日）は，午前に 2セッション並列（3A,3B）

の口頭発表（計 8 件）を行ったのち．午後から 2 番目の基調

講演が行われ，知床財団理事長の村田良介氏から“The World  

 

 

Heritage Registration of Shiretoko and the Environmental 

Conservation Efforts”というタイトルでご講演を賜った（図 2）． 

講演では知床が世界自然遺産に登録されるまで，及び登録

後の環境保全等の苦労話に加え本学会に期待する技術的課題

も紹介いただき大変興味深かった．なお，本講演はスライド

では英語字幕を用いたが例外的に日本語で行われた．この後

2セッション並列（4A,4B）の口頭発表（計 8 件）を行ったの

ち第 1回のポスター発表（General Paper 12 件）を実施した． 

3日目（9月 10日）は，午前に 2セッション並列（5A,5B）

の口頭発表（計 8 件）を行ったのち．午後から 3 番目の基調

講演が行われ，Universiti Malaya のDr. Chee Seng Chan先生か

ら“DeepIPR - Intellectual Property Protection for Deep Learning 

 

(a) 長 幸平 教授 (b) 村田良介氏 (c) Dr. Chee Seng Chan 

図 2  基調講演の講演者の方  々

 

図 3 ポスター画面の例 

 

図 4  バンケットでの画面例 

 

図 5  連絡事項の画面例 
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Model”というタイトルでご講演を賜った（図 2）．これは現在

の DNN watermarking methodsが抱える loophole問題に関し，

新たな passport-based の DNN ownership verification schemes

を提案するものでネットワークの変更や数々の侵攻にも強い

ことが示され，Deep learning 時代の知財権の保護に役立つこ

とが大いに期待できるものであった．午後の前半は第 2回の

ポスター発表（LBP 14 件）が行われ，後半は 2セッション並

列（6A,6B）の口頭発表（計 11 件）が行われた．また，この

日の夕刻にはバンケットとAward発表が行われた． 

オンラインでの開催におけるバンケットとしては参加者

に同じ料理が配達される民間サービスを利用した．このサー

ビスは参加者がそれぞれ料理の配達先を提供元に指示できる

もので，事務局としては配達先の管理が不要であり，参加者

にも大変好評であった．なお，料理は既存のものから選択す

るため，北海道の地元料理を味わうという期待は叶わなかっ

た．また，バンケットの空き時間では実行委員が現地下見の

際に撮影した知床の風景ビデオをバックグラウンドで流した． 

表彰については論文評価委員会において今回見直しを行

い最優秀論文賞 3 件，優秀論文賞 3 件，学生優秀論文賞 2 件，

ポスター賞 2 件とした．表彰者には画面を通じて表彰状が読

み上げられ，賞品と賞状は後日郵送された．受賞者のリスト

を附録に掲げる． 

最終日（9月 11日）は．午前の前半(7A,7B)，後半(8A,8B)

とも 2 セッション並列の口頭発表をそれぞれ行い，合計 15

件の発表を行った後，閉会式に移り，内田大会委員長から閉

会の挨拶があり閉幕した． 図 6 に閉会式でのスクリーンシ

ョットを掲げる． 

4. むすび 

今回の国際会議は，コロナの感染状況が早期には収束しな

いことを予想して初めて国内での開催を計画したものであり，

国内実施の国際会議という点で懸念もあったものの過去の本

学会の国際会議の内容を評価していただいた結果か，海外実

施の場合と比べ遜色のない発表件数・参加者数を達成するこ

とができた．また，何とかハイブリッドでの開催を願ってい

たが残念ながら完全オンラインとなったのは，コロナに伴う

止むを得ない判断とはいえ，現地参加を期待して投稿してく

ださった皆様には申し訳ないという気持ちを禁じえない． 

技術的には完全オンラインであってもポスターの実施な

どで多くの検討課題があり，関係者の皆様のご尽力で無事終

了できたことをうれしく思っている．コロナが今後どのよう

に推移するかは不明であるが今後に予想されるハイブリッド

開催ではさらに検討事項が増えるものと思われる．その場合

に備え今後も研究会などで経験と実績を積み上げてゆくこと

に注力したい．次回の IEVCについては 2023年実施で考えて

おり，そのため，早急に準備を開始する必要があるといえる． 

最後に今回の国際会議の開催に向けて斜里町の関係者の

皆様には大変お世話になったことをこの場を借りて深謝する 

とともに，そのご厚意に結果的に報えなかったことをお詫び

し，いつか知床の地で IEVCが開催できることを祈りたい． 

謝 辞 

本国際会議の開催にあたって，国際会議助成をしていただ

いた公益財団法人 電気通信普及財団，一般財団法人 テレコ

ム先端技術研究支援センターに深く感謝いたします．また，

本国際会議開催の主旨にご賛同いただき，ご支援いただいた

協賛学協会各位にも感謝の意を表します．    

              (文責 内田 理) 

附 録 

A-1. IEVC2021 Awards 

表彰者，及び表彰論文のリストを以下に示す．論文名，著

者の順である． 

 Best Paper Awards（3 件） 

・[1A-4]“Interpreting Evaluation Criteria of Running Foot Strike 

Classifier Using Kinematic Model”：Chanjin Seo, Yuta Goto, 

Koji Tagami, Hiroyuki Ogata, Kazuyuki Kanosue, and Jun Ohya 

・ [2B-1]“Position Based Hair Plastic Deformation Due to 

Interaction with Liquids”：Shoki Imai, Makoto Fujisawa and 

Masahiko Mikawa 

・[8B-2]“A Digital Transformative Education Method for Japanese 

Classical Literature －Hyakunin-Isshu E-Learning Application

－” ：Eri Yokoyama and Hiroshi Sunaga 

 Excellent Paper Awards（3 件） 

・[4B-4]“Background Music Search System to an Input Video 

Using Factor Analysis for Impression Words”：Tomokazu 

Ishikawa 

・[5B-4]“Improved Projection Mapping for Reproducing Proper 

Occlusion and Grasping PositionalRelationship Between 

Mid-Air 3DCG Images and a Hand”：Mayumi Takazaki and 

Shinji Mizuno 

図 6  閉会式でのスクリーンショット（一部） 
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・[7B-4]“A Finger Motion Tracking Display System for Japanese 

Sign Language Demonstrations” ：Makoto J. Hirayama, Akira 

Asada and Ritsuko Kikusawa 

 Best Student Paper Awards（2 件） 

・[3A-2]“Accurate Indoor Localization Using Multi-View Image 

Distance”：Xinyun Li, Ryosuke Furuta, Go Irie and Yukinobu 

Taniguchi 

・[8A-3]“High-Speed and Accurate Authenticity Judgement Using 

Physically Unclonable Function of InkjetPrinted Code”：Kazuaki 

Sugai, Kohei Shirai, Kitahiro Kaneda and Keiichi Iwamura 

 Poster Awards（2 件） 

・[1P-12]Pose Estimation of Human Body Parts from RGB Images 

for AR Display of Photoacoustic 3D Data：Mizuki Obayashi, 

Masahiro Yamaguchi, Ryo Hachiuma, Hideo Saito, Hiroki Kajita 

and YoshifumiTakatsume 

・ [2P-12]Attribute Preserved Face de-Identification by Using 

Conditional Generative Adversarial Network：Yuka Nokihara, 

Ryo Hachiuma, Ryo Fujii and Hideo Saito 

A-2. 基調講演一覧 

 Keynote Speech #1: “Global Warming and Importance of Sea  

 Ice Monitoring from Space”; Prof. Kohei Cho (Director of  

 Tokai University Research & Information Center) 

<session chair: Osamu Uchida (Tokai University)> 

Abstract: Global warming is one of the most serious 

problems in the 21st Century. Sea ice has an important role of 

reflecting the solar radiation back into space. In my talk, after 

reviewing the current status of global warming, the 

technologies of monitoring sea ice from space will be 

presented including the reduction trend of sea ice distribution 

of the Arctic Sea and the Sea of Okhotsk.  

 Keynote speech #2: “The World Heritage Registration of  

 Shiretoko and the Environmental Conservation Efforts”;  

 Mr. Ryousuke Murata (Director of Shiretoko Nature  

 Foundation) 

<session chair: Kitahiro Kaneda (NAGASE & CO., LTD.)> 

Abstract: Shiretoko was designated by UNESCO as Japan’s 

third World Natural Heritage site in 2005. This presentation 

will start with an overview of the nature of Shiretoko and the 

history of the local activities for the preservation of the natural 

environment and what we are expecting to the multimedia 

computing and visual computing technologies of IIEEJ (The 

Institute of Image Electronics Engineers of Japan) to solve the 

facing problems.  

 Keynote speech #3: “DeepIPR - Intellectual Property   

 Protection for Deep Learning Model”;  Dr. Chee Seng Chan   

 (Associate Professor, Faculty of Computer Science and  

 Information Technology,  Universiti  Malaya)  

 <session chair: Kiyoshi Tanaka (Shinshu University)> 

Abstract: With substantial amounts of time, resources and 

human efforts invested to explore and develop successful deep 

neural networks (DNN), there emerges an urgent need to 

protect these inventions from being illegally copied, 

redistributed, or abused. The ambiguity attacks pose serious 

threats to existing DNN watermarking methods. As a remedy 

to the above-mentioned loophole, this paper proposes novel 

passport-based DNN ownership verification schemes which 

are both robust to network modifications and resilient to 

ambiguity attacks.  

A-3. 各セッションの内容（基調講演以外） 

 Inaugural Session  

-開会宣言：Kiyoshi Tanaka (Shinshu University) 

-開会挨拶：Osamu Uchida (Tokai University) 

 Closing Session 

-閉会宣言：Osamu Uchida (Tokai University) 

以下に基調講演以外の各セッションの発表論文リストを示

す．著者，発表タイトル(イタリック)の順である． 

Session 1A: Image Recognition & Detection (1)  

Session chair: Yukinobu Taniguchi (Tokyo University of Science)       

[1A-1] Koji Abe, Tadayuki Maetani and Masahide Minami 

A Method for Measuring Working Hours of PC Users  

Working from Home 

[1A-2] Surena Kawahara, Teruaki Hirano, Noriyoshi Okamoto  

and Daisuke Takahashi 

Game Development Using the Fingering iscrimination  

System to Improve Typing Skills 

[1A-3] Reina Ishikawa, Ryo Hachiuma, Hideo Saito, Ryo Fujiwara 

and Shoji Yachida 

Audio-Visual Judgement of in-Play or out-of-Play in 

Volleyball Match Videos 

[1A-4] Chanjin Seo, Yuta Goto, Koji Tagami, Hiroyuki Ogata, 

Kazuyuki Kanosue and Jun Ohya 

Interpreting Evaluation Criteria of Running Foot Strike 

Classifier Using Kinematic Model 

Session 1B:Modeling      

Session chair: Tomokazu Ishikawa (Toyo University)             

[1B-1] Masanori Nakayama, Takami Yamamoto and Issei Fujishiro 

3D Distance Field-Based Apparel Modeling 

[1B-2] Yoshihiro Miura, Tomoya Ito and Tsukasa Kikuchi 

Procedural Modeling of Japanese Castle Cities Considering 

Geographical Factors and User Flexibility 

[1B-3] Shogo Umeyama and Yoshinori Dobashi 

An Interactive System for Modeling Japanese Castles 

[1B-4] Ryosuke Kawazumi and Yoshinori Dobashi 

Synthesizing High-Resolution Clouds Using 2D and 3D 

Simulations 

Session 2A: Image Processing and Coding (1)   

Session chair: Naoki Kobayashi (Saitama Medical University)         
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[2A-1] Luis Antonio Peralta Miranda, Munetoshi Iwakiri and 

Kiyoshi Tanaka 

A Piece-Wise Registration Method for Low Overlapping 3D 

Point Clouds 

[2A-2] Kazuma Uenishi, Jaime Sandoval, Munetoshi Iwakiri and 

Kiyoshi Tanaka 

A Method of VKOP Registration with Definition of the  

Optimal Local Reference Frame 

[2A-3] Itsuki Tanaka, Munetoshi Iwakiri and Kiyoshi Tanaka 

A 3D Model Reconstruction from Video Sequence Using 

Optical Flow 

[2A-4] Kana Kurata, Yasuhiro Yao, Shingo Ando, Naoki Ito and 

Jun Shimamura 

Aggregative Input Convolution for Large-Scale Point Cloud 

Semantic Segmentation 

Session 2B: Rendering  

Session chair: Kunio Kondo                                   

[2B-1] Shoki Imai, Makoto Fujisawa and Masahiko Mikawa 

Position Based Hair Plastic Deformation Due to Interaction 

with Liquids 

[2B-2] Michihiro Mikamo and Hiroshi Kawasaki 

Tensor-Based Texture Reconstruction for Rendering 

Time-Varying Water Drop Condensation Using Heat 

Propagation and Water-Repellency  

[2B-3] Subroto Prasetyo Hudiono and Tsukasa Kikuchi 

Real-Time Rendering of Oil Film with Flexible Properties 

[2B-4] Naoto Ishikawa and Yoshinori Dobashi 

A Study on Physically Based Rendering of Night Sky Using 

WebGL 

Session 3A: Image Recognition & Detection (2) 

Session chair: Hideki Komagata (Saitama Medical University)                  

