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画像と画素と電子と 

髙村 誠之（副会長，日本電信電話株式会社／法政大学） 

Image, Pixel and Electron 

Seishi TAKAMURA（Vice President of IIEEJ, NTT/Hosei University） 
 

画像電子学会誌の随想ということで，画像と電子について考えを巡らしてみました．画像と言えばデジタル画像，デ

ジタル画像と言えば画素値を持った画素の集まり，画素値と言えばセンサーに飛び込む光子が光電変換により電子とな

り蓄積され，読み出し・増幅・AD 変換を経たものとして，通常 8～12bit 程度のデジタル出力値として得られます．画

素値はピタリと与えられるもので，誤差があったとしても±0.5 の範囲にあるかのように思われます．8bit 画素表現にお

ける信号(S)対雑音(N)比である SNR(=20log10(S/N) [dB])を計算してみますと，S の最大値は 255，雑音 N は±0.5 の一様分

布の標準偏差 1/√12=0.289より，58.9 [dB]となります．Sは取りうる最大値なのでこの値はいわゆる PSNR (Peak SNR)で

す．10bit画素値であれば 71.0 [dB]，12bit画素値であれば 83.0 [dB]となります． 

次いで被写体の位置の誤差（画素位置の誤差）について考えてみますと，各画素で一定の立体角内の光を集めている

ことから，ピントがしっかり合っているとすれば画素位置の誤差は±0.5 画素分と言えます．現在は億画素級のセンサー

がありますので，一辺を 1万画素とすると，SNR=90.8 [dB]となります． 

画像の相棒である音声についてはどうでしょうか．CD音源は 16bit, ハイレゾ音源は 24bitや 32bitで量子化されていま

す．デジタル音声値は符号付整数ですので 16bitであれば S=215となり SNR=101[dB]，32bitの場合は浮動小数点数（仮数

部が 24bit 符号なし整数）なので 155 [dB]となります．音声計測を考えると，ある計測用マイクロホンの最大音圧レベ

ル(S =140 [dB])と自己雑音レベル(N=18 [dB])より，SNR=122 [dB]となります． 

他のデジタル値，例えばある高精度レーザー距離計は，10m の長さに対して±1mm の測定誤差を含むそうですので，

乱暴ですが一様分布を仮定（以後も同様）すると SNR=84.8 [dB]となります．また，ある高精度電子天秤は最小表示

0.001gに対して秤量（最大読み取り値）620gとあり，SNR=127 [dB]となります．時計の場合，最高精度の水晶時計は年

差±1 秒だそうですので SNR=155 [dB]，原子時計は 10 万年に±1 秒の誤差ですので実に SNR=255 [dB]となります．比較

のため，じっくり時間をかけて丹念に測定されている物理定数はどうでしょうか．最も精度が悪いと言われる万有引力

定数は 98 [dB]，真空の透磁率は 201 [dB]です． 

ここまでの信号値表現や計測における SNRをまとめると以下のようになります．どうも画素値は分が悪そうです． 

モーダル 画素値 画素位置 音声値 音声計測 長さ計測 重さ計測 時間計測 物理定数 

SNR [dB] 約 60~80 約 90 約 100～150 約 120 約 80 約 130 約 150-250 約 100～200 

音声計測が約 120 [dB]であったわけですが，画素値「計測」についてはどうでしょうか．光の明るさはランダムに飛

来する光子に由来するため，得られた画素値には必ず，少なからぬ量のノイズ（ショットノイズ）が含まれており，

その値は±0.5 の範囲に収まらず広がっているという不都合な事実があります．またそのショットノイズの大きさは，輝

度が暗いほど小さく，明るいほど大きくなる輝度依存性があります．これは距離や重さ，時間の計測と根本的に異なる

性質です．静止物体を固定照明下で固定カメラによりビデオ撮影した際，各位置の画素値をよく観察すると，必ず（し

かも想像以上に大きく）フレーム毎に変動していますが，これは前述の理由によるものであり，時間をかけて多数回撮

影・平均する等をしない限り避けられないものです．宇宙探査に使われた某低ノイズ指向カメラは，実計測からの外挿

によると 10bitの最高画素値 1023におけるノイズの標準偏差が 5.44となります．±0.5の一様分布の標準偏差（0.289）の

19 倍もの大きさですし，±0.5 の範囲に真値がある確率はわずか 7.3%しかなく，残り 92.6%はその外に存在しているこ

とになります．SNR を求めると 45.5 [dB]とかなり低い値になります．暗い部分，例えば画素値 1 の場合は SNR=15.4 

[dB]という目も当てられない低さとなります．画像処理は非常に不確実なものを相手にした作業であると言えましょう． 

画像・電子から始まり画素値計測の不確かさに思いを馳せてきました．百聞は一見に如かずと言われるように画像は

多くの情報を含みますが，同時にゆらぎを必ず含む厄介な一面があります．だからこそ，真摯に画像と電子に取り組む

ことが必要であり，本学会の存在が大切であると思います．最後になりましたが，50 周年記念の年である本年度より

本学会の副会長を仰せつかりました．これまでは本学会にお世話になるばかりで何も貢献をしてこなかった身で甚だ恐

縮ですが，これをきっかけに，画像・電子の本質，学会の本分に立ち返り，できるところから本学会の発展に務めさせ

ていただきたいと考えております．どうぞよろしくお願い申し上げます． 
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光線再生によるフルパララックス 3 次元映像表示技術 

渡 邉 隼 人† 岡 市 直 人† 加 納 正 規† 佐 々 木 久 幸† 洗 井 淳† 

†NHK 放送技術研究所 

Light Field Reproduction Based Display Technology  
for Three-Dimensional Images with Full-Parallax 

Hayato WATANABE†, Naoto OKAICHI†, Masanori KANO†, Hisayuki SASAKI†, Jun ARAI† 

†Science & Technology Research Laboratories, NHK (Japan Broadcasting Corporation) 