[3A-1] Mana Masuda, Ryo Hachiuma, Ryo Fujii, Hideo Saito and 

Yusuke Sekikawa 

Unsupervised Anomaly Detection from Event Camera for 

Surveillance Monitoring 

[3A-2] Xinyun Li, Ryosuke Furuta, Go Irie and Yukinobu 

Taniguchi 

Accurate Indoor Localization Using Multi-View Image Distance  

[3A-3] Zelin Zhang and Jun Ohya 

Early Detection of Objects on the Road Using V2V and 

Multiple Image Streams for Supervised Deep-Learning Based 

Autonomous Driving 

[3A-4] Ryo Onuki, Taiki Suzuki, Jeonghwang Hayashi, Chanjin 

Seo, Jun Ohya and Takaaki Ohkawauchi 

Estimating the 3D Cut Position of Pork Frontal Legs in RGBD 

Images by a Deep Learning Based Method for Achieving a 

Robot That Cuts Pork Legs Autonomously 

Session 3B: Visualization & Image Processing 

Session chair: Takafumi Saito (Tokyo University of Agriculture and 

Technology)           

[3B-1] Rena Okuri, Shuhei Kodama and Tokiichiro Takahashi 

Double-Eyelid Eye Size Illusion Brought by Eyeliner of 

Different Thicknesses and the Sense of Incongruity on the 

Illusion as an Effect 

[3B-2] Rintaro Akamine, Tomoya Ito and Tsukasa Kikuchi 

Efficient Smoke up-Res Method with LOD and Culling Algorithm 

[3B-3] Naru Yamamoto, Kengo Ito and Suguru Saito 

Contrast Sensitivity Function Model with Bézier Surface in 

Peripheral Vision  

[3B-4] Fumiya Kimura, Hidehiko Shishido and Itaru Kitahara 

Lively Free-Viewpoint Video Generation Using Video Textures 

Session 4A: Drone 

Session chair: Katsuya Hasegawa (JAXA)                 

[4A-1] Hana Baum, Ayaka Harada, Maria Mitsuhashi, Nana 

Yoshida, Yasushi Kuronuma and Katsuya Hasegawa 

A Study of Drones Through Photographing Sunflower Fields 

[4A-2] Aoi Nagasaka, Mie Ueda, Moana Sasaki, Hikari Shimazaki, 

Harune Masuya, Natsuho Isogai, Misa Honma, Yasushi 

Kuronuma and Katsuya Hasegawa 

Research on Visual Expression Using Drones and 360-Degree 

Cameras 

[4A-3] Kohei Hashimoto and Kohei Cho 

Evaluating the Suitable Resolution of UAV Images for 

Identying Different Vegetation 

[4A-4] Katsuya Hasegawa 

Low Gravity Simulation of the Moon and Mars Using Drones 

Session 4B: Deep Learning & Video processing 

Session chair: Shinji Mizuno (Aichi Institute of Technology)          

[4B-1] Masahiro Sakamoto, Kazufumi Kaneda and Raytchev 

Bisser 

Spectral Super-Resolution Using CNN Decomposing a Color 

Image into Luminance and Chrominance Components 

[4B-2] Mateo Perez Rubio, Ryo Hachiuma, Ryo Fujii, Hideo Saito 

and Luis Salgado 

2D Human Pose Completion Using GANs and Graph 

Convolutional Networks 

[4B-3] Yuki Sakamura, Hidehiko Shishido and Itaru Kitahara 

Multi-View Stereo Based on Omnidirectional Epipolar 

Geometry 

[4B-4] Tomokazu Ishikawa 

Background Music Search System to an Input Video Using 

Factor Analysis for Impression words 

Session 5A: Computer Vision & 3D Image Processing  

Session chair: Kiyoshi Tanaka (Otsuma Women’s University)         

[5A-1] Andi Hendra and Yasushi Kanazawa 

Accuracy Improvement of Depth Estimation from Single Image 

by Using 3rd Player in GAN  

[5A-2] Risako Ii, Ryosuke Furuta and Yukinobu Taniguchi 

Distortion Correction and Stitching of Overlapping Cattle Barn 

Images 

[5A-3] Shinjiro Izumi, Keiichi Iwamura and Masaki Inamura 

Right Guarantee Method of Three-Dimensional Structure 

Created by Partial Polymerization  

[5A-4] Koki Taniguchi, Satoshi Kubota and Yoshihiro Yasumuro 
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Visualization of Physical Barriers in Pedestrian Space Using 

Photogrammetry-Based DEM 

Session 5B: Virtual, Augmented, and Mixed Reality  

Session chair: Masanori Kakimoto (Tokyo University of 

Technology)                

[5B-1] Tatsuki Tezuka and Tomokazu Ishikawa 

A Study of Information Presentation Method for Cooking 

Using HoloLens2 

[5B-2] Takeru Ishii and Tomokazu Ishikawa 

A Research on the Playability of TRPG Using VR Technology  

[5B-3] Masaki Takeda and Kenji Mizutani 

Landing Impact Sound Changed the Sense of Weight of Objects 

in Virtual Reality 

[5B-4] Mayumi Takazaki and Shinji Mizuno 

Improved Projection Mapping for Reproducing Proper 

Occlusion and Grasping Positional Relationship Between 

Mid-Air 3DCG Images and a Hand 

Session 6A: Medical Imaging 

Session chair: Naoki Kobayashi (Saitama Medical University)                   

[6A-1] Yuji Hatanaka, Maho Fujita, Wataru Sunayama,  Hisako 

Muramatsu and Hiroshi Fujita 

Image Data Augmentation Based on Cramér Generative 

Adversarial Networks on Retinal Images for Hard Exudates 

Detection 

[6A-2] Thalita Munique Costa, LourenÇo Barbosa, Yoko Usami, 

Mai Iwaya, Kiyoshi Tanaka and Fabio Schneider 

Application of a Deep Neural Network to Determine the Rate of 

Glomerular Sclerosis 

[6A-3] Tanwi Biswas, Hiroyuki Suzuki, Masahiro Ishikawa, Naoki 

Kobayashi and Takashi Obi 

Registration of Histopathological Heterogeneous Stained Images 

Utilizing Gan Based Domain Adaptation Technique 

[6A-4] Erika Gunji, Kojiro Mekata, Hotaka Takizawa and Hiroyuki 

Kudo 

  Preliminary Study on Extraction of Cervical Intervertebral 

Disks from Videofluorography During Swallowing by Use of 

Multi-Channelization and M-Net  

[6A-5] Ayami Sugita, Kojirou Mekata, Hotaka Takizawa and 

Hiroyuki Kudo 

Preliminary Study on Extraction of Epiglottises from 

Videofluorography with U-Net  

[6A-6] Koji Abe, Kohei Ito and Masahide Minami 

A Feature Value for Measuring Progression of Gastric Atrophy 

Utilizing the Distribution of Folds in Gastric X-Ray Images  

Session 6B: Safe & Secure Society 

Session chair: Osamu Uchida (Tokai University)                          

[6B-1] Kazuya Nakamura, Shugo Yamaguchi, Hideki Tsunashima 

and Shigeo Morishima 

Invertible Fingerprint Replacement for Image Privacy Protection 

[6B-2] Keisuke Utsu, Eimu Yamashiro and Osamu Uchida  

Analysis of Japanese Tweets with Hashtags Related to COVID-19 

[6B-3] Sanetoshi Yamada, Keisuke Utsu and Osamu Uchida 

Visualization of Tweets' Contents Related to the 2020 Kyushu 

Flood Disaster in Japan 

[6B-4] Osamu Uchida, Ryoji Yamaguchi and Kohei Cho 

  Glocal Disaster Monitoring System Using Tweet Data and 

Satellite Images 

[6B-5] Oyuntsetseg Tsogtgerel and Kohei Cho 

  A Study on Evaluating Recovery from Forest Fire Damage 

Using Satellite Data 

Session 7A: Image Processing and Coding (2)  

Session chair: Masahiro Ishikawa (Saitama Medical University)        

[7A-1] Yohei Saito, Kazuma Uenishi, Munetoshi Iwakiri, Aguirre 

Hernan and Kiyoshi Tanaka 

3D Point Cloud Registration Using Dynamic Keypoint Patches 

Based on Genetic Algorithm 

[7A-2] Jaime Alberto Sandoval Galvez, Kazuma Uenishi, 

Munetoshi Iwakiri and Kiyoshi Tanaka 

A Coarse-to-Fine Sliding Voxel Approach for Accurate and 

Efficient Plane Detection in Terrestrial Laser Scanning  

[7A-3] Mei Kodama and Yukino Mishima 

A Consideration on Efficiency Improvement of Cached Video 

Distribution Methods Based on Human Behavior and Preference  

[7A-4] Tomio Goto and Masahiro Goto 

Performance Improvement of Blur Restoration Method for 

Severely Blurred Images 

Session 7B: Digital Museum and Humanities (1) 

Session chair: Makoto J. Hirayama (Osaka Institute of Technology)       

[7B-1] Masaki Hayashi 

(Invited Talk) Growing Museum - Keyword-Based Self-Growing 

CG Virtual Museum with Annotation System - 

[7B-2] Kunio Ohno and Toshio Kajiwara 

A Study of Virtual Museum to Understand Geomagnetic Reverse 

Stratum 

[7B-3] Gazali Lembah, Iksam Djorimi, Ade Nurul Izatti and Andi  

Hendra 

Classification of Cultural Heritages in the Museum Collections 

on Central Sulawesi, Indonesia Using Deep Learning 

[7B-4] Makoto J. Hirayama, Akira Asada and Ritsuko Kikusawa 

A Finger Motion Tracking Display System for Japanese Sign 

Language Demonstrations 

Session 8A: Image Application 

Session chair: Kentaro Takemura (Tokai University)             

[8A-1] Kiyoshi Tanaka 

Towards Distributing an Impressive Online Live Performance  

[8A-2] Yukihiro Tsugita and Shuichi Maeda 

Conducting Polypyrrole-Ito Nanocomposite Inks for Printed 

Electronics  

[8A-3] Kazuaki Sugai, Kohei Shirai, Kitahiro Kaneda and Keiichi 

Iwamura 

High-Speed and Accurate Authenticity Judgement Using 

Physically Unclonable Function of Inkjet Printed Code   

Session 8B: Digital Museum and Humanities (2)  

Session chair: Kunio Ohno (Monavis IT Consulting Co.)           
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[8B-1] Hiroshi Sunaga and Mako Kawasaki 

DX-Based Navigation Linked with Kyoto City Bus Location 

System for National Treasure Visitors  

[8B-2] Eri Yokoyama and Hiroshi Sunaga 

A Digital Transformative Education Method for Japanese 

Classical Literature－Hyakunin-Isshu E-Learning Application－ 

[8B-3] Toshiko Kimura 

A Study of Online Career Design Visualization Through Matrix 

Format  

[8B-4] Mitsuko Okuda 

Connection of a Falling Student to Society ~ Focusing on the 

Efforts of Summer Academy in Germany ~ 

Session 1P: Poster presentation 1 

Session chair: Kenji Mizutani (Tokai University)                         

[1P-1] Junyang Zhou, Joong-Sun Lee, Hiroyuki Suzuki and 

Takashi Obi 

Channel Attention Based Convolutional Neural Network for 

Grading Smartphone Surface with Sparse Feature 

[1P-2] Takashi Ozeki and Eiji Watanabe 

A System to Understand the Class Atmosphere in Distance 

Learning  

[1P-3] Takuya Sato, Haruki Kuroki, Hiroshi Ikeoka and Koichi 

Isawa 

Development of Real-Time Fish Position Recognition System 

for Automatic Feeding Aquaculture  

[1P-4] Natsumi Kaneko, Masahiro Ishikawa, Tsutomu Inoue, Eito 

Kozawa, Hirokazu Okada and Naoki Kobayashi 

A Method for Estimating Renal Function Using 

Multi-Resolution Texture Analysis 

[1P-5] Kunio Ohno and Toshiko Kimura 

A Study on Image Information Role for Language 

Understanding and Intercultural Communication 

[1P-6] Sota Watanabe and Makoto Hasegawa 

Reflection Removal on Eyeglasses Using GAN 

[1P-7] Hiroki Fujinaga and Katsumi Tadamura 

Development of a Method for Superimposing a Non-Existent  

Building on the Real World by AR 

[1P-8] Junsiri Cholathep and Kenji Mizutani 

Effect of Lighting Environment in VR Room on Calculation 

Task and Sense of Time 

[1P-9] Tomoka Kojima and Kazuya Ueki 

Kuzushiji Recognition Using Multiple Datasets and Its Analysis 

[1P-10] Kazuya Ueki, Takayuki Hori, Yongbeom Kim and  

Yuma Suzuki 

Universal Face Attribute Model 

[1P-11] Yoshiki Nagasaki, Masaki Hayashi, Naoshi Kaneko and 

Yoshimitsu Aoki 

Temporal Cross-Modal Attention for Audio-Visual Event 

Localization 

[1P-12]Mizuki Obayashi, Masahiro Yamaguchi, Ryo Hachiuma, 

Hideo Saito, Hiroki Kajita and Yoshifumi Takatsume 

Pose Estimation of Human Body Parts from RGB Images for 

AR Display of Photoacoustic 3D Data 

Session 2P: Poster presentation 2(Late Breaking Papers) 

Session chair: Kenji Mizutani (Tokai University)              