〈あらまし〉 光線再生型 3 次元ディスプレイは，物体からの光線情報を忠実に再現することで，滑らかな運動視差

がある自然な 3 次元映像を特殊なメガネを用いることなく表示できる．この特長から光線再生に基づく様々な表示方

式が活発に研究開発されている．視差方向に注目したとき，光線再生型 3 次元ディスプレイは水平視差型とフルパラ

ラックス型の二種類に大別できる．一般的にフルパララックス型は水平視差型に比べて画素密度などの表示特性が低

いが，顔を傾けたときでも 3 次元映像を視聴できるため，より幅広い分野へ応用できる可能性がある．本稿では，水

平視差型についても解説しながら，インテグラル 3D ディスプレイ，アクティナビジョン，レイヤ型ディスプレイな

どのフルパララックス型の光線再生型 3 次元ディスプレイについて主に論評する．また，光線再生型 3 次元ディスプ

レイとは異なる原理に基づいてフルパララックスな 3 次元映像を表示する体積型ディスプレイについても概説する． 

キーワード：インテグラル 3D ディスプレイ，アクティナビジョン，レイヤ型ディスプレイ，体積型ディスプレイ，

フルパララックス 

<Summary> Light field displays can display naturally viewable three-dimensional (3D) images with smooth motion parallax 

without the use of special glasses by faithfully reproducing light ray information from objects. Because of this advantage, various 

display methods based on light field reproduction have been actively researched and developed. When focusing on the parallax 

direction, light field displays can be classified into two types: horizontal and full parallax. Although the full-parallax type has lower 

display characteristics, such as pixel density, than the horizontal parallax type, it has the potential to be used in a broader range of 

fields because 3D images can be viewed even when the viewer’s face is tilted. In this paper, we primarily review full parallax type 

light field display methods such as integral 3D display, Aktina Vision, and layered 3D display, while also describing the horizontal 

parallax type display methods. In addition, we briefly review volumetric displays which can display full-parallax 3D images based 

on a different principle from light field displays. 

Keywords: integral 3D display, Aktina Vision, layered 3D display, volumetric display, full parallax 

 

1. はじめに 

3 次元ディスプレイはテレビ，医療，教育，自動車，デジタ

ルサイネージ，ゲームなど幅広い分野への応用が可能である

ため，様々な表示方式が活発に研究開発されている．近年で

は，偏光フィルタ方式，分光フィルタ方式，アクティブシャ

ッタ方式などの 3D メガネを用いた二眼式の 3 次元ディスプ

レイが実用化されている．二眼式は表示デバイスの映像情報

を 2 視点のみに振り分けるため，高画素密度な 3 次元映像を

表示できる特長がある．しかしながら，3D メガネの装着によ

り不快感が生じるほか，目の輻輳と調節の不一致により眼精

疲労 1)が生じる課題がある．また，運動視差が提示されないた

め，視点位置に応じた 3 次元映像を視聴できない． 

これらの二眼式の課題を解決できる可能性がある 3 次元映

像表示方式として，電子ホログラフィ，光線再生型 3 次元デ

ィスプレイ，体積型ディスプレイが研究開発されている．電

子ホログラフィは光の波面を再生する技術であり，その基本

原理は 1948 年に 初に提案された 2)．光強度，波長，位相な

どの光の全ての情報を再現することで，奥行き方向を含めた

3 次元空間中に物体の光学像を形成する．輻輳，調節，両眼視

差，運動視差などの立体視の全ての生理的要因を原理的には

満たすため，究極の 3 次元映像表示方式とも呼ばれる 3),4)．し

               　　-- 創立50周年記念特集 --
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かしながら，電子ホログラフィでは一般的に広い視域角を得

るために画素サイズが光の波長程度の超高精細な表示デバイ

スを必要とする．既存の表示デバイスの画素サイズは数m 程

度であり，高画素密度化や多画素化が課題となっている．ま

た，扱う映像情報量が膨大であるため，効率的な映像生成方

法や伝送方法の開発も求められている 3)．これらの課題を解

決して幅広い分野での実用化を実現するには，まだ研究開発

に長い時間が必要であると考えられている． 

光線再生型 3 次元ディスプレイは，光強度，波長，出射位

置，進行方向などの光線情報を再現する技術であり，ライト

フィールドディスプレイとも呼ばれる．電子ホログラフィに

比べて一般的に深い奥行き位置における 3 次元映像の空間周

波数特性は低いが，画素サイズが光の波長程度の表示デバイ

スは不要である．また，電子ホログラフィと同様に立体視の

全ての生理的要因を満たす可能性がある 5)．これらの理由か

ら，電子ホログラフィよりも早期に幅広い分野で実用化され

ることが期待されている．光線再生型 3 次元ディスプレイの

起源は，1908 年に提案された立体写真技術であるインテグラ

ルフォトグラフィである 6)．1990 年代に光線を多変数関数と

して定義する Plenoptic Function7)や光線空間法 8)，イメージベ

ースドレンダリング技術である Light Field Rendering9)や

Lumigraph10)などの概念が相次いで提案され，コンピュータ技

術の進展と並行して，光線再生に基づく 3 次元映像の撮影・

表示技術の研究開発が活発化していった．光線再生型 3 次元

ディスプレイは，電子ホログラフィのように画素サイズが光

の波長程度の表示デバイスは必要ないものの，表示特性が高

い 3 次元映像を表示するには非常に多くの映像情報量が必要

である．3 次元映像の表示特性を向上させるために，光線再生

に基づく多様な表示方式が研究開発されている． 

視差方向に注目したとき，光線再生型 3 次元ディスプレイ

は水平視差型とフルパララックス型の二種類に大別できる．

水平視差型の特長は，同じ表示デバイスを使用したときにフ

ルパララックス型よりも画素密度などの表示特性が高い 3 次

元映像を表示できることである．課題は，顔を傾けたときに

3 次元映像を視聴できないことである．また，3 次元映像を所

定の視距離から離れた位置で観察したときに 3 次元映像に幾

何学的な歪みが生じる場合がある．歪みがない 3 次元映像を

観察者に提示するには，視距離の検出と視距離に応じた映像

の生成をリアルタイムに実施する必要がある．一方で，フル

パララックス型では，顔を傾けたときも含めて，観察者がど

のような態勢でも 3 次元映像を視聴できる．この特長から，

フルパララックス型は水平視差型に比べて将来的により幅広

い分野へ応用できる可能性がある． 

体積型ディスプレイは，空間中に光点を形成することで 3

次元映像を表示する技術である．光点は 3 次元映像の表示位

置と同一の位置に形成されるため，立体視の生理的要因を原

理的には満たす 11)．3 次元映像の表示特性は表示方式により

様々だが，一般的に電子ホログラフィや光線再生型 3 次元デ

ィスプレイに比べて 3 次元映像の視域が広いという特長があ

る 12)．一方で，表示装置の規模が大きいほか，陰面消去が難

しい課題がある．3 次元映像の視域が広いことから，複数人視

聴を想定した用途での実用化が期待されている． 

本稿では，インテグラル 3D ディスプレイ，アクティナビジ

ョン，レイヤ型ディスプレイなどのフルパララックス型の光

線再生型 3 次元ディスプレイについて主に論評する．また，

体積型ディスプレイについても概説する． 

2. インテグラル 3D ディスプレイ 

インテグラル 3D ディスプレイは，インテグラルフォトグ

ラフィ 6)に基づく光線再生型 3 次元ディスプレイである．イ

ンテグラル 3D ディスプレイの基本構成を図 1 に示す．物体

を撮影するときには，図 1(a)に示すようにレンズアレイをイ

メージセンサの正面に配置する．レンズアレイは，二次元ア

レイ状に配列された多数の微小な要素レンズから構成された

光学素子である．レンズアレイを通して物体を撮影すること

で，要素レンズと同じ数の小さな画像が撮影される．これら

の画像は要素画像群と呼ばれる．表示のときには，図 1(b)に

示すように表示デバイスに要素画像群を表示し，その前面に

レンズアレイを配置する．この構成により，撮影のときとは

反対方向に進行する光線が水平・垂直方向に再生される．こ

れらの光線が空間中に光学像を形成する．結果として，観察

者はフルパララックスな 3 次元映像を視聴できる． 

インテグラル 3D ディスプレイに類似した表示方式として，

レンチキュラレンズを用いた光線再生型 3 次元ディスプレイ

がある．レンチキュラレンズは水平方向のみに周期構造を有

するため，3 次元映像の視差は水平方向のみに提示される．そ

のため，顔を傾けたときに 3 次元映像を視聴できないという

課題がある．しかしながら，インテグラル 3D ディスプレイに

比べて画素密度などの表示特性が高い 3 次元映像を表示でき

る特長がある． 

インテグラル 3D ディスプレイの表示特性の主な指標には

大画素数，奥行き再現性，視域角がある．3 次元映像の 大

画素数は，一般的にレンズアレイを構成する要素レンズの個

数と同一である．次に，奥行き再現性について説明するため

に，インテグラル 3D ディスプレイの 大空間周波数特性を

 

 

図 1 インテグラル 3D ディスプレイの基本構成：(a) 撮影，(b) 表示 

Fig.1  Basic principle of integral 3D : (a) Capturingm, (b) Displaying 
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図 2 に示す 13)．グラフの横軸はレンズアレイ面に対する 3 次

元映像の奥行き距離，縦軸は所定の視距離から観察したとき

の 3 次元映像の 大空間周波数𝛽 を示している． 大空間

周波数の上限値は，ナイキスト周波数𝛽 によって決まる．

ナイキスト周波数は次の式により表される．  

ただし，𝐿はレンズアレイ面を基準としたときの視距離であり，

𝑝はレンズアレイのレンズピッチである．グラフが示すように，

3 次元映像を奥行きが浅い位置に表示したときには， 大空

間周波数はナイキスト周波数により制約される．奥行きが深

くなるほど 大空間周波数は低下する． 後に，視域角につ

いて説明する．視域角𝜃は要素画像群とレンズアレイの位置関

係によって決まり，次の式で表される． 

ただし，表示デバイスとレンズアレイの距離はレンズアレイ

の焦点距離𝑓とし，要素画像群と要素レンズは同一形状とした． 

大画素数，奥行き再現性，視域角などの 3 次元映像の表

示特性はそれぞれトレードオフの関係がある．そのため，表

示特性を総合的に向上させるには非常に多くの映像情報量が

必要になる．このような背景から，高精細な表示デバイスを

用いたインテグラル 3D ディスプレイが開発されてきた．た

とえば，2010 年には 1 台のフル 8K プロジェクタを用いて約

10 万画素の 3次元映像を表示できる表示装置が開発されてい

る 14)．しかしながら，8K 解像度を超える表示デバイスはほと

んど存在しないため，1 台の表示デバイスを用いた構成では 3

次元映像の表示特性に限界がある．そこで，複数台の表示デ

バイスを用いた方法が提案されている 15)~18)．たとえば，複数

台の直視型表示デバイスをタイリングするとともに，専用の

画面合成光学系を用いる方法では，3 次元映像の 大画素数

の向上と画面サイズの拡大を実現できる 16)．複数台のプロジ

ェクタを用いた方法では，各プロジェクタで表示した 3 次元

映像の視域角を重複させることで，3 次元映像の画素密度と

視域角の両方を向上できる 18)． 

3 次元映像の表示特性を向上させるために，時分割多重技

術を用いた方法も提案されている 19),20)．たとえば，レンズア

レイに透過型液晶パネルを密接配置して，要素レンズのアパ

ーチャ位置を時分割で制御する方法では，3 次元映像の画素

密度を向上できる 20)．また，個人視聴を前提として視点追従

技術を用いた方法も提案されている 21),22)．この方法では，長

い焦点距離のレンズアレイを用いることで，3 次元映像の視

域角を狭くする代わりに奥行き再現性を向上させる．そのう

えで，カメラにより観察者の瞳の位置を検出し，観察者の方

向に視域が形成されるように要素画像群をリアルタイムに生

成する．これにより，奥行き再現性の向上と視域角の拡大を

同時に実現できる．  

色モアレは，直視型表示デバイスを用いたインテグラル 3D

ディスプレイの主要な課題の一つであり，レンズアレイと直

視型表示デバイスの画素の周期構造の干渉により生じる．色

モアレを低減させるために，3 台のインテグラル 3D ディスプ

レイの表示映像を光学合成する方法が提案されている 23)．こ

の方法では，各インテグラル 3D ディスプレイの設置位置と

色モアレの位相を高精度に調整することで，色モアレを打ち

消すとともに 3 次元映像の画素密度を向上させる． 

上述したように，3 次元映像の表示特性を向上させるため

の多様な技術が研究開発されている．インテグラル 3D ディ

スプレイの基本構成は，表示デバイスの前面にレンズアレイ

を配置するのみとシンプルである．薄型かつ小型な表示装置

の開発が可能であるため，携帯型 3 次元ディスプレイへの応

用が有望である． 

3. アクティナビジョン 

アクティナビジョンは当所で開発した光線再生型 3 次元映

像表示方式であり，その原理は多視点映像投射方式に基づい

ている 24),25)．アクティナビジョンについて説明する前に，多

視点映像投射方式について述べる．多視点映像投射方式では，

一般的に複数台のプロジェクタを水平方向に配置し，投射角

度に応じた視点映像を拡散スクリーンに対して重畳投射する．

拡散スクリーンは，拡散角が水平方向に狭く垂直方向に広い

異方性の拡散特性を有しており，離散的な角度間隔で入射す

る光線を僅かに広げて，連続的な輝度分布の光線を再生する

ために使用する．これにより，視聴位置を水平方向に移動し

たときには表示映像が連続的に変化して運動視差が生じると

ともに，垂直方向に移動したときには画面が暗くなることな

く同じ 3 次元映像を視聴できる．表示装置の構成としては，

背面投射型 26)~28)に加えて，再帰性反射材を用いた正面投射型

29)，円柱状 30)や凹錐状 31)の拡散スクリーンを用いた 360 度デ

ィスプレイなどが提案されている．拡散スクリーンの近傍に

コンデンサレンズを配置する方法では，光線を所定の視距離

に集光する 28)．観察者がこの視距離から 3 次元映像を視聴し

たとき，3 次元映像の 大画素数は多視点映像を構成する視

点映像の画素数と同一になる 32)．多視点映像投射方式では，

 
𝛽

𝐿
2𝑝

 (1) 