[2P-1] Mitsuyasu Okamura, Munetoshi Iwakiri and Kiyoshi 

Tanaka 

A Preliminary Study on the Effect of Moving Object Masking 

in 3D Model Reconstruction 

[2P -2] Takashi Iwase, Munetoshi Iwakiri and Kiyoshi Tanaka 

A Preliminary Study on Shape Analysis of Remains Using 3D 

Features 

[2P -3] Yoshikazu Yano and Kouga Fukui 

The Prototype of Fish-Eye Lens Calibration Using 

Equiangular Markers 

[2P -4] Rui Matsuo and Makoto Hasegawa 

Quantification of Age-Related Skin Quality Using Ano-Gan 

Deep Learning Model  

[2P -5] Yuta Mochizuki, Hideki Komagata, Masahiro Ishikawa, 

Naoki Kobayashi, Chika Iwamoto,Kenoki Ohuchida and 

Makoto Hashizume 

Segmentation of HE Staining Images of Mouse Pancreatic 

Using U-Net 

[2P -6] Atsushi Ito and Yoshimitsu Aoki 

Post-Capture Control in Hdr Refocused Image with the 

Theory of Compressive Epsilon Photography 

[2P -7] Junkei Okada, Tomoya Kaichi and Yuko Ozasa 

Evaluation of Self-Attention Approach in Hyperspectral 

Single-Pixel Classification  

[2P -8] Shu Maseda and Shigeru Akamatsu 

Viewpoint Dependency of Attractiveness of Smiling Faces 

Generated by Impression Transformation of Morphable 3d 

Face Models  

[2P -9] Rikuto Shinohara and Shigeru Akamatsu 

Automatic Extraction of Speech Segments from Motion Pictures 

by Time-Series Clustering of Visual Feature Points  

[2P -10] Shogo Tamaoki, Naoki Kita and Takafumi Saito 

Semantics-Aware Color Palette Generation for Graphic Designs  

[2P -11] Taisei Inoue, Norimasa Yoshida and Motonori Ishibashi 

The Relationship Between the Variation in Line Drawing and 

the Reaction Delay Rms in a Simulated Driving Task 

[2P -12] Yuka Nokihara, Ryo Hachiuma, Ryo Fujii and Hideo Saito 

Attribute Preserved Face de-Identification by Using 

Conditional Generative Adversarial Network  

[2P -13] Naoya Shirai, Ryo Furukawa, Masashi Baba and Daisuke 

Miyazaki 

Arbitrary Viewpoint Omnidirectional Image Generation Based 

on Spherical Light Field Using SLAM  

[2P -14] Shiro Tanaka and Hiromi Tanaka 

Reproduction of Takigi Noh Based on Anisotropic Reflection 

Rendering of Noh Costume with Dynamic Illumination 
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A-4. IEVC2021 Conference Committee 

〇Honorary Chair 

Kiyoshi Tanaka (Shinshu University) 

 

〇Conference Chair 

Osamu Uchida (Tokai University) 

 

〇Conference Vice-Chairs 

Naoki Kobayashi (Saitama Medical University) 

Kitahiro Kaneda (NAGASE & CO., LTD.) 

 

〇General Chair 

Yukinobu Taniguchi (Tokyo University of Science) 

 

〇General Vice-Chairs 

Yoshinori Dobashi (Hokkaido University) 

Hideki Komagata (Saitama Medical University) 

Tomokazu Ishikawa (Toyo University) 

Kenji Mizutani (Tokai University) 

 

〇Technical Program Committee Chair 

Mei Kodama (Hiroshima University) 

 

〇Technical Program Committee Vice-Chairs 

Yuriko Takeshima (Tokyo University of Technology) 

Masahiro Ishikawa (Saitama Medical University) 

Syuhei Sato (Toyama Univerisy) 

 

〇Finance Chairs 

Kiyoshi Tanaka (Otsuma Women’s University) 

Osamu Ukigaya (IIEEJ) 

 

〇Publication Chairs 

Kentaro Takemura (Tokai University) 

Tomoaki Moriya (Tokyo Denki University) 

 

〇Executive Advisors 

Fumitaka Ono (University of Tokyo) 

Takafumi Saito (Tokyo University of Agriculture and  

Technology) 

Masanori Kakimoto (Tokyo University of Technology) 

 

〇Secretary-generals 

Rieko Fukushima (IIEEJ) 

Kyoko Honda (IIEEJ) 

 

〇Technical Program Committee 

Masashi Baba (Hiroshima City University) 

Yoshinori Dobashi (Hokkaido University) 

Makoto Fujisawa (University of Tsukuba) 

Issei Fujishiro (Keio University) 

Tsukasa Fukusato (The University of Tokyo) 

Madoka Hasegawa (Utsunomiya University) 

Yuji Hatanaka (Oita University) 

Makoto J. Hirayama (Osaka Institute of Technology) 

Tomokazu Ishikawa (Toyo University) 

Takayuki Itoh (Ochanomizu University) 

Kei Iwasaki (Wakayama University) 

Mitsugu Kakuta (Nippon Sport Science University) 

Takashi Kanai (The University of Tokyo) 

Kazufumi Kaneda (Hiroshima University) 

Kitahiro Kaneda (NAGASE & CO., LTD.) 

Itaru Kitahara (University of Tsukuba) 

Hideki Komagata (Saitama Medical University) 

Kouichi Konno (Iwate University) 

Hiroyuki Kubo (Tokai University) 

Koji Makita (Canon.Inc) 

Kazunori Miyata (Japan Advanced Institute of Science  

and Technology) 

Shinji Mizuno (Aichi Institute of Technology) 

Kenji Mizutani (Tokai University) 

Yuki Morimoto (Kyushu University) 

Kunio Ohno (Monavis IT Consulting Co.) 

Fumitaka Ono (University of Tokyo) 

Tomoko Ozeki (Tokai University) 

Suguru Saito (Tokyo Institute of Technology) 

Syuhei Sato (University of Toyama) 

Hiroaki Sawano (Aichi Institute of Technology) 

Kazuma Shinoda (Utsunomiya University) 

Mikio Shinya (Toho University) 

Shinichi Shirakawa (Yokohama National University) 

Kentaro Takemura (Tokai University) 

Yuriko Takeshima (Tokyo University of Technology) 

Kenichi Tanaka (Nagasaki Institute of Applied Science) 

Kiyoshi Tanaka (Otsuma Women’s University) 

Yukinobu Taniguchi (Tokyo University of Science) 

Hideki Todo (Aoyama Gakuin University) 

Kazutake Uehira (Kanagawa Institute of Technology) 

Osamu Watanabe (Takushoku Univeristy) 

Taichi Watanabe (Tokyo University of Technology) 

Haoran Xie (Japan Advanced Institute of Science  

and Technology) 

Yasushi Yamaguchi (The University of Tokyo) 

Tatsuya Yatagawa (The University of Tokyo) 

Norimasa Yoshida (Nihon University)
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東京電機大学 工学部 情報通信工学科 

画像処理研究室（長谷川研究室） 

長谷川 誠（正会員） 

東京電機大学 

Image Processing Laboratory, 

Dept. of Information and Communication Engineering, Tokyo Denki University 

Makoto HASEGAWA (Member) 

Tokyo Denki University

1. はじめに 

東京電機大学は，1907 年（明治 40 年）に創立した夜間の

「電機学校」がはじまりである．特に情報通信工学科（当時

電気通信工学科）は，昭和 24年の新制大学発足時，1学部 2

学科の１つとして，長い歴史をもつ学科である．初代学長の

丹羽保次郎がファクシミリの開発者であり，第二次世界大戦

後，神田小川町・須田町に，真空管やラジオの部品を扱う露

店に東京電機大学の学生が殺到し，電機部品を買い求め，現

在の秋葉原電気街が誕生したといわれている．情報通信工学

科は昼間部のみならず夜間部もあり，情報通信にかける思い

は種々な学生たちによって，脈々と受け継がれ，今日に至っ

ている． 

情報通信工学科のカリキュラムについては，情報通信の基

礎を徹底的に身につけ，実験・実習で鍛え，ハードウェアと

ソフトウェアをバランス良く学ぶための構成になっている．

情報通信基盤の１つとして，画像処理が重要であることは言

うまでもなく，それを担う研究室の１つとして，画像処理研

究室を紹介する． 

2. 研究室概要 

2013年度から，教員 1名，4年次学生 10名程度，修士学生

6名程度，研究生数名が所属し，画像処理に関する研究に取り

組んでいる．なお，毎年秋ごろから 3年次学生 10名程度が参

加することになる．修士学生は大学院工学研究科情報通信工

学専攻に，博士課程学生は大学院先端科学技術研究科情報通

信メディア工学専攻に所属する．広いとはいえない部屋では

あるが，学生にとっては学びの場のみならず，生活の場であ

る．著者の経験から感じることではあるが，机，イス，コン

ピュータ環境など，きわめて良い環境に恵まれている． 

最近のコロナ禍において，登校できない期間があることは

残念であるが，遠隔会議やコンピュータの遠隔利用等，学ぶ

機会は十分に提供されている．なお，残念なことばかりでは

なく，情報通信の劇的な変化を体験し，この時期に情報通信

工学科の学生であったことを，将来，糧にできるはずである．

現在研究室に所属している学生が入学した頃は，遠隔会議が

これほど実用に耐えうるとは思えなかったであろう．研究室

にあるコンピュータの電源を自宅から入れて，研究で利用す

ることを予想できただろうか．しばらくすると，それが当た

り前の時代となるが，情報通信の学生として，この劇的な変

化を，今学ぶ機会がある．もうすでに研究のフェーズが過ぎ，

市場に出てきているシステムではあるが，人よりも早く研究

室で体験することにも積極的でありたい． 

研究室の通信ネットワークを学生が一から構築すること，

ネットワークとコンピュータの管理など，講義や実験で学ん

だことを研究室という生活基盤で実現する機会が与えられて

いる．社会人になる前に，失敗に寛容な最後の機会を逃すべ

きではない．UNIXや TeXなどの文書作成ツールなど，最近

のシステムだけではなく，情報通信エンジニアとして当然知

っていなくてはならない基本は山ほどある．文章が書けない

自分を知り，他の論文を読んで挫折感を味わうのもこの機会

である．週１回の研究進捗報告ミーティング，国内学会発表，

国際会議発表を節目に積極的に研究を進めていただきたい． 

3. 研究内容 

学生は国内学会，国際会議での発表を望むか，自ら自分で

研究テーマを決めたいかの 2グループに結果的に分かれる．

学生が自ら提案した研究テーマに新規性が含まれることは稀

であり，卒業研究，修士課程の短い期間で外部発表に耐え得

る成果を出すことは難しい．そこで，学外での発表を望む場

合，教員が検討してきた研究テーマや，企業から依頼されて

いる共同研究テーマの実験を担当する．研究室配属時に，大

学院進学希望調査とともに，このいずれかを選択することに
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なる．学生が自ら探索してきた研究テーマが秀でている場合

や，実験が滞る場合，当初の方向性が変更される場合も多

い． 

画像符号化，パターン認識，コンピュータグラフィックス

に関するテーマを扱っているが，近年，人工知能，機械学習，

ニューラルネットワーク，深層学習が流行しており，これら

のテーマを希望する学生が極めて多い．理論的に考察したい

ところではあるが，企業からの依頼もあり，深層学習の応用

が主になっている．ここでは，最近検討している 2テーマに

ついて紹介する． 

3.1 スマートフォンを用いたドライアイの検出 

角膜と下まぶたの間に涙がたまり，これを涙液メニスカス

と呼ぶ．ドライアイになると，この涙液メニスカスの幅が狭

くなる．涙液メニスカスの幅を医療用の検査機器で計測し，

眼科医はドライアイの有無を診断する． 

著者らは，高価な検査用医療機器を用いなくても，スマー

トフォンを用いてドライアイを検出する方法について検討し

てきた．図 1(a)に示すようにスマートフォンに直径 10cm程度

のリングライトを装着して目を撮影すると，図 1(b)に示す画

像が得られる．このリングライトは自撮りの照明として，一

般的に安価で市販されている器具である．図 1(b)の画像中央

に丸いリングライトが反射している．また，涙液メニスカス

部分に極めて歪んだリングライトの像が写る．この歪んだリ

ングライトの直径を計測することによって涙液量を推定し，

ドライアイを診断することが可能である．なお，大きく丸い

リングライト像の直径に応じて歪んだリングライトの直径を

調整し，カメラと目との距離による分散を正規化する．深層

学習を用いて歪んだリングライトの領域を分割し，この直径

を算出することも可能である． 

スマートフォンでドライアイの簡易検査が可能となれば，

利用者は頻繁に検査し，目薬の点眼タイミングを確認するな

ど，多くの利点をもたらすことになる． 

3.2 深層学習を用いた隠れシミの可視化 

隠れシミの可視化は，美容業界における重要なテーマであ

る．ここでは，図 2(a)と(b)に示すように，皮膚科で用いる医

療用の皮膚撮影カメラを用いて肌のカラー画像と紫外線画像

を撮影する．紫外線画像では隠れシミが明らかに表示される．

これら 2種類の画像を大量に準備してニューラルネットワー

クで深層学習する．十分学習したニューラルネットワークに

図 2(c)のカラー画像を入力すると，図 2(d)に示す疑似紫外線

画像が得られる．美容業界で高価な医療用の皮膚撮影カメラ

を用いることはない．この方法を用いることによって医療並

みの可視化が可能となる． 

4. おわりに 

著者は学生生活を満喫していた．しかし，今の学生は果た

して十分に大学生活を満喫しているのだろうか．情報通信は

便利な今日を作り出してきたが，携帯電話が無かった不便な

時代の方が豊かな青春を満喫できるのかもしれない．これか

らの情報通信のあり方を考え直さなくてはならないと思う所

以である． 
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(a) (b) 