 
𝜃 2tan

𝑝
2𝑓
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図 2 3 次元映像の 大空間周波数特性 

Fig.2  Maximum spatial frequency characteristics of 3D image 
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高精細な表示デバイスを用いるとともに表示デバイスの台数

を増加させることで，映像情報量を増大できる．そのため，

表示特性が高い 3 次元映像を容易に表示できる． 

上述したように，従来の多視点映像投射方式は水平方向の

みに視差を提示する．そのため，他の水平視差型の 3 次元映

像表示方式と同様に，顔を傾けたときには 3 次元映像を視聴

できない．この課題を解決するために，我々はアクティナビ

ジョンと名付けたフルパララックス型の表示方式を開発した．

基本構成を図 3 に示す．表示装置は複数台のプロジェクタ，

コリメータレンズ，結像レンズ，コンデンサレンズ，3D スク

リーンで構成される．各プロジェクタは，複数枚の視点映像

が水平・垂直方向に並列配置された多視点映像を投射する．

各視点映像の光線は対応する結像レンズに入射する．光線は

1 枚目のコンデンサレンズにより屈折し，全ての視点映像が

異なる角度から 3D スクリーン上に重畳投射される．3D スク

リーンにより光線は僅かに拡散され，3D スクリーンから出射

された高密度な光線が物体の光学像を空間中に形成する．結

果として，図 4 に示すように観察者はフルパララックスな 3

次元映像を視聴できる．2 枚目のコンデンサレンズは視域を

制御するために使用する．各視点映像の光線は所定の 適視

距離に集光されており，この 適視距離で 3 次元映像を視聴

したとき，3 次元映像の画素数は視点映像の画素数と同一に

なる． 適視距離から離れた位置でもフルパララックスな 3

次元映像を視聴できる． 

3D スクリーンは，狭い拡散角とトップハット形状の拡散特

性を有する特殊な等方性の拡散スクリーンである．その原理

を図 5 に示す．図 5(a)は 3D スクリーンの構造と機能を示し

ている．3D スクリーンはマイクロレンズアレイで構成されて

おり，光線を屈折現象により拡散させるため，トップハット

形状に近い拡散特性を得られる．従来の多視点映像投射方式

においては，主にホログラフィックスクリーンが異方性の拡

散スクリーンとして使用される．従来の拡散スクリーンは一

般的にガウシアン分布の拡散特性を有するため，図 5(b)に示

すように隣接する光線間で比較的大きなクロストークが生じ，

深い奥行き位置における 3 次元映像の空間周波数特性が低下

する．一方で，3D スクリーンはトップハット形状の拡散特性

を有するため，図 5(c)に示すように光線間のクロストークを

低減させて，深い奥行き位置における 3 次元映像の空間周波

数特性を高くできる．3D スクリーンの表面には UV 硬化性樹

脂が充填されており，レンズ部と充填部の屈折率差を制御す

ることで，3D スクリーンの拡散角を調整できる．  

我々は，アクティナビジョンに基づき 大画素数が約 33 万

画素の表示装置を開発した 24)．アクティナビジョンで表示さ

れる 3 次元映像の 大空間周波数特性は，インテグラル 3D デ

ィスプレイと同様に，3 次元映像の奥行き位置が浅いほど高

く，深いほど低くなる．浅い奥行き位置における 大空間周

波数は，多視点映像の画素密度を増大させることで向上でき

る．深い奥行き位置における 大空間周波数は，多視点映像

の投射角密度を増大させることで向上できる．これらの特性

を踏まえて，3 次元映像の 大空間周波数を全ての奥行き位

置において向上させるために，二種類の時分割多重技術を用

いた表示装置も開発した 25)．この表示装置では，光線を時分

割で空間的にシフトして 4 多重することで，ハイビジョン解

像度相当のフルパララックスな 3 次元映像を表示できる．ア

クティナビジョンを含む多視点映像投射方式の 3 次元ディス

プレイには，高画素密度な 3 次元映像を表示できる特長があ

る．しかしながら，表示装置の全体サイズが大きい課題があ

る．そのため，携帯型 3 次元ディスプレイよりも大画面の据

置型 3 次元ディスプレイとして有望である． 

 

図 3 アクティナビジョンの基本構成 

Fig.3  Basic configuration of Aktina Vision 

 
 

 
図 4 異なる視点からの観察映像 

Fig.4  Observation images from different viewpoints 

 
 

 

図 5 3D スクリーンの原理：(a) 3D スクリーンの機能，(b) 一般的な拡散 

 スクリーンおよび (c) 3D スクリーンの拡散特性とクロストーク 

Fig.5  Principle of 3D screen : (a) Function of 3D screen, (b) Diffusion  

characteristics and crosstalk of general diffusion screen and (c) 3D screen 
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4. レイヤ型ディスプレイ 