 

(c) (d) 

図 2医療カメラで撮影した肌のカラー画像(a)と(c)，医療 

カメラで撮影した肌の紫外線画像(b)，学習済みニューラル

ネットワークで(c)から生成した疑似紫外線画像(d) 

 

(a) (b) 

図 1リングライトを装着したスマートフォン(a)とスマート 

フォンによって撮影された目の画像(b) 
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MHEG —マルチメディア・ハイパーメディア符号化標準— 

亀山 渉（正会員） 

早稲田大学 

MHEG: Multimedia Hypermedia Coding Standard 

Wataru KAMEYAMA (Member) 

Waseda University 

1. まえがき 

ISO/IEC JTC1/SC29（Coding of Audio, Picture, Multimedia and 

Hypermedia Information）は JPEG 及び MPEG 等の画像符号化

グループを配下に有する組織で，1991年11月に設立された．

日本はその設立を主導し，設立以来その事務局を担当してい

る．SC29 設立前の JBIG，JPEG，MPEG の国内対応組織であ

る BIS，NIS，DAPA はいずれも本学会の傘下に設けられてお

り，本学会との関わりは深い． 

SC29 は昨秋に設立 30 年の節目を迎えた．設立当時の SC29

には，静止画像符号化を扱う WG9（JBIG）及び WG10（JPEG），

動画像及び音声符号化を扱う WG11（MPEG），マルチメディ

ア及びハイパーメディア符号化を扱う WG12（MHEG，

Multimedia/Hypermedia Information Coding Experts Group）とい

う四つの WG（Working Group）が設けられた．MHEG は既に

解散しているが，解散までの経緯と活動をまとめた記事は筆

者の知る限り存在していない．筆者は MHEG の最後の

Convenor を務めたことから，今回，編集委員会より MHEG

のまとめ記事の執筆要請を受けるという大変貴重な機会を頂

いたので，本欄で MHEG の歴史をまとめ，記録として留めた

いと考える． 

2. MHEG 発足の経緯 

2.1 メディア・マルチメディア・ハイパーメディア 

「メディア」という言葉は当初「マスメディア」，「放送メ

ディア」，「活字メディア」のように情報の伝達システムその

ものを指すのが一般的で，主に社会学的な学問対象としてと

らえられていた 1)．しかし 1980 年代に入り，「画像メディア」，

「音声メディア」等の個別のデータ情報を指す使い方が見受

けられるようになった．その後，「マルチメディア」という言

葉の登場によって，「メディア」は工学的な学問対象としての

地位が確立されたといえる． 

「マルチメディア」とは，本来複数のメディアを同時に使

用する場合や，メディア間で情報の相互変換を行う場合の用

語であるが，各種のディジタル情報を一括して指す用法が定

着し，広く「マルチメディア時代の到来」が謳われることと

なった．このため企業の部署名，大学の学部及び学科名等に

も「メディア」という言葉が使われるようになった． 

一方，情報を相互に関連付け，結び付ける仕組みである「ハ

イパーメディア」は，情報検索システムの先駆けである

MEMEX の提案者及びハイパーリンクの発案者といえる

Vannevar Bush2），ハイパーテキストシステムの生みの親であ

る Theodor Holm Nelson3)らが始祖としてその概念及び実装を

示し，情報のコンピュータ処理に必然のキーワードとして，

また，研究対象としての重要性も増していった．特に，1987

年，Apple Computer（現 Apple）が世界で初めてハイパーメディ

アの商用ソフトウェアである HyperCard を Macintosh にバン

ドルしたことを契機に，1980 年代後半のマルチメディア時代

には「ハイパーメディア」の重要性に大きく脚光が当たるこ

ととなった．なお，歴史的にはこの後，1990 年の Tim 

Berners-Lee による World Wide Web の開発へと繋がって行っ

た． 

以上のような経緯で，ISO/IEC JTC1/SC2/WG8 に誕生した

JBIG，JPEG，MPEG のグループに加え，マルチメディア及び

ハイパーメディア関連の標準化を担うグループも必要という

国際的な合意が形成されるに至った．なお，当時の SC2 のタ

イトルは「Character Sets and Information Coding」であった． 

2.2 MHEG の誕生 

こうして，1989 年 2 月，SC2/WG8 の Livingston 会合にて

マルチメディア及びハイパーメディアに関する NWI（New 

Work Item）の提案がなされ，同年 5 月には MHEG としての

第 1 回会合が開催された 4)．その後，1990 年 4 月に他の三つ

のグループと共にSC2の中で独立のWGを形成することとな

り，JBIG，JPEG，MPEG，MHEG は順に，SC2/WG9，SC2/WG10，

SC2/WG11，SC2/WG12 に改組された．また，フランスの

AFNOR（Association Française de Normalisation）からは AVIs

（Audio Visual Interactive scriptware）に関する NWI 提案が行
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われたが，これも基本的には MHEG の中で取り扱うことと

なった 4)． 

MHEG の設立に関しては，既に関連の課題を扱っていた既

存の標準化組織である SC18 （ ODA: Open Document 

Architecture）や SC24（Computer Graphics）との調整が必要と

なった．特に，SC18 との分担においては，マルチメディアの

フレームワークは SC18 が担当し，符号化については SC29

が担当するという原則を定め，個別の標準化内容については

SC18/WG3（Hyper ODA）や SC18/WG8（SMSL: Standard 

Multimedia Script Language）と密接にジョイント会合を開いて

審議を進めることとなった．また，当時の CCITT（1993 年に

ITU-T に名称変更）SGVIII/Q.9（AVIS: Audio Visual Interactive 

Service，Rapporteur はフランスの B. Marti）とは合同会合を行

い，共通の標準を作成することとなった 5)． 

SC2 の中で徐々に独立機運が高まっていた WG9 から

WG12 は，1991 年 11 月に「Coding of Audio, Picture, Multimedia 

and Hypermedia Information」というタイトルを有する SC29 を

JTC1 の中に新たに設立することとなり，この四つの WG は

SC29 の傘下で同名の WG を名乗ることとなった．SC29 設立

時からしばらくは，なぜ WG1 から WG8 が存在しないのかと

いう質問をよく頂いたが，これがその理由である． 

設立時の MHEG の Convenor にはフランステレコムの Mr. 

Francis Kretz が就任した．その後，1991 年からはフランステ

レコムの Ms. Françoise Colaitis が，1995 年からはカーディフ

インスティテュート高等教育（現カーディフメトロポリタン

大学）の Dr. Thomas Casey が，2000 年からは早稲田大学の亀

山が就任した．また，国内の SC29/WG12 小委員会の主査は，

1991-1993 年は尾上秀雄氏（日本ビクター），1994-1998 年は

滝川啓氏（GCL→NTT ソフトウェア），1999-2001 年は亀山が

務めた． 

3. MHEG の位置づけ 1) 

MHEG ではメディアを，(1)知覚メディア，(2)入出力メディ

ア，(3)表現メディア，(4)相互交換メディアの 4 通りに定義し

ている．(1)は人間が情報を脳の中に取り込む段階でのメディ

ア，(2)はディスプレイやスピーカ等の入出力装置，(3)は電子

的に情報表現された形態（あるいは符号化形態），(4)は蓄積

メディや通信路等である．このうち，MHEG で取り扱うのは

(3)の表現メディアである． 

マルチメディアとハイパーメディアをメディアが単数か

複数かという区分と，リンクが暗黙的か明示的かの区分の組

み合わせで分類すると，MHEG は，複数のメディアから構成

されてリンクが暗黙的なものをマルチメディアと定義し 1)，

これにはイラスト付き小説やナレーション付きスライド等が

含まれる．一方，複数のメディアから構成されてリンクが明

示的なものをハイパーメディアと定義し 1)，具体的には動的

プレゼンテーション，蓄積メディアを利用したインタラク

ティブアプリケーション（例えば，当時の技術として CD イ

ンタラクティブ）等が含まれる． 

また，マルチメディアであるためにはそれを構成している

各コンポーネントが取り出せ，それらの時空間的相互関係が

操作できることが必要であるとしている．これによって，マ

ルチメディア及びハイパーメディアにおいては，各コンポー

ネントあるいは各メディアが時系列及び非時系列を問わず，

独立性を保持しながらお互いの関係を規定して，各々を同等

に扱えるようにした．なお，映像と音声が完全に同期して単

一のビットストリームとして符号化されている場合，即ち多

重化されて符号化されている場合は，知覚メディアとしては

マルチメディアであるが，表現メディアではモノメディアと

して扱うこととしている． 

4. MHEG 標準とその関連標準 

先に述べたように，MHEG は CCITT（現 ITU-T）SGVIII/Q.9

と共同で AVIS の標準化を進めてきた．表 1 に MHEG により

作成された ISO/IEC 13522 シリーズ標準を，表 2 に ITU-T で

作成された T.170 シリーズ標準を示す．また，MHEG-5，

MHEG-6，MHEG-7 はそれぞれ JIS X4345，X4346，X4347 と

しても発行されている．なお，ISO/IEC 13522-1，13522-3，

13522-5 は，それぞれ T.171，T.173，T.175 とコモンテキスト

（表紙等が異なるだけで中身は同一）となっている．ISO/IEC 

13522-2 は，当初，ASN.1 で記述して符号化される MHEG-1

を SGML（Standard Generalized Markup Language）で記述する

ものとして標準化が進められたが，審議の過程で標準化しな

いこととなり，欠番となっている． 

これらの標準の中では MHEG-5 が最も注目され，かつ実用

にも供されたので，次節でその内容について紹介する． 

表 1 ISO/IEC 13522 Series 

ISO/IEC 13522 Information technology 

        – Coding of multimedia and hypermedia information – 

Part 1 (MHEG-1): MHEG object representation – Base notation (ASN.1) 

Part 3 (MHEG-3): MHEG script interchange representation 

Part 4 (MHEG-4): MHEG registration procedure 

Part 5 (MHEG-5): Support for base-level interactive applications 

Part 6 (MHEG-6): Support for enhanced interactive applications 

Part 7 (MHEG-7): Interoperability and conformance testing for ISO/IEC 

13522-5 

Part 8 (MHEG-8): XML notation for ISO/IEC 13522-5 

表 2 ITU T.170 Series 

T.170 Framework of the T.170-Series of Recommendations 

T.171 Protocols for interactive audiovisual services : Coded representation 

of multimedia and hypermedia objects (MHEG-1 とコモンテキスト) 

T.172 MHEG-5 – Support for base-level interactive applications (MHEG-5

とコモンテキスト) 

T.173 MHEG-3 script interchange representation (MHEG-3 とコモンテキ

スト) 

T.174 Application programming interface (API) for MHEG-1 

T.175 Application programming interface (API) for MHEG-5 

T.176 Application programming interface (API) for digital storage media 

command and control (DSM-CC) 
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5. MHEG-5
6)
 

MHEG-5 では，マルチメディア及びハイパーメディアアプ

リケーションに必要となる様々なマルチメディア情報をオブ

ジェクト指向の観点から整理分類し，全部で 32 の具体クラス

を定義している．その一覧と内容を表 3 に示す．なお，これ

らのクラスをインスタンス化したものを MHEG-5 オブジェ

クトと呼び，マルチメディアシナリオの記述，あるいは，マ

ルチメディアアプリケーションの作成は，必要となる

MHEG-5 オブジェクトの集合を生成することと等しい．ここ

で，MHEG-5 オブジェクトを制御してマルチメディアシナリ

オを実行する実体を MHEG-5 エンジンと呼んでいる．図 1 に

MHEG-5 エンジンの構成とその実行環境を示す． 

MHEG-5 におけるマルチメディアシナリオの実行は，全て

イベント駆動によって行われる．即ち，各種入力装置からの

ユーザ入力と各オブジェクトの状態変化を全てイベントとし

て，MHEG-5 エンジンが取り扱う．そして，どのイベントが

どのような状態で発生したかによってあるオブジェクトのメ

ソッドが実行され，オブジェクトの描画，再生，状態が変化

し制御される．ここで，指定する条件の下でイベントとメソッ

ドコールを結びつけるのが Link オブジェクトである．例えば，

ユーザがある SwitchButton オブジェクトをオンにしたという

イベントをトリガとして，ある Bitmap オブジェクトを非表示

にする，ある Stream オブジェクトを再生する等の動作制御を

行う．主なイベントを表 4 に示す．なお，MHEG-5 オブジェ

クトのメソッドは，歴史的な理由により，規格の中では

Elementary Action と呼ばれている． 

MHEG-5 の主たる特徴は，様々なマルチメディアコンテン

ツの時空間表示制御機能，ユーザとの対話によるインタラク

ション制御機能，イベント駆動によるマルチメディアシナリ

オ記述機能，比較的小さいフットプリントで実装可能などで

まとめられる．生成された MHEG-5 オブジェクトの符号化は，

ASN.l（Abstract Syntax Notation 1），または，MHEG-5 の附属

書 B に記載されたテキスト形式のどちらかで行う．更に，

XML による MHEG-5 オブジェクト記述が Part 8 として標準

化されている．この他，MHEG-5 を Java によって拡張する方

式が Part 6 として，適合性試験が Part 7 として標準化されて

いる． 

MHEG-5 の実用化に関しては，ビデオオンデマンドシステ

ム等の標準化を進めた DAVIC（Digital Audio Visual Council）

でアプリケーションレイヤの唯一の標準として採用されたこ

ともあり，早くから STB（Set Top Box）の有力アプリケーショ

ン候補として検討されてきた．特に，地上波ディジタル放送

実現に際し，イギリスで MHEG-5 のプロファイルが制定され，

1998 年に世界初の地上波ディジタル放送サービスが

MHEG-5 と共に提供されたことでその気運が高まった．しな

がら，一方で，放送政策としてインターネットアプリケーショ

ンとの整合性を重視する動きが強まって来たため，1999 年 11 

 