レイヤ型ディスプレイは，インテグラル 3D ディスプレイ

やアクティナビジョンとは異なる原理に基づく光線再生型 3

次元ディスプレイである．この方法では，複数の奥行き面に

特殊なパターン映像を表示する．視聴位置に応じてパターン

映像の画素の重なり方が異なることを利用して，光線再生に

基づく 3 次元映像を表示する．レイヤ型ディスプレイは，マ

サチューセッツ工科大学の研究グループによる研究報告

33)~37)をきっかけとして，2010 年頃から研究開発が活発になっ

た比較的新しい表示方式である． 

レイヤ型ディスプレイの基本構成を図 6 に示す．表示装置

は面直方向に積層配置された複数枚の透過型液晶パネルとバ

ックライトで構成される．各液晶パネルには所定のパターン

映像を表示する．ここで，バックライトの表面上の位置𝑥から

角度𝜃の方向に出射され，3 台の液晶パネルを通過する光線に

ついて考える．この光線の輝度値を𝐿 𝑥, 𝜃 ，光線が通過する

液晶パネルの画素の透過率を𝑝 ,𝑝 , 𝑝 と表現する．このとき，

𝐿 𝑥, 𝜃 はバックライトから出射された光線の輝度値と透過率

𝑝 , 𝑝 , 𝑝 の積で表される．同様にして，視域内の全ての光線を

液晶パネルの各画素の透過率で表現し，これらの光線と再生

したい所望の 3 次元映像の光線との輝度値の誤差が 小化さ

れるように各画素の透過率を決定する．レイヤ型ディスプレ

イの特長は，高画素密度な 3 次元映像を表示できることであ

る．たとえば，表示装置を 2 台の液晶パネルとバックライト

で構成し，3 次元映像をいずれかの液晶パネルと同じ奥行き

位置に表示したとき，3 次元映像の 大空間周波数は液晶パ

ネルの 大空間周波数と同一になる 35)．他の光線再生型 3 次

元ディスプレイと同様に，3 次元映像の 大空間周波数は奥

行き位置が深くなるほど低下する． 

パターン映像を光学合成する構成のレイヤ型ディスプレイ

も研究開発されている．たとえば，2 枚のホログラフィック光

学素子と 2 台のプロジェクタを用いた方法が提案されている

38)．この方法では，ホログラフィック光学素子の機能により，

2 台のプロジェクタが投射したパターン映像を異なる奥行き

面に結像させる．正面から観察したときに，これらのパター

ン映像が光学合成された映像を視聴できる．この構成におい

て，視域内の全ての光線の輝度値をパターン映像の輝度値の

和で表現し，これらの光線と再生したい所望の 3 次元映像の

光線との輝度値の誤差が 小化されるようにパターン映像の

画素値を決定する．以降，再生光線の輝度値を図 6 の構成の

ように画素の透過率の積で表現する方法を乗算型，本方法の

ように画素の輝度値の和で表現する方法を加算型と表現する．

乗算型は再生光線の輝度を透過型液晶パネルで減衰させるた

め，明るいバックライトを用いないと表示映像が暗くなる課

題がある．一方で，加算型は特殊な光学素子や時分割多重技

術が必要であり，装置構成が複雑になる課題がある．乗算型

と加算型に共通の課題は，他の光線再生型 3 次元映像表示方

式に比べて，3 次元映像の視域角が限定されることである． 

レイヤ型ディスプレイでは，パターン映像の枚数を増加さ

せることで，再生光線の輝度値の精度を向上できる．たとえ

ば，1 台の液晶ディスプレイと 2 枚の幾何学的位相レンズを

用いた方法が提案されている 39)．この方法では，液晶ディス

プレイの虚像の形成位置を制御するとともに，対応するパタ

ーン映像を液晶ディスプレイに同期表示することで，時分割

多重によりパターン映像の枚数を増加させる．パターン映像

の枚数を増加させるために，反射型偏光板 40)やハーフミラー

41)などの光学素子を用いた方法も研究されている． 

パターン映像の生成方法としては，非負値テンソル分解 35)

や非負 小二乗法 38)を用いた解析的な方法と畳み込みニュー

ラルネットワークを用いた方法の二種類が提案されている 42)．

解析的な方法の方がより誤差が少ないパターン映像を生成で

きる．一方で，畳み込みニューラルネットワークを用いた方

法の方がより高速に映像を生成できる．乗算型と加算型を比

較した場合，乗算型の方がより誤差が少ない光線を再生でき

ることが理論的な解析結果から報告されている 42)． 

インテグラル 3D ディスプレイとアクティナビジョンが表

示デバイスの一画素を一光線として再生するのに対して，レ

イヤ型ディスプレイは画素を重畳することで光線を再生する．

このように，レイヤ型ディスプレイは他の光線再生型 3 次元

ディスプレイとは異なる原理で 3 次元映像を表示する．レイ

ヤ型ディスプレイは装置構成が比較的シンプルであるため，

高画素密度な 3 次元映像を表示する方式として有望であり，

さらなる研究開発が期待される． 

5. 体積型ディスプレイ 

体積型ディスプレイは，光線再生型 3 次元ディスプレイと

は異なる原理に基づいた 3 次元映像表示方式であり，3 次元

映像の表示位置に光点を形成することで，フルパララックス

な 3 次元映像を表示する．空間の走査方法に注目したとき，

体積型ディスプレイは空間を面で走査する方式と点で走査す

る方式の二種類に大別できる． 

面で走査する方式では，2 次元映像を集積することで 3 次

元映像を表示する．たとえば，高速回転するスクリーンを用

いた方法が提案されている 43),44)．この方法では，スクリーン

 

 
図 6 レイヤ型ディスプレイの基本構成 

Fig.6  Basic configuration of layered 3D display 
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に対して，回転角度に応じた映像を DLP プロジェクタなどの

高フレームレートな表示デバイスで投射する．観察者は残像

効果により 3 次元映像を知覚できる．この方法には，視域角

が 360 度の 3 次元映像を表示できる特長がある．一方で，ス

クリーンを回転させる機構が必要であるため，表示装置の規

模が大きくなる課題がある． 

2 次元映像を積層する方法も提案されている．たとえば，複

数台の高分子分散型液晶パネルを奥行き方向に積層配置する

方法では，1 台の液晶パネルのみを拡散状態，他の液晶パネル

を透過状態にしたうえで，拡散状態になった液晶パネルに対

して，プロジェクタから映像を投射する 45)．同様にして，拡

散状態にする液晶パネルを時分割で切り替えて，液晶パネル

の奥行き位置に応じた映像をプロジェクタから同期して投射

する．この方法には駆動系が不要である特長がある．可変焦

点レンズを用いた方法では，表示デバイスの表示映像を時分

割で異なる奥行き位置に結像させるとともに，奥行き位置に

対応した映像を表示デバイスに同期して表示する 46),47)．レン

ズを通して 3 次元映像を視聴するため視域は限定されるが，

スクリーンが不要であり装置の規模は比較的小さくなる．水

滴をスクリーンとして用いた方法では，水滴を水平面上に並

べた状態で落下させる 48)．表示装置の底部に配置したプロジ

ェクタから水滴に対して，水滴の落下位置に応じた映像を投

射する．これにより，2 次元映像を時分割で垂直方向に積層す

る． 

空間を点で走査する方式では，一般的にはベクタースキャ

ンにより比較的単純な形状の 3 次元映像を表示する．たとえ

ば，赤外線パルスレーザーの出射光を空間中の所定の位置に

集光させることで，プラズマ発光体を形成する方法が提案さ

れている 49),50)．プラズマ発光体の形成位置を駆動系により変

化させることで，残像効果により観察者に 3 次元映像を知覚

させる．計算機ホログラムを応用して，複数個のプラズマ発

光体を同時に形成する方法も検証されている 50)．複雑な形状

の表示は難しいが，スクリーンが不要であり，垂直方向を含

めた全方向から 3 次元映像を視聴できるため，デジタルサイ

ネージやエンタテイメントへの応用が考えられる． 

発光体を形成する代わりに，微粒子を所定の位置に捕捉し

て，微粒子に対して可視光線を照射することで，光点を形成

する方法も研究されている 51),52)．たとえば，レーザーを用い

る方法では，ラジオメーター効果などの熱力学に基づいて微

粒子を捕捉する 51)．微粒子の捕捉位置を駆動系により変化さ

せることで，3 次元映像を表示できる．前述したプラズマ発光

体を形成する方法では 3 次元映像が単色であるのに対して，

これらの方法にはフルカラーの 3 次元映像を表示できる特長

がある． 

特殊な溶液中を走査する方式も開発されている．たとえば，

高粘性の溶液を用いる方法では，パルスレーザーを用いて溶

液中に泡を生じさせる 53)．計算機ホログラムを応用すること

で，複数の泡を同時に形成できる．泡の発生位置に対して可

視光線を照射することで，3 次元映像を表示できる．有機蛍光

材料を含む溶液を用いた方法では，溶液に対して紫外レーザ

ーと可視光レーザーをそれぞれ光源とした2台のDLPプロジ

ェクタで映像を投射する 54)．有機蛍光材料の性質により各映

像の交差領域が発光するため，3 次元映像を表示できる．これ

らの方法は，3 次元映像を高フレームレートで表示すること

は難しいが，視域が広い 3 次元映像を表示できる特長がある． 

上述したように，多様な表示方式が研究開発されている．

一般的に体積型ディスプレイは表示装置の規模が大きいが，

3 次元映像の視域が広い特長がある．そのため，多人数が同時

に視聴する用途の 3 次元ディスプレイとして有望である． 

6. まとめ 

光線再生に基づいてフルパララックスな 3 次元映像を表示

する方式であるインテグラル 3D ディスプレイ，アクティナ

ビジョン，レイヤ型ディスプレイについて，基本原理を解説

するとともに特長や課題を述べた．また，光線再生型 3 次元

ディスプレイとは異なる原理でフルパララックスな 3 次元映

像を表示する体積型ディスプレイについて概説した．これら

の 3 次元映像表示方式は，二眼式に比べて，運動視差を提示

できることや，立体視に伴う眼精疲労を解消できる可能性が

あることなど，多くの特長がある．将来的に，表示デバイス

や光学素子の技術的進展に伴い， 表示性能がさらに向上し，

幅広い分野で実用化されることが期待される． 

なお，本稿は，Optical Review 誌に掲載された下記論文を基

に加筆・修正したうえで，体積型ディスプレイに関する内容

を追記したものである． 

Adapted/Translated by permission from Springer Nature: Springer, 

Optical Review, Vol. 29, No. 4, pp. 366–374, “Full-Parallax Three-

Dimensional Display Based on Light Field Reproduction,”by H. 

Watanabe, T. Omura, N. Okaichi, M. Kano, H. Sasaki, and J. Arai, 

Copyright (2022). 
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 今年度の VC 特集号への投稿件数は 9 件でした．昨年度と同数ですが，今年は昨年あったような Visual Computing から
の推薦がありませんでしたので，その分例年よりも少ない投稿数といえます． 

 今年度の投稿 9 件のうち，厳正な審査の結果，この中から 1 件を⼀般論⽂，2 件をショート論⽂，1 件を資料論⽂として
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機構を取り⼊れた時空間グラフ畳み込みネットワークによる，歩⾏からの感情認識に関する研究です．近年，深層学習を
CG の問題に応⽤する研究が盛んに⾏われており，この論⽂もその流れに沿ったものとなっております．ショート論⽂の 2

本は，いずれも物理シミュレーションを利⽤した CG 効果に関する研究であり，それぞれ，航空⼒学に基づくパラシュー
トを⽤いた昼花⽕のシミュレーション，イラストに対する液体調動画エフェクトの適⽤に関する研究となっております．
資料論⽂は，ボリューム処理に基づく個別型トルソーの開発と密着⾐料デザインへの応⽤であり，これは，本学会英⽂論
⽂誌 Vol.10, No.1 に掲載された論⽂「3D Distance Field-Based Apparel Modeling」に関連するものとなっています．⼀⽅，今
回残念ながら返戻と判定されました論⽂についても，優れた要素が少なからず含まれており，査読コメントを参考に研究
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⽂賞の選定対象となります．なかでも⻄⽥賞は，画像電⼦学会誌に掲載される論⽂のうち，ビジュアルコンピューティン
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Dual Attention機構を取り入れた時空間グラフ畳み込みネットワークによる
歩行からの感情認識

劉 家 慶† 木 下 将 児† 柴 樹 榕†

健 山 智 子†† 岩 本 祐太郎††† 陳 延 偉†（正会員）

†立命館大学大学院情報理工学部 , ††藤田医科大学医療科学部 , †††大阪電気通信大学情報通信工学部

A Dual Attention Spatial-Temporal Graph Convolutional Network

for Emotion Recognition from Gait

Jiaqing LIU†, Shoji KISITA†, Shurong CHAI†,

Tomoko TATEYAMA††, Yutaro IWAMOTO†††, Yen-Wei CHEN†(Member)

†Colloge of Information Science and Engineering，Ritsumeikan University ,

†† School of Medical Sciences, Fujita Health University ,

†††Faculty of information and communication engineering, Osaka Electro-Communication University

〈あらまし〉 歩行は人間の基本動作の１つであり, 個人の特徴や感情を表現する動作としても捉えられる．近年, 歩
行から人間の感情を認識する研究は盛んになっている．特に，骨格データを用いた時空間グラフ畳み込みネットワー
ク（Spatial-Temporal Graph Convolutional Network: ST-GCN）による感情認識において，歩行ごとに関節間
の関係性を考慮することにより, 高い認識精度が報告されている. 一方で，人間の感情によって注目すべき歩行動作が
異なるため，各関節点の重要度が異なる．そのため，本研究ではベースラインモデルである ST-GCNにグラフノー
ド（関節点）方向とチャンネル方向にそれぞれ Attention機構を導入した，Dual Attention時空間グラフ畳み込み
ネットワーク (ST-GCN DA)を新たに提案し，感情ごとに重要な関節点と特徴に自動的に注目させ，重要な関節点
または特徴に大きな重みをかけ合わせることによって認識精度の向上を目指す．提案手法は，感情-歩行データセッ
ト（Emotion-gaits）を用いてその有効性を検証し，既存法より高精度であることを確認した. また，ノード方向の
Attentionの重みにより，各関節点がどの程度各感情ラベルに寄与しているかを確認した．感情ラベルが幸せの場合，
歩行は全体的に軽快な動きであり，特に下半身の動きが重要視されていることが確認された．感情ラベルが怒りの場
合は歩幅が短く，全身が激しい動き，悲しい場合は前のめりの弱々しさなど，歩行に対するイメージや歩き方が顕著
に反映されていることを提示した.

キーワード：グラフ畳み込みネットワーク, Node Attention, Channel Attention, 感情認識, 歩行認識

<Summary> Human walking patterns contain a wide range of non-verbal information including their

identity and emotions. Recent work utilizing Spatial-Temporal Graph Convolutional Network (ST-GCN),

which considers the inherent spatial connections between skeletal joints, has shown promising performance for

skeleton-based emotion perception from gaits. However, the significance of the nodes may change depending

on the emotions, which is not included in the current studies. Efficiently considering the significance of nodes

for different emotions is a major issue in this task. To address this problem, a novel dual-attention module is

proposed to assist ST-GCN in perceiving the correlation between nodes in this paper. Experimental results

on Emotion-gait dataset demonstrate that our method outperforms the current state-of-the-art methods.