表 3 MHEG-5 のクラス 

クラス名 内容 

Application ある一つのアプリケーション全体を指す．常に，

高々一つのApplicationオブジェクトがアクティブ

となる． 

Scene 「ページ」に相当するプレゼンテーション空間を

定義する．アプリケーションは複数の Scene オブ

ジェクトから構成される．常に，高々一つの Scene

オブジェクトがアクティブとなる． 

Link ランタイムイベントに対するオブジェクトのメ

ソッドコールを制御する． 

Action 全てのクラスのメソッドの集合体． 

Resident Program MHEG-5 エンジンが備えているプログラムを表

す． 

Remote Program MHEG-5 エンジンが実行する遠隔プログラムを表

す． 

Interchanged 

Program 

MHEG-5 オブジェクトと共に交換されるプログラ

ムを表す． 

Palette カラールックアップテーブル情報を格納する． 

Font テキスト表示に使われるフォントデータを格納す

る． 

CursorShape カーソル形状データを格納する． 

Boolean ブーリアン値を格納する変数． 

Integer 整数を格納する変数． 

OctetString バイト列を格納する変数． 

ObjectReference オブジェクト参照を格納する変数． 

ContentReference コンテンツ参照を格納する変数． 

TokenGroup 複数オブジェクトとのインタラクションを記述す

る機能を提供する． 

ListGroup TokenGroup と同様の機能を提供するが，複数オブ

ジェクトをリストとして扱う． 

Bitmap ビットマップ画像を格納する． 

LineArt 様々な描画情報を格納する汎用クラス． 

Rectangle 矩形表示のためのクラス． 

DynamicLineArt グラフィックスを動的に描画するクラス． 

Text テキスト表示のためのクラス． 

Stream 多重化されたリアルタイムビットストリームを表

す． 

Audio オーディオビットストリームを表す． 

Video ビデオビットストリームを表す． 

RTGraphic リアルタイムグラフィックス情報を格納するクラ

ス． 

Slider スライダ機能を提供する． 

EntryField テキスト入力機能を提供する． 

HyperText ハイパーテキストのカプセル化機能を提供する． 

Hotspot 透明ボタン．ビットマップオブジェクトの上に配

置するなどして使用する． 

PushButton ステートを保持しないボタン． 

SwtichButton オン/オフのステートを提供するボタン． 
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図 1 MHEG-5 エンジンの構成とその実行環境 

 

表 4 MHEG-5 の主なイベント 

イベント名 内容 

IsAvailable オブジェクトが MHEG-5 エンジン内にロードさ

れた． 

ContentAvailable オブジェクトのコンテンツが用意された． 

IsDeleted オブジェクトが MHEG-5 エンジンから消去され

た． 

IsRunning オブジェクトの描画，再生，実行が開始された． 

IsStoppoed オブジェクトの描画，再生，実行が終了した． 

UserInput ユーザからの入力が発生した． 

StreamEvent Stream オブジェクトからイベントが発生した． 

StreamPlaying Stream オブジェクトの再生が開始された． 

StreamStopped Stream オブジェクトの再生が停止された． 

CounterTrigger Stream オブジェクトに設定したカウンタに再生

時間が達した． 

HighlightOn GUI オブジェクトがハイライト表示になった． 

HighlightOff GUI オブジェクトが非ハイライト表示になっ

た． 

IsSelected SwitchButton オブジェクトがオンになった． 

IsDeselected SwitchButton オブジェクトがオフになった． 

月には DVB（Digital Video Broadcasting: EU におけるディジタ

ル放送規格）が MHEG-5 の採用を見送り，代わりに Java を

採用するという決定を行った．日本のディジタル放送方式に

おいても当初，MHEG-5を採用する方向で進められていたが，

1999 年 6 月に XML を基礎とする方式に大きく方向転換し，

BML（Broadcast Markup Language）と B-XML（Broadcast XML）

の 2 方式が採用された． 

その後，MHEG-5 は，ニュージーランド，オーストラリア，

香港，アイルランドといった国々で採用され，様々なマルチ

メディアサービスをディジタル放送で提供する基盤の一つと

なった．また，2008 年には MHEG+とよばれる MHEG-5 を拡

張した規格が BBC を中心として策定された 7)．しかし，BBC

が MHEG-5 から HbbTV（Hybrid broadcast broadband TV）に

移行することが 2016 年 6 月に発表されるに至り 8)，2010 年

代をもって，MHEG-5 の役割は終了することとなった． 

6. むすび 

SC29 設立 30 周年を機に，SC29 の中でマルチメディア及び

ハイパーメディア符号化を担った MHEG の活動を振り返っ

た．MHEG は 2001 年 3 月の Singapore 会合を最後に，設立後

12 年でその幕を閉じた．先に述べたように，イギリスをはじ

めとした幾つかの国々で採用されたことから，規格としては

成功した国際標準であると言えよう．特に，オブジェクト指

向によるマルチメディアシナリオ記述を基盤とした点は他に

類を見ないユニークな国際標準であり，マルチメディア時代

において一定の役割を果たしたと考えらえる． 

また，MHEG の考え方は他標準や規格にも大きく影響した．

特に W3C（World Wide Web Consortium）勧告となった SMIL

（Synchronized Multimedia Integration Language）の策定には

MHEG に参画していた技術者も寄与しており，SMIL におけ

るマルチメディアコンポーネントの時空間同期の概念は

MHEG の思想を受け継ぐものとなっていた．しかしながら，

SMIL も時代の波には抗えず，SMIL を開発していた W3C の

SYMM WG（Synchronized Multimedia Working Group）は 2012

年の 4 月 1 日に解散し，その流れは HTML5 に引き継がれる

こととなった． 

MHEG は，私個人としてもどっぷりつかった国際標準化活

動の一つであり，規格や方式の単なる提案者としてだけでな

く，MHEG-1 及び MHEG-8 のエディタ，並びに，MHEG 

Convenor として国際標準を運営する立場を経験したことは
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個人的に大きな資産となり，今日の私の研究活動の根幹の一

部をなしているといっても過言ではない．また，MHEG-5 エ

ンジンを Linux 上にインプリメントし，その実行ファイルを

1997 年に世界公開したことも貴重な経験であった．実行ファ

イル公開を認めて頂いた，当時の職場上司の英断に感謝申し

上げたい． 

末筆ながら，国内外の全ての MHEG 関係者の皆様に厚く御

礼を申し上げるとともに，本稿の執筆を勧めて下さり，また，

関連する過去の学会誌記事を掘り起こして頂いた小野文孝 

編集顧問に感謝申し上げる． 
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年 1 月 5 日最終確認). 

 

 亀山 渉 （正会員） 

1985 年 早稲田大学理工学部卒業，1987 年 同
大学院理工学研究科修士課程修了，1990 年 同
大学院理工学研究科博士課程修了．1989 年 早
稲田大学理工学部助手．1992年 (株)アスキー．
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理事会だより 

第 321 回 理事会 
１．⽇時：2021 年 10 ⽉ 15 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 2０名 
  総出席者：24 名 
  【会⻑】 ⽥中 【副会⻑】 ⽇和崎, 児⽟, 齋藤 
  【編集】 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，寺崎，村松 
  【技術専⾨】 盛岡，坂東，⻑⾕川 【地⽅】 甲斐 
  【監事】  
  ＜IEVC2021＞内⽥ 
  ＜オブザーバー＞⼩野 
  ＜事務局＞浮ケ⾕事務局⻑ 
 
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＞ 321-001-1 1 
承認事項 担当 付番 ⾴ 
（２）議題１：IEVC2021 実施報告（暫定 2 回⽬） ＜内⽥実⾏委員⻑＞ 321-002-1 4 
（３）議題２：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＞ 資料なし − 
（４）議題３：技術賞の選定規定に関する改定案 ＜盛岡技術専⾨理事＞ 321-003-1 7 
（５）議題４：2021 年中間決算状況についての報告 ＜事務局＞ 321-004-1 8 
 
報告事項 担当 付番 ⾴ 
（６）報告１：編集委員会報告 ＜児⽟副会⻑＞ 321-005-1 11 
（７）報告２：企画委員会報告 ＜⾕⼝企画委員⻑＞ 321-006-1 13 
（８）報告３：新任理事・監事の登記完了報告 ＜事務局＞ 321-007-1 18 
（９）報告４：フェロー、ベイン賞、技術省 募集依頼 ＜事務局＞ 321-008-1 23 
（10）報告５：理事会開催年間予定 ＜事務局＞ 321-009-1 29 
 
 
５．議事（司会：⽇和崎副会⻑、議事録：総務理事 村松） 
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第 322 回 理事会 
１．⽇時：2021 年 11 ⽉ 19 ⽇(⾦)18:30-19:30 
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 26 名 

【会⻑】  ⽥中   【副会⻑】 児⽟，齋藤，⽇和﨑 
  【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，⻑尾   【総務】  安藤，宮崎，寺崎 
  【技術専⾨】盛岡，坂東，⻑⾕川，前川【地⽅】   

【監事】  伊藤 
＜IEVC2021＞ 内⽥実⾏委員⻑, ⼩林副実⾏委員⻑ 
＜事務局＞ 浮ケ⾕事務局⻑ 
＜オブザーバ＞ ⼩野元会⻑ (制度検討 WG 主査) 
 

４．議題・資料 
          担当   付番      ⾴ 
(1)前回議事録確認    ＜司会者 齋藤副会⻑＞ 322-001-1   1 
 
承認事項     担当    付番      ⾴ 
(2)議題 1: 2 IEVC2021 実施報告   ＜内⽥実⾏委員⻑＞ 322-002-1   5 
(3)議題 2: 2022 年度画像電⼦学会年次⼤会(学会創設 50 周年記念⼤会)構想(案) 
      ＜⽥中会⻑＞  322-003-1   6 
(4)議題 3: AIS2021 準備状況について (素案) ＜盛岡技術専⾨理事＞ 322-004-1  10 
 
報告事項 
(5)報告１：編集委員会報告   ＜児⽟副会⻑＞  322-005-1  12 
(6)報告２：企画委員会報告   ＜⾕⼝企画委員⻑＞ 322-006-1  14 
(7)報告３：セミナー委員会報告   ＜平⼭セミナー委員⻑＞ 322-007-1  20 
(8)報告 4：今改選理事・監事の推薦依頼   ＜事務局＞  322-008-1  21 
(9)報告 5：フェロー, ベイン賞, 技術賞募集依頼  ＜事務局＞  322-009-1  22 
(10)報告 6：理事会開催年間予定    ＜事務局＞  322-010-1  29 
 
 
５．議事 (司会：齋藤副会⻑, 議事録：寺崎総務理事) 
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第 323 回 理事会 
１．⽇時：2021 年 12 ⽉ 17 ⽇（⾦）18：08−19：05 
２．場所：会場（京橋区⺠館）および Zoom によるハイブリッド開催 
３．出席者：理事 20 名（会場 6 名，オンライン 14 名） 
  総出席者：26 名 
  【会⻑】 ⽥中 【副会⻑】 児⽟，⽇和﨑 
  【編集】 上倉 【企画】 ⾕⼝，平⼭，藤澤，窪⽥，井ノ上 
  【財務】 ⻑⾕川，⽥中，⻑尾，辻 【総務】 宮崎，寺崎 
  【技術専⾨】 盛岡，坂東，前川 【地⽅】 甲斐，横⼭ 
  【監事】  
  ＜第 50 回記念年次⼤会＞内⽥，⾦⽥ 
  ＜オブザーバー＞⼩野 
  ＜事務局＞浮ケ⾕，福島，本⽥ 
 
４．議題・資料 
 担当 付番 ⾴ 
（１）前回議事録確認 ＜司会者（代理） 児⽟副会⻑＞ 323-001-1 1 
議題 担当 付番 ⾴ 
（２）議題１：2022 年度画像電⼦学会年次⼤会(学会創設 50 周年記念⼤会)構想(案) 
 ＜⽥中会⻑・内⽥実⾏委員⻑＞ 323-002-1 5 
（３）議題２：AIS2022 の準備状況について(進捗) ＜盛岡技術専⾨理事＞ 323-003-1 8 
報告 担当 付番 ⾴ 
（４）報告１：編集委員会報告 ＜児⽟副会⻑＞ 323-004-1 10 
（５）報告２：企画委員会報告 ＜⾕⼝企画委員⻑＞ 323-005-1 12 
（６）報告 4：改選理事・監事の推薦依頼 ＜事務局＞ 323-006-1 16 
（７）報告 5：フェロー、ベイン賞、技術賞 募集依頼 ＜事務局＞ 323-007-1 17 
（８）報告 6：理事会開催年間予定 ＜事務局＞ 323-008-1 24 
 
５．議事（司会：⽇和﨑副会⻑，（代理）児⽟副会⻑、議事録：総務理事 宮崎） 
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＜お知らせ＞ 

 会員各位 
                       画像電子学会 

2022 年度会費自動引落しについて 
 

2022 年度会費の自動引落しは、4 月 25 日(月)となりますので、 
ご承知おきください。 

 
 

       
会費自動引落しご協力のお願い 

 
                        画像電子学会 

 
現在、年会費等を郵便払込にてお振込み頂いている会員の方にお知らせ 

致します。 
当学会では、2000 年度より「会費自動引き落とし」を実施しております。 
下記の通り、会員に皆様にとってたいへんメリットがありますので、ぜひ 
会員の皆様のご理解を賜り｢口座引落｣にご協力をお願い致します。  

  
 会員のメリット等 
  
（1）振込のために金融機関へ出向く必要がありません。 
   …全国 3,700 の金融機関と提携しておりますので、 
      会員の皆様の口座をご指定頂けます。 
（2）郵便振替の手数料負担が無くなります。 
（3）通帳等に記録が残ります。 
    …引落口座の通帳に「MFS（ガゾウデンシ）」と記録され、 

後日の参考になります。 
  （但し、一部の金融機関では上記の印字と異なる場合があります。） 
 
 お申込み／お問い合せ先 
  一般社団法人 画像電子学会 
  〒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:03-5615-2894 
  E-mail:kikaku@iieej.org 
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　　　　　　　　　　　2021-2022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50回VMA研究会/第16回 視
覚・聴覚支援システム研究
会

2月24日 （木） オンライン開催 読書のバリアフ
リーを進める

共催

第299回研究会in松山 2月27日(日) -
28日（月）

松山大学+ハイブリッド開催予
定

画像一般 申込締切済
原稿締切：2/5（土）

第300回研究会－映像表現・
芸術科学フォーラム

3月8日（火） オンライン開催 申込締切済

原稿締切：2/14（月）

共催

第3回デジタルミュージアム・人

文学（DMH）研究会

3月10日（木） 国立歴史民俗博物館大会議
室＋ハイブリッド開催予定

デジタル技術と博物
館・人文学の協働を
めざして

申込締切：1/31（月）

原稿締切：2/28（月）

Advanced Image Seminar2022 6月中旬予定 オンライン開催

第50回年次大会 8月31日（水）

-9月2日（金）

ゆめホール知床（北海道斜里
町）＋ハイブリッド開催予定

*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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First Call for Papers                                      
 

2022 年度 第 50 回 画像電子学会 年次大会 
（学会創設 50 周年記念大会）  

Media Computing Conference 2022 
知床（北海道斜里町） 

      
 
2022 年度 画像電子学会 年次大会（Media Computing Conference 
2022）を，2022 年 8 月 31 日～9 月 2 日に世界自然遺産の地、北海道知

床にて開催いたします．本大会は，画像電子学会創設 50 周年を記念す

るイベントとして開催いたします．一般セッション，学生セッション，企画セ

ッションのほか，画像電子学会創設 50 周年特別企画（基調講演，招待講

演，パネルディスカッション等）も計画中です．会員の皆様，奮ってご参加

ください．  

 
1. 開催日程・場所 

開催日程： 2022 年 8 月 31 日（水）～9 月 2 日（金） 
場所： 北海道斜里町 ゆめホール知床 （〒099-4113 北海道斜里郡斜里町本町 4） 
【オンライン併用のハイブリッド開催】 

 
2. 講演・参加申込み方法、参加費 

3 月上旬までに、画像電子学会 HP にて詳細をご案内いたします。 
 
3. 講演分野 
[1] 画像符号化（静止画像符号化，動画像符号化，可逆符号化，変換符号化，動き補償，エントロピー符号化，符号

化ハードウェア，符号化ソフトウェア，国際標準化 等） 
[2] セキュリティ（ステガノグラフィ，データハイディング，著作権保護，不正コピー防止，改ざん防止，フィンガープリン

ティング，攻撃技術，透かし解析技術，ブロックチェーン，コバートチャネル，サブリミナルチャネル，画像暗号化，

画像認証，バイオメトリクス，イメージフォレンジックス 等） 
[3] 通信・ネットワーク（画像通信，光ネットワーク，符号化制御技術，画質制御技術，画像検索技術，通信プロトコル，

マルチメディア通信，クラウド，標準化方式 等） 
[4] 画像処理・認識（画像復元，画像強調，フィルタ技術，特徴抽出・追跡，オブジェクト抽出・検出，動き解析，領域分

割，画像認識，文書画像，顔画像解析，動画像解析，文字認識，高解像化処理，コンテンツ制作 等） 
[5] 画像入出力・色・画質評価（カラー画像処理，ディスプレイ技術，プリンタ技術，色評価，心理評価 等） 
[6] バーチャルリアリティ・CG・コンピュータビジョン（ステレオ・多視点画像解析，3 次元画像技術，仮想現実感・拡

張現実感，映像生成，コンピュータグラフィックス，モデリング，レンダリング，ビジュアライゼーション，アニメーショ

ン，画像再構成・復元，照明・反射解析，マルチメディア処理，メディア統合，ホログラフィ，ポイントクラウド，ライト

フィールド 等） 
[7] 画像基礎・画像アプリケーション，その他画像一般（人工知能，ニューラルネットワーク，リモートセンシング，機

械学習，深層学習，進化計算，遺伝的アルゴリズム，DNA 記憶，画像データベース，教育支援システム，Web 関

連技術，ヒューマンインタフェース，ユーザビリティ，アクセシビリティ，医用画像，IoT，ビックデータ，クラウドコンピ

ューティング，デジタルサイネージ，標準化教育，災害応用，スマートシティ，ドローン，産業応用，テレワーク，遠

隔教育，ロボット工学，医療・農業・建設業などとの境界領域 等） 
 
4. 問合せ先 
  画像電子学会事務局 
  〒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 
  TEL: 03-5615-2893  FAX: 03-5615-2894  E-mail: kikaku＠iieej.org 
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画像電子学会 第 299 回研究会 

in 松山（松山大学）開催案内 

標記研究会を下記のとおり開催いたします．奮ってご参加下さい．  
 ⽇   時：2022 年 2 ⽉ 27 ⽇(⽇) 12:20〜18:00，2 ⽉ 28 ⽇(⽉) 9:30〜17:50 
 場   所：ハイブリッド開催（松⼭⼤学＋副：オンライン開催） 
 テーマ：画像⼀般 
 参加費：2,000 円(PDF 予稿集付) 
 参加申込フォーム： https://forms.gle/sbWJic1LLbRz2sMbA 

 ＊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。詳細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。  

 
プログラム 
2 月 27 日(日) 

12:20-12:30                            開会の挨拶   ⽥中 清(信州⼤学／画像電⼦学会会⻑) 
  

12:30-13:50    セッション 1（感性⼯学・スポーツ科学）   座⻑：（調整中） 
1. 顔魅力評定時の視線動作のパターン推定 
                 ○浅井 和之・赤松茂（法政大学） 
2. 「蛇の回転」錯視のメカニズムの考察 
                 ○小野 優希・谷中 一寿（神奈川工科大学） 
3. ラジオ体操動画像の動作識別における骨格情報と距離情報の組み合わせ特徴の検討 
                 ○山崎 涼平・赤松 茂（法政大学） 
4. VR とハードウェアの統合によるスキー技術獲得システムの有効性の評価 
                 ○岡田 雄士・瀬尾 燦振・谷口 基文（早稲田大学）・小方 博之（成蹊大学）・大谷 淳（早稲田大学） 
 

14:00-15:20    セッション 2（三次元再構成）            座⻑：（調整中） 
5. ドローンによる枚方市内構築物の３次元物体形状計測の提案 
                 ○山内 大輝・冨高 翼・平山 亮(大阪工業大学) 
6. GA を用いた適応的に KPP を選択するレジストレーションにおける距離交叉の導入 
                 ○齊藤 陽平(信州大学)・岩切 宗利（防衛大学校）・アギレ エルナン・田中 清(信州大学) 
7. 3 次元特徴量を用いた遺構の輪郭線抽出に関する検討 
                 ○岩瀬 隆志(信州大学)・岩切 宗利（防衛大学校）・田中 清（信州大学） 
8. アウトライアに頑健な三次元点群の部分対部分レジストレーション 
                 ○山崎 慎之介(東京理科大学)・入江 豪（NTT コミュニケーション科学基礎研究所）・古田 諒佑

（東京大学）・山本 洋太・谷口 行信（東京理科大学） 
 

15:30-16:20                            【招待講演】                        座⻑：（調整中）  
9. 360 度カメラ THETA とデータサービスへの展開 
                小田巻 誠 （株式会社リコー） 
 

16:30-17:50    セッション 3（医⽤画像）                          座⻑：（調整中）  
10. 左心房 CT 画像と機械学習を用いる左心耳の血栓形成予測法に関する検討  ― VGG16 と

Grad-CAM による血栓形成に関する注目領域の可視化と Light-GBM による血栓生成要因推測 － 
                 ○三瓶 聡太（早稲田大学）・山本 匡（社会医療法人北海道循環器病院）・岩崎 清隆（早稲田大

学）・長橋 宏（東京工業大学/早稲田大学）・大谷 淳（早稲田大学） 
11. Tongue Diagnosis Support Based on Tongue Coating Features Analysis 
                 ○黎 彪(電気通信大学) 
12. 指先皮膚特徴解析による手足症候群の早期発見支援 
                 ○本田 雄也・高橋 裕樹(電気通信大学) 
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13. 胸部 4 次元 CT 画像より気管支領域を抽出するための最短路探索を利用した領域分割法 
                 ○高田 康平・道脇 幸博・森谷 浩史・井尻 敬(芝浦工業大学) 

17:50-18:00      ⼀⽇⽬閉会挨拶                              檀 裕也（松⼭⼤学） 
 
2 月 28 日(月) 

9:30-10:50     セッション 4（映像検索）                                 座⻑：（調整中）  
14. 動きヒストグラム解析による画面揺れ抽出法における一考察 
                 ○児玉 明(広島大学) 
15. 映像検索における画像・言語の埋め込み技術の弱点を補う人物の着衣の種類と色の推定 
                 ○武藤 良・植木 一也（明星大学）・鈴木 裕真・堀 隆之・岡本 秀明（ソフトバンク） 
16. オプティカルフローを特徴量として用いる 3 次元モデル再構成におけるフレーム選択の検討 
                 ○田中 逸貴(信州大学)・岩切 宗利(防衛大学校)・田中 清(信州大学) 
17. 強化学習による動画内類似画像の高速検索 
                 ○小林 弘人(東京理科大学)・入江 豪（NTT コミュニケーション科学基礎研究所）・古田 諒佑（東

京大学）・山本 洋太・谷口 行信（東京理科大学） 
 

11:00-12:20    セッション 5（コンピュータグラフィックス） 座⻑：（調整中）  
18. 異なる光源下における水中画像の色調補正に関する検討（続報） 
                 ○若杉 智也・Bisser Raytchev・金田 和文（広島大学）・馬場 雅志（広島市立大学） 
19. ノッチ形成と堆積物を考慮した海岸地形生成手法の開発 
                 ○池畑 開斗・藤澤 誠・三河 正彦(筑波大学) 
20. 糊化現象に基づく粘度変化を伴う流体シミュレーション手法の開発 
                 ○山崎 良祐・藤澤 誠・三河 正彦(筑波大学) 
21. 線形光源による質感を含めた微小昆虫標本のデジタルデータ化手法 
                 ○邱 雨澄・西田 拓央・井尻 敬（芝浦工業大学） 
 

13:20-14:40    セッション 6（画像認識）                                  座⻑：（調整中） 
22. 時間的に輝度が変調された光を用いた実物体上の情報ハイディング－チェカーパタンの場合の不可視

性と可読性－ 
                 ○海野 浩・上平 員丈（神奈川工科大学） 
23. ノイズ画像に対するもつれほどき表現の学習 
                 ○渡邊 彰久(東京工業大学) 
24. 産業における物理複製困難な印刷コード高速真贋判定アルゴリズムの頑健性向上 
                 ○佐藤 研吾・金田 北洋・岩村 惠市（東京理科大学） 
25. 産業用印刷機を用いた物理複製困難な印刷コード真贋判定アルゴリズム 
                 ○保坂 彩水・金田 北洋・岩村 惠市（東京理科大学） 
 

14:50-16:10    セッション 7（位置姿勢推定・アプリケーション応⽤） 座⻑：（調整中）  
26. 月面環境における縦穴昇降ロボットの自己位置推定手法の検討 －Visual SLAM とウインチオドメトリ

の組み合わせー 
                 ○鈴木 泰貴(早稲田大学)・大和 淳司（工学院大学）・石井 裕之・大谷 淳・高西 淳夫（早稲田大学） 
27. 3 次元 TPS 法を用いた姿勢推定手法の研究 
                 ○今泉 有雅・萩原 義裕（岩手大学） 
28. 小型自律移動ロボットのための環境設置カメラによる位置推定の試行 
                 ○中村 宣彬・泉 知論（立命館大学） 
29. Web 会議システムへの発表時間管理及び聴衆反応可視化プラグイン開発 
                 ○谷口 民恵・平山 亮（大阪工業大学） 
 

16:20-17:40    セッション 8（スマート農業）                     座⻑：（調整中）  
30. Self-training を用いる夜間森林環境画像のセグメンテーションに関する検討 
                 ○筒井 翔太（早稲田大学）・大和 淳司（工学院大学）・大谷 淳・佐島 遼（早稲田大学） 
31. RGB 画像からの深層学習を用いた圃場における優勢状態植物の検出方法 
                 ○井出 春佳(早稲田大学)・青竹 峻太郎(ソニーコンピュータサイエンス研究所)・小方 博之(早稲