We also visualize the attention-based weights of the nodes to better understand the importance of a node

in emotion perception. We observe that the entire gait is light when people are happy. When being angry,

the whole body moves violently with short strides. While sadness makes it difficult to move forward.

Keywords: graph convolutional network, node attention, channel attention, emotion recognition, gait recog-

nition

               　　-- ビジュアルコンピューティング特集 --
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1. は じ め に
画像や動画などのメディアシステムを用いた感情認識は，

人間の心理を観察するためのメカニズムとして，心理学の視
点をベースに医学や教育，そして防犯など，その利用可能性は
高く，多岐にわたる. 従来の感情認識の研究では，顔表情1),2)

や発される声音3),4)，脳波や心拍数などの生体情報5)～7)など
を用いた感情推定手法が存在し，対象者の感情を分類してき
た. 昨今，特に発展してきた手法として，人間の「歩行」か
ら感情を推定する手法が挙げられる. 歩行は，人間の動きや
姿勢が含まれた情報であり，人間ボディランゲージの一つと
しても表現されることから，歩行にも人間の感情が十分に反
映されているものとして捉えることができる. 人は「幸せ」
な場合，胸を張ってスキップ気味に歩き，「悲しみ」の場合は
前のめりに「とぼとぼする」と表現されるような弱々しい歩
き方など，人間の感情状態に対して腕や足の振幅であったり，
歩幅であったりなど，感情が歩行の特性としても十分に表れ
ていることが心理学の研究からも明白である8)～10)．さらに，
人によって歩き方 (歩幅であったり腕の振り方，姿勢)が異な
ることからも，それらを模倣することは困難である．それゆ
え，生体情報への利用や日常生活のインタラクションに広く
利用できることが期待される.

本研究では「人間の歩行」に焦点を当て，人間の歩行に基
づく人感情認識を行う. 歩行認識は大きく画像ベースの手
法8)～10)とスケルトンベースの手法11)～23)に分けられる．ま
ず，深度情報を考慮した各関節点の 3次元座標 (x, y, z)から
構成される三次元スケルトンベース手法は，2次元画像のみ
を用いる画像ベース手法より高精度な認識が可能となる．ま
た，歩行による体の動き (肩の動きや腕の振り方，足幅)は，
より効率よく動きの特徴が取得可能な 3次元データを用いる
ことが重要である. さらに，従来の動画像を直接入力する画
像ベースの行動認識14),15)では，背景や照明の影響を受けや
すく，対象とする人体と背景の適切な分離が難しく，識別精
度に影響を及ぼす可能性がある．ゆえに，背景情報を排除し
たスケルトンを用いるグラフベースのモデルを用いることで，
モデルのロバスト性向上も同時に期待できる. スケルトン
ベース法の代表的な手法として時空間グラフ畳み込みネット
ワーク（Spatial-Temporal Graph Convolutional Network:

ST-GCN13)）が挙げられる．また，ST-GCNを用いた歩行か
らの感情認識モデル STEP11)も提案されている．STEPは，
歩行ごとに関節間の関係性を考慮することで，高い認識精度
を実現した.一方，人間の感情によって注目すべき歩行動作
が異なるため，各関節点の重要度も異なることが考えられる
が，STEPのベースとなる ST-GCNは感情ごとに関節点の
重要度を考慮した認識を行っておらず，感情認識精度を向上
させる余地が残っていた．以上の背景から，本研究では既存
の ST-GCN13)にグラフノード (関節点)方向とチャンネル方
向にそれぞれAttention機構を導入した，Dual Attention時

空間グラフ畳み込みネットワーク (ST-GCN DA)を新たに
提案し，感情ごとに重要な関節点と特徴に自動的に注目させ，
重要な関節点または特徴に大きな重みをかけ合わせることに
よって認識精度の向上を目指す．本研究の貢献点としては以
下の３点である.

1) スケルトンベースの ST-GCNに対してグラフノード (関
節点)方向とチャンネル方向にそれぞれ Attention機構
を導入した，Dual Attention時空間グラフ畳み込みネッ
トワーク (ST-GCN DA)を新たに提案し，感情ごとに
重要な関節点と特徴を自動的に注目させ，重要な関節点
または特徴に大きな重みをかけ合わせることによって感
情認識精度の向上させた．

2) ノード方向のAttentionの重みにより，各関節点がどの
程度各感情ラベルに寄与しているかを確認することがで
きた．なお，ノード方向Attentionは本研究で初めて提
案された手法である.

3) 人間の歩行に対する感情認識データセットである
Emotion-Gait11)に対して感情認識を行い，ベースライ
ンの ST-GCNに対して，提案法を用いて約 5.12%の精
度向上を確認した.

2. 関 連 研 究
本節では，関連研究として本研究のベースとなるグラフ畳み
込みネットワーク（Graph Convolutional Network: GCN）
12)と時空間グラフ畳み込みネットワーク（Spatial-Temporal

Graph Convolutional Network: ST-GCN）13)について述
べる．

2.1 Graph Convolutional Network(GCN)

Graph Convolutional Networks (以下 GCN)12)は，デー
タの形が不定なグラフの畳み込みに特化した深層学習モデル
である. 図 1に人体の関節点（keypoints）をグラフで表し
た人体グラフモデルである．各関節点はグラフのノードとな
り, 関節点の物理的なつながりをグラフのエッジとする．各

(a) (b) (c)

図 1 (a) 人体 3 次元のスケルトングラフ,(b) 対応する人体
グラフモデル,(c)それぞれのインデックス番号

Fig. 1 (a)Skeleton graph of the 3D human body,
(b)skeleton graph of the 3D model and
(c)corresponding index numbers
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図 2 提案手法のネットワーク構造.C:チャンネル数
Fig. 2 Overview of proposal network. C:the number of channels

ノードの持つ特徴量は各関節点の 3次元座標である. そのた
め，GCNへの入力はXin ∈ RN×3となり，N はノード数で
ある. 次に隣接行列A ∈ RN×N および次数行列D ∈ RN×N

を定義する. 隣接行列とは注目ノードと隣接しているノード
を示したもので，0または 1でノード間の隣接状態を表現し
た行列である. 次数行列は注目ノードが何個のノードと隣接
しているかを示したもので，Dii, i ∈ N を隣接するノード
の個数，それ以外を 0として表現している. このままでは隣
接したノードが多いほど大きな重みを設定してしまうため，
D− 1

2 をAの両辺へかけることで正規化を行い，Xinへの重
みとしている. 最後に学習可能な重みW ∈ R3×C を掛ける
ことで出力特徴Xout ∈ RN×C とする．ここで，Cはチャン
ネル数である.以上を踏まえて，GCNを定式化すると式 (1)

となる.