田大学/成蹊大学)・大谷 淳・大谷 拓也・高西 淳夫(早稲田大学)・舩橋 真俊(ソニーコンピュー
タサイエンス研究所) 

32. 視野共有領域を持つ複数カメラ間での乳牛追跡 
                 ○穐澤 和宏・山本 洋太・谷口 行信（東京理科大学） 
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33. ドメイン適応と Triplet の Negative Mining による乳牛の個体識別精度の高精度化 
                 ○松永 葵・山本 洋太・谷口 行信（東京理科大学） 
 

17:40-17:50           閉会挨拶    ⾕⼝ ⾏信（東京理科⼤学／画像電⼦学会企画委員⻑） 
 
 
【全般お問合せ先】画像電⼦学会事務局 
〒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 号室 
TEL：03-5615-2893 FAX：03-5615-2894   e-mail：kikaku@iieej.org 
詳細については学会ホームページで順次掲載いたします。 
画像電⼦学会ホームページ http://www.iieej.org/ 
                                         以上 
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画像電子学会 第 50 回 VMA 研究会（読書のバリアフリーを進める） 

開催のご案内 

 

 VMA 研究会は、主として画像の撮影・合成・加工・処理、それらの応用、およびそれらの実現形

態として生じる Visual Appliance について論じ、その議論の中から今後の画像電子学会で扱うべき

トピックスを見出すとともに、さらにその調査・検討に向けた情報交換の場の提供を目的としてい

ます。これまでその時々の話題（デジカメ最新技術、ユニバーサルデザインの動向、VMA の近接

領域など）を取り上げ、年 2 回程度の研究会を実施してきました。 

 

 第 50 回 VMA 研究会では”読書のバリアフリーを進める”というテーマを設け、先進的な取り組み

をしている大学と最新技術・サービスを展開する企業の方々を中心に話題を提供していただくこと

になりました。 

 

日 時：2022 年 2 月 24 日（木) 13 時 30 分-17 時 00 分 

形 式：オンライン（ZOOM) 

協 賛（予定）：画像関連学会連合会(FIS) 

共 催：視覚・聴覚支援システム（VHIS）研究会 

テーマ：読書のバリアフリーを進める 

参加費：事前登録制 

会員およびアソシエイト：1,000 円 

     非会員：2,000 円（この機会にアソシエイトになって頂きますと、入会・年会費（1,000 円）を 

          含む計 2,000 円で参加できます。） 

研究会運営のため、講演者も含め参加費をお願いしていますが、研究会委員長の承認を 

得た場合は無料となります。 

 

発表タイトル： 

    「出版界における「読書バリアフリー法」対応の現状と課題」（植村八潮・専修大学） 

    「読書支援サービス・ユアアイズ（YourEyes）について（仮）」（山本幸太郎・想隆社）  

    他 6 件を予定 

 

詳細については学会ホームページで順次掲載いたします。 

画像電子学会ホームページ http://www.iieej.org/ 

                                      以上 
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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 

2021 年 9 月 3 日改正 

 

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。 
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(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。 

・ 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。 
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 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

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
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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。 

・ 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。  

 

4. その他 
(1) 異議申し立て 

・ 判定結果に不服がある場合は，通知日より 60 日以内に，返戻理由に対し具体的な根拠を基に異

議申立書を学会事務局に提出することができる．なお，同一投稿論文に対する異議申し立ては一

回のみとする． 

・ 掲載論文に対して異議がある場合は，具体的な根拠を基に異議申立書を学会事務局に提出するこ

とができる． 

 

以上 
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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． 
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 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： 

  

 
 
 
 
 
 

 
102



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  

                                                    
                         推薦者              
  
＜参考＞ 代議員選挙規程（必要な方は，事務局へお申し込み下さい．メールでお送りします） 
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論文
Analysis of Droplet Permeation into Coated Paper for Inkjet Printing ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀Meng GUO,

Hiromasa MORIYAMA, Yoshihiro HARADA, Hideaki NISHIMURA, Manabu KODAMA,
Shuichiro HIRAI, Masami KADONAGA, Koichi KATO, and Kazuyoshi FUSHINOBU…580( 2 )

Special Topic
「Recent Progress of Advanced Light-Emitting Devices and their Applications」
Introduction㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀Kazuki NAKAMURA, Hiroyoshi NAITO, Shinjiro UMEZU,

Yuki YOKOYAMA, and Takashi BISAIJI…592( 14 )
Eu-Doped GaN Red LEDs for Next-Generation Micro-LED Displays㌀㌀㌀㌀㌀Yasufumi FUJIWARA,

Shuhei ICHIKAWA, Dolf TIMMERMAN, and Jun TATEBAYASHI1…593( 15 )
Post-Synthetic Surface Treatment of Perovskite Nanocrystals for Highly Efficient Light-Emitting Diodes

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀Yu Hong CHENG, Hinako EBE, Takayuki CHIBA, and Junji KIDO…606( 28 )
Advanced Organic Laser System Having Triplet Scavengers㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀Buddhika S. B. KARUNATHHILAKA,

Umamahesh BALIJAPALLI, Toshinori MATSUSHIMA,
Atula S. D. SANDANAYAKA, and Chihaya ADACHI…615( 37 )

Plasmonics and Plasmonic Metamaterials Using Random Metal Nanostructures for Highly Efficient Light-
Emitting Devices ㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀Koichi OKAMOTO…631( 53 )

Electrogenerated Chemiluminescence : Kinetics and Mechanisms for Mixed System
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀Ryoichi ISHIMATSU…649( 71 )

Recent Advances in Light-Emitting Electrochemical Cells with Low-Dimensional Quantum Materials
㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀Jiang PU and Taishi TAKENOBU…656( 78 )

Imaging Highlight
テレワークはプリント出力にどのような影響を与えているか㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀山﨑 弘…673( 95 )

教育講座
視覚工学（Ⅸ）―色弁別―㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀内川惠二…679(101)

研究室訪問
研究室訪問―明日のシーズを訪ねて―早稲田大学

㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀基幹理工学部 機械科学・航空宇宙学科 内藤研究室……685(107)
会報㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀691(113)
会告㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀701(123)
投稿案内㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀703(125)
日本印刷学会誌の目次㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀㌀704(126)
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108



巻頭言
オフセット印刷技術研究会について. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .西川博史. 223
総説　特集「文化・芸術と印刷」
百万塔陀羅尼の研究状況および陀羅尼の保存について . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .辻本直彦. 224
印刷がもたらした日本文学の発展と読書文化の広がり . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .式　洋子. 230
日本におけるコロタイプ印刷の役割と未来. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .清康太郎. 234
印刷局の重要文化財スタンホープ型印刷機の来歴 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .板倉雅宣. 241
「市谷の杜　本と活字館」について . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .斎田　玲・杉山　徹・辺見　隆. 255
論文（ノート）
並列位相シフトディジタルホログラフィを用いた透明欠陥検出システムの開発
. . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 平　健吾・並木宏允・磯田和貴・海老澤瑞枝. 262
印象記
色評価用 LED照明を用いた印刷物観察条件のガイドライン解説セミナー . .  .  .  .  .平林利文. 266
Abstract . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . 267
文献紹介. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . 269
学会だより . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . 271

目次

日 本 印 刷 学 会 誌

第58巻　第 5号（2021年 10月）

日本印刷学会誌編集委員

編集委員長. 東　吉彦（東京工芸大学）.. . . 編集副委員長　矢口博之（東京電機大学）
委　　　員. 江前敏晴（筑波大学）. . . . . 秋山宏介（特種東海製紙（株））.. . 杉山　徹（大日本印刷（株））
. 高橋　敦（共同印刷（株））. . . 光本知由（富士フイルム（株））.. . 宇佐美貴志（（独）国立印刷局）
. 井上武治郎（東レ（株））.. . . 細井　功（東洋インキ（株））.. . . 茂木雅男（凸版印刷（株））
. 前田秀一（東海大学）
幹　　　事. 小関健一
表紙デザイン. 益田宏樹

109



巻頭言
フレキソ印刷技術研究会について. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .田中裕二. 281
総説 1　特集「カラーマネージメント」
カラーマネージメントシステムの安定化への取り組み . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .安倍慎哉・大山照一. 282
カラーマネジメントとジャパンカラー認証制度. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .竹本文人. 291
分光計測に関わる ISO/JIS 規格と測定上の留意点 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .室谷裕志. 297
総説 2　特集「アジアシンポジウム」
Guidelines.for.Viewing.Conditions.of.Printed.Matter.Using..
LED.Lightings.for.Color.Evaluation . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Tohru.SUGIYAMA. 303

Color.and.Material.Appearance.of.Object.Surface.Influenced..
by.Lighting.Environment . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Yoko.MIZOKAMI. 308

国際会議報告
International.Conference.on.Advanced.Imaging.(ICAI2021).Collocated.with..
the.2021.Asian.Symposium.on.Printing.Technology.(ASPT2021). .  .  .  .髙原　茂. 313

印象記
2021年度 P＆I 研究会第 1回シンポジウム.印象記. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .松田智宏. 315
2021年度日本印刷学会秋期セミナー.印象記. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .佐藤義幸. 317
Abstract . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . 320
文献紹介. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . 322
総目次 . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . 324
学会だより . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . . 326

目次

日 本 印 刷 学 会 誌

第58巻　第 6号（2021年 12月）

日本印刷学会誌編集委員

編集委員長. 東　吉彦（東京工芸大学）.. . . 編集副委員長　矢口博之（東京電機大学）
委　　　員. 江前敏晴（筑波大学）. . . . . 秋山宏介（特種東海製紙（株））.. . 杉山　徹（大日本印刷（株））
. 高橋　敦（共同印刷（株））. . . 光本知由（富士フイルム（株））.. . 宇佐美貴志（（独）国立印刷局）
. 井上武治郎（東レ（株））.. . . 細井　功（東洋インキ（株））.. . . 茂木雅男（凸版印刷（株））
. 前田秀一（東海大学）
幹　　　事. 小関健一
表紙デザイン. 益田宏樹

110



 

 

○新入会員紹介（2021 年 12 月 31 日） 

 

正会員 

辻 裕之(神奈川工科大学) 

塩澤 一樹(株式会社 LINK-US) 

鈴木 利友(武庫川女子大学) 

神谷 健太郎(一般社団法人未来科学研究所) 

 

学生会員 

黄 宇航（東京大学） 

田中 大貴(立命館大学) 

美馬 悠一(立命館大学) 

宮本 旭(立命館大学) 

 

 

○会員現況 

 

名誉会員      18 名 

正会員       523 名 

学生会員     56 名 

賛助会員     22 社 33 口 

特殊会員     32 件  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様，明けましておめでとうございます．2022 年（第 51

巻）の第 1 号（1 月号）をお届けします．本号には，年次大

会 2021 特集 3 編を含め，合計 7 編の論文が掲載されておりま

す．また，スキャニング「MHEG —マルチメディア・ハイパ

ーメディア符号化標準」では近年その創成期について紹介し

てきた SC29 を形成するグループの最後として，MHEG の誕

生から解散までの歴史を振り返ってもらいました．グループ

紹介「東京電機大学 工学部情報通信工学科 長谷川研究室」，

コーヒーブレイク「出産・育児と両立するための様々な学会

参加の方法」などの記事も読みごたえのある内容です．是非

ご一読ください．さらに昨年 9 月に開催した IEVC2021 の報

告記事を遅ればせながら掲載しました．参加いただいた皆様

は勿論，参加が叶わなかった方々にも IEVC2021 の実施状況

や開催に到るまでの準備についてご理解・ご認識いただけれ

ばと存じます．なお，本号で企画しておりました，「イマーシ

ブメディア実現のための画像関連技術」特集に関しましては，

期限までに採録となる論文が集まらなかったため，本特集を

見送りとしました． 

筆者は丁度 2 年前の 2020 年 1 月号でも編集後記を執筆さ

せていただきましたが，その際は東京 2020 オリンピック・パ

ラリンピック競技大会のことを話題にさせていただきました．

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響で実施は 1

年延期となり，さらに，残念ながら，（ほぼ）無観客での開催

となりましたが，開会式等にて最新の画像・映像技術が使わ

れたことは，ご存知の通りです．本号発行後間もなく開幕が

予定されている，北京 2022 冬季オリンピックでも本分野の

最新技術が駆使されるでしょう． 

実は，オリンピックイヤーである 2016 年にも筆者は編集

後記の執筆を担当いたしましたので，次回はパリオリンピッ

ク・パラリンピックが開催される 2024 年に編集後記を担当し

たいと密かに考えております！それまでの 2 年間で，画像電

子技術は AI などとの融合も進み，更なる発展を遂げるでし

ょう．本学会の会員の皆様にも大きく貢献していただけるこ

とを期待し，さらにその研究成果を，是非本学会誌や英文論

文誌にご投稿いただきたいと存じます．  

さて，画像電子学会はいよいよこの 4 月で誕生 50 周年と

いう大きな節目を迎えます．編集委員会や年次大会の委員会

では 50 周年を記念する企画を現在，鋭意検討中です．読者の

皆様からも，ぜひ様々なご提案を賜りたく存じております．

そんな折に，昨秋にはいよいよ収束かと期待しました新型コ

ロナ感染症(COVID-19)が，オミクロン株の流行により再び世

界的に猛威を振るう状況にあります．この変異株を最後にコ

ロナが終息し，学会の記念行事を心置きなく実行できること

を切に願っております．本年も画像電子学会をよろしくお願

いいたします． 

（編集副委員長 内田 理） 
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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

50-4 595 2021.10

吉田大海 ステレオ画像における画風変換後の視差精度評価手法 50-4 604 2021.10

［ショートペーパー］

安部龍馬
北 直樹
斎藤隆文

モアレを用いた多彩な動き生成 50-2 265 2021.4

古賀 亮
盧 承鐸
五十嵐健夫

粘土細工のような両手操作による3 次元形状モデリング 50-2 272 2021.4
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玉置尚吾
北 直樹
斎藤隆文

グラフィックデザインのためのセマンティクスを考慮した色候補生成 50-2 277 2021.4

菅原万梨夏
田村 崚
北 直樹
斎藤隆文

模様の連続性を担保した包装紙デザインの自動生成 50-3 419 2021.7

坪田颯生
岡部 誠
工藤隆朗
由良俊樹
本間祐作

SiamMask を用いた動画修復 50-4 614 2021.10

澤田清仁
細野峻司
孫 泳青
北原正樹
島村 潤

監視カメラ映像からの行動検出に向けた行動正規化 50-4 619 2021.10

【自動化・省人化・増力化を支える画像処理関連技術】

編集委員会 「自動化・省人化・増力化を支える画像処理関連技術」論文特集に寄せて 50-1 150 2021.1

［論文］

奥村健太
加藤翔大
服部公央亮
保黒政大
田口 亮
梅崎太造

瞳孔の明度に制約されない虹彩認証システムのための虹彩領域
分離手法

50-1 151 2021.1

堀江秀斗
里 雄二
古山純子
田靡雅基
青木義満

人間行動認識手法を用いた様々な環境下でのテニスの試合映像に
おけるショット検出

50-1 160 2021.1

紺野剛史
近野 恵
冨安史陽
粟井修司

非接触型センサを用いた転倒リスク改善型歩行訓練支援システム 50-1 169 2021.1

【年次大会論文小特集号】

編集委員会 年次大会論文小特集号の発行にあたって 50-3 350 2021.7

［論文］

植西一馬
サンドバルハイメ
岩切宗利
田中 清

平面尤度を用いたVKOPの再現性評価 50-3 351 2021.7

齊藤陽平
植西一馬
岩切宗利
アギレ エルナン

田中 清

キーポイントパッチ位置を適応的に選択する 3 次元点群レジストレーション手法 50-3 362 2021.7

【ビジュアルコンピューティング論文特集】

金井 崇 ビジュアルコンピューティング論文特集号に寄せて 50-4 540 2021.10

［論文］

小林菜穂子
高橋裕樹

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 50-4 541 2021.10

徳永恵太
長澤彦己
藤代一成

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

50-4 550 2021.10

黄 宇航

金井 崇
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 ―
50-4 558 2021.10

高橋初来
金井 崇

Projective Dynamics におけるスモールステップ法の計算量削減 50-4 568 2021.10

［ショートペーパー］

長谷川 鋭
下馬場朋禄
角江 崇
伊藤智義

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 50-4 580 2021.10
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手島裕詞
関 航平

志久 修
村木祐太
小堀研一

モルフォロジー演算を用いた点群突起部の鮮鋭変換法 50-4 584 2021.10

コーヒーブレイク

小野文孝 標準化におけるリモート会合事情 — SC29/WG1の例 — 50-1 177 2021.1

河村 尚登 秘境と世界遺産とを巡る旅（その２） 50-2 284 2021.4

田中賢一 長崎県内における公共交通車両 50-3 370 2021.7

児玉 明 ゴルフの楽しみ方 50-4 589 2021.10

技術解説

Yoshimitsu NAGAO
Yanan GAO
Jiang LIU
Shigeru SHIMAMOTO

Value Estimation of SpO2 Using a Non-Contact Method 50-3 439 2021.7

久保尋之
Suren JAYASURIYA
岩口尭史
舩冨卓哉
向川康博
Srinivasa G.
NARASIMHAN

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 50-3 444 2021.7

講　座

渡邊 修 HTJ2K(High Throughput JPEG 2000)の概要 50-2 287 2021.4

坂本雄児 ホロHMDのすすめ 50-3 448 2021.7

国際会議

松本充司 第12回ITUカレイドスコープ2020学術会議報告 50-2 293 2021.4

報　告

吉田典正 2020年度画像電子学会年次大会報告 50-2 297 2021.4

向井智彦 Visual Computing 2020開催報告 50-2 300 2021.4

横山恵理 画像電子学会 第１回デジタルミュージアム・人文学（DMH）研究会 50-2 306 2021.4

ベイン賞選定委員会 第5回アレキサンダー・ベイン賞授賞報告 50-3 347 2021.7

児玉 明 2021年度 第49回 画像電子学会年次大会報告 50-3 425 2021.7

大野邦夫 DSG研究会の足跡と今後の展望 50-3 431 2021.7

年　報

編集委員会 画像電子年報特集号の発行にあたって 50-1 3 2021.1

児玉　明 1. 編集委員会の活動 50-1 4 2021.1

2．各種大会・イベントの取り組み

柿本正憲 2‒1　年次大会 50-1 8 2021.1

深見拓史 2‒2　セミナー 50-1 11 2021.1

小林直樹 2‒3　IEVC 50-1 14 2021.1

2‒4　画像関連学会連合会傘下イベント

平山 亮 2‒4‒1　FIS秋季大会 50-1 17 2021.1

柿本正憲 3. 第1種研究会の取り組み 50-1 20 2021.1

4. 第2種研究会の取り組み

深見拓史 4-1 第2種研究会の位置付けと概要 50-1 22 2021.1

4‒2　ビジュアルコンピューティング分野

森島繁生 4‒2‒1　ビジュアルコンピューティング（VC）研究会 50-1 26 2021.1

高田英明
安藤慎吾

4‒2‒2　多次元画像（MDI）研究会 50-1 28 2021.1

4‒3　メディア応用分野

深見拓史 4‒3‒1　VMA（Versatile Media Appliance）研究会 50-1 30 2021.1

4‒4　標準化関連分野

小野文孝 4‒4‒1　静止画符号化標準化（SIC）研究会 50-1 33 2021.1

黒川利明 4‒4‒2　国際標準化の活用と教育（STD）研究会 50-1 35 2021.1

4‒5　生活支援分野

中西 浩 4‒5‒1　安全な暮らしのための情報技術（SSC）研究会 50-1 37 2021.1

平山 亮 4‒5‒2　視覚・聴覚支援システム（VHIS）研究会 50-1 40 2021.1

4‒6　表示技術分野

大野邦夫 4‒6‒1　デジタルサイネージとインタラクション（DSG）研究会 50-1 43 2021.1
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渡部智樹
松本充司

4‒6‒2　スマートディスプレイ（SDP）研究会 50-1 46 2021.1

4‒7　共通領域

長尾嘉満 4‒7‒1　建築と画像電子の共通領域（AIM）研究会 50-1 49 2021.1

長谷川 克也

長尾 嘉満
4‒7‒2　ドローン（DRC）研究会 50-1 53 2021.1

5.　標準化動向

山口雅浩 5‒1　国際照明委員会第8部会　―画像技術― 50-1 56 2021.1

田中 清
長尾慈郎

5‒2　ITU-T SG16 ―マルチメディア― 50-1 60 2021.1

中尾康二 5‒3　ISO/IEC JTC 1/SC 27　―セキュリティ技術― 50-1 64 2021.1

澤田悦子 5‒4   ISO/IEC JTC 1/SC 28　―オフィス機器― 50-1 69 2021.1

小野文孝 5‒5   ISO/IEC JTC 1/SC 29　―マルチメディア符号化― 50-1 73 2021.1

永田 徹 5‒6　ISO/TC42/WG18, 20, 23, 26 ―ディジタル写真分野― 50-1 78 2021.1

寺崎 智 5‒7　IEC TC 100 ―オーディオ・ビデオ・マルチメディアのシステムおよび機器― 50-1 80 2021.1

松木 眞 5‒8　ISO/TC130 ―印刷技術― 50-1 83 2021.1

平川秀治 5‒9　IEC SyC Smart Cities 50-1 86 2021.1

田中宏和 5-10  IEC SyC. AAL ―自立生活支援― 50-1 89 2021.1

6.　装置動向

高田将人 6‒1　デジタルカメラ 50-1 91 2021.1

小川勝久 6‒2　デジタルビデオカメラ 50-1 94 2021.1

河村尚登 6‒3　スキャナ 50-1 97 2021.1

坂本静生 6‒4　3Dスキャナ（3D入力装置） 50-1 100 2021.1

河村尚登 6‒5　ディスプレイ・表示装置 50-1 102 2021.1

川西末広 6-6   カーナビゲーション ― サラウンドビューシステム ― 50-1 106 2021.1

陶山史郎 6‒7　3Dディスプレイ 50-1 108 2021.1

高 敏雄

長谷川 淳
宮崎一平
佐藤 匡

6‒8　ファクシミリ 50-1 112 2021.1

吉田 健 6‒9　複写機及び複合機 50-1 115 2021.1

松木 眞 6‒10　ノン・インパクト・プリンタ 50-1 118 2021.1

山口修一 6‒11　3Dプリンタ 50-1 121 2021.1

尾崎一義
安部弘通
山田皇司
中谷徳夫

6‒12　BDレコーダ・プレーヤ　― 4K衛星放送対応 ― 50-1 126 2021.1

児玉 明 6‒13　タブレット端末 50-1 129 2021.1

植村八潮 6‒14　電子書籍端末 50-1 133 2021.1

児玉 明 6‒15　スマートフォン 50-1 136 2021.1

児玉 明 6‒16　ウェアラブル機器 50-1 140 2021.1

今給黎 隆 6‒17　ゲーム機・ゲームソフト 50-1 144 2021.1

長谷川克也 6‒18　ドローン（無人航空機） 50-1 147 2021.1

グループ紹介

宮崎 剛
神奈川工科大学 情報学部 情報工学科 画像情報処理システム研究室
（宮崎研究室）

50-1 194 2021.1

谷口行信 東京理科大学 工学部 情報工学科 谷口研究室 50-2 308 2021.4

金田北洋 長瀬産業株式会社NVC (New Value Creation) 室 50-3 454 2021.7

辻 裕之 神奈川工科大学 情報学部 情報工学科 辻研究室 50-4 625 2021.10

スキャニング

谷本正幸 大学人が進めた自由視点テレビFTVのMPEG標準化 50-1 196 2021.1

長尾慈郎 イマーシブライブエクスペリエンス（ILE）の標準化について 50-2 311 2021.4

西山勇毅
川原圭博
瀬崎 薫

MOCHA：Bluetoothビーコンを用いた学内位置情報サービスの開発・運用－ウィズコロ
ナ・アフターコロナに向けた安心・安全・便利なキャンパスを目指して－

50-3 459 2021.7

新 麗 メタデータ関連の活動 50-4 628 2021.10

図書紹介

児玉 明 ビジュアルテキスト パターン認識 50-3 462 2021.7
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　IIEEJ Transactions on

 Image Electronics and Visual Computing (2021)

Papers

【Special Issue on CG & Image Processing Technologies, for Automation, Labor Saving and Empowerment PartⅡ】

Masanori SEKINO
Upon the Special Issue on CG & Image Processing Technologies,for Automation, Labor Saving
and Empowerment Part Ⅱ 9-1 1 2021.6

［Contributed Paper］

Sheng XIANG,
Shun'ichi KANEKO

Robust Defect Detection for Logotype Printed on Embossed Surfaces by Multiple Paired Pixel
Consistency

9-1 2 2021.6

［Short Paper］

Rahul KUMAR JAIN
Yutaro IWAMOTO
Taro WATASUE
Tomohiro NAKAGAWA
Takahiro SATO
Xiang RUAN
Yen-Wei CHEN

Weakly Supervised Logo Detection Using a Dual-Attention Dilated Residual Network
9-1 12 2021.6

【Regular Section】

［Contributed Paper］

Ryosuke UCHIKAWA
Hiroki ISHIZUKA
Sei IKEDA
Yoshihiro KURODA
Shunsuke YOSHIMOTO
Osamu OSHIRO

Interactive Control of Fire Color Based on Physicochemical Combustion
9-1 20 2021.6

【Special Issue on Journal Track Papers in IEVC2021】

Osamu UCHIDA Upon the Special Issue on Journal Track Papers in IEVC2021 9-2 40 2021.12

［Contributed Papers］

Yuki SAKAMURA
Hidehiko SHISHIDO
Itaru KITAHARA

Multi-View Stereo Based on Omnidirectional Epipolar Geometry
9-2 41 2021.12

Ryosuke KAWAZUMI
Yoshinori DOBASHI

Synthesizing High-Resolution Clouds Using 2D and 3D Simulations 9-2 50 2021.12

Luis PERALTA
Munetoshi IWAKIRI
Kiyoshi TANAKA

A Registration Method on Piece-wise Voting for Low Overlapping 3D Point Clouds 9-2 58 2021.12

Tomokazu ISHIKAWA
Background Music Search System to an Input VideoUsing Factor Analysis for Impression
Words

9-2 69 2021.12

【Regular Section】

［Contributed Paper］

Sanat Nagaraju
Fan Zhang
Seishi Takamura
David R. Bull

Optimising VVC Encoding Using Key Frame Selection 9-2 78 2021.12
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