Xout = D− 1
2AD− 1

2XinW (1)

2.2 Spatial-Temporal Graph Convolutional
Network (ST-GCN)

ST-GCN13)は，人体ポーズの空間グラフと時間グラフから
計算された動画像の行動認識を行うスケルトンベースのGCN

モデルである. 時間方向と空間方向に対してそれぞれ畳み込
みを行い，時空間特徴を同時に抽出する．また，空間グラフ
畳み込みの際，グラフを分割するサブグラフを複数提案し，
適切な重み学習が行えるようしている．よって，通常のGCN

モデルと比較して，動画像に対してより局所的な特徴を効果
的に利用できる. ST-GCN に置ける空間グラフ畳み込みは
以下の式 (2)と式 (3)で表現される．

xout =
∑
j

Λ
− 1

2
j Aj ⊗MΛ

− 1
2

j XinWj (2)

Λii
j =

∑
k

(
Aii

j

)
+ α (3)

ここで，i, j, kそれぞれ，注目ノード，分割サブグラフ，隣
接ノード，におけるインデックスを表しており，GCNモデ
ルの式 (1)と比較すると,Λii

j は j 番目の分割サブグラフの i

番目のノードの隣接ノード数を表しており，値が 0となるこ
とを回避するためα=0.001を加えている. MおよびWj は

それぞれが学習可能な重みとなっており，エッジ部分への重
みとモデル自体の重みを別々に学習することができる. ここ
で ⊗はアダマール積を表す.

ST-GCNにおいて，上記の空間方向におけるグラフ畳み
込みに加えて，各ノードにおいて時間方向にも畳み込み演算
を行う．抽出した時空間特徴を感情認識や動作認識に用いる．
本研究では ST-GCNをベースラインモデルとして使用する.

2.3 Attention 機構を取り入れたGraph Convolu-
tional Network

動作認識の分野ではGCNの挙動を解釈する様々な手法が
提案されている．白木ら24)は，関節の重要度と関係性を考慮
して学習を行う Spatial Temporal Attention Graph Con-

volutional Networks (STA-GCN)を提案した. STA-GCN

は, フレームごとに関節の重要度を表す Attention nodeと,

動作ごとに関節間の関係性を表す Attention edgeを獲得し
た．Li ら25)は，動作認識タスクにおいて，node attention

STGCN 法を提案した．STGCN の第二層と第三層の間に
node attentionを追加することによって精度を向上させた．
Sheng ら26)は，temporal attention と　 spatial attention

を使った．時間歩行から感情認識タスクと人間アイデンティ
ティ認識タスクを同時に学習させることで，課題共通の要因を
獲得し，予測精度を向上させた．本研究では node attention

だけでなく，Dual attention を提案した．さらに直列接続と
並列接続を考慮して，並列接続の方がより有効であることを
確認した．

3. 提 案 手 法
本研究では，関節の重要度とグラフ畳み込みにおけるチャ
ンネルの重要度を考慮に入れた Dual Attention時空間グラ
フ畳み込みネットワーク (ST-GCN DA)を新たに提案する．
既存の ST-GCNにグラフノード（関節点）方向とチャンネ
ル方向にそれぞれ Attention機構を導入した．提案法のネッ
トワーク構成を図 2に示す．入力された歩行データ（スケル
トンの時系列データ）に対して ST-GCNモデル13)で特徴を
抽出する． ST-GCNについては 2.2節で述べたので，ここ
では省略する．入力は Xin ∈ RN×3×T であり， ST-GCN

で得られた特徴はX ∈ RN×C×T である． ここで，T，N，
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C はそれぞれフレーム数，ノード（関節点）数とチャンネル
数（特徴の次元数）である．入力 Xin の各ノードの特徴は
そのノードの三次元座標である．そのため，特徴の次元数は
3 となる．従来の ST-GCN において，得られた特徴 X を
Global Average Pooling(以下 GAP) 層，全結合層（fully-

connected layer: FC）及び SoftMax に入力し，感情認識
（「怒り」，「平常」，「幸せ」，「悲しみ」という４クラス分類）
を行なっていた．本研究では図 2に示すように得られた特徴
X ∈ RN×C×T のノード（関節点）方向とチャンネル方向に
それぞれAttention機構を導入した．感情ごとに重要な関節
点と特徴を自動的に注目させ，重要な関節点または特徴に大
きな重みをかけ合わせることによって新しい特徴 X ′ と X ′′

を取得する． この二つの Attentionネットワークから得ら
れる特徴（X ′ とX ′′）の平均を求め.分類に用いる．以下は
本研究で提案するNode AttentionとChannel Attentionに
ついて述べる．
本研究で提案する Node Attention と Channel Atten-

tion の構成をそれぞれ図 3 に示す.Channel Attention は
Squeeze-and-Excitation Network (SENet)21)を採用して
おり，Node Attention は SENet を参考に新規に提案し
た方法である．前述の ST-GCN モデルで得られた特徴
X ∈ RN×C×T について，まず，GAP を用いて次元圧
縮を行う. ノード以外の方向の圧縮した特徴ベクト zn =

[zn1, zn2, · · · , znN ] ∈ RN×1×1 およびチャンネル以外の
方向の圧縮した特徴ベクトル zc = [zc1, zc2, · · · , znN ] ∈
RC×1×1それぞれの i番目と j 番目の要素 zni と zciは，式
(4)と式 (5)計算される．

(a)

(b)

図 3 (a) Node Attention ネットワーク, (b) Channel At-
tentionネットワーク

Fig. 3 (a) Node Attention network， (b) Channel At-
tention network

zni =
1

T ∗ C

T∑
k=1

C∑
j=1

X(i, j, k) (4)

zcj =
1

T ∗N

T∑
k=1

N∑
i=1

X(i, j, k) (5)

次に，ノード方向の特徴ベクトル znとチャンネル方向の特
徴ベクトル zcに対してそれぞれ 1× 1の畳み込みを 2回ずつ
行う. それらの出力をそれぞれ sn = [sn1, sn2, · · · , snN ] ∈
RN×1×1, sc = [sc1, sc2, · · · , scN ] ∈ RC×1×1 とすると，式
(6)と式 (7)のように計算される.

sn = wn
2ReLU (wn

1 zn) (6)

sc = wc
2ReLU (wc

1zc) (7)

ここで， wn
1 ∈ R

N
r ×N と wn

2 ∈ RN×N
r はノード方向の

畳み込みの重み， wc
1 ∈ R

C
r ×C とwc

2 ∈ RC×C
r はチャンネ

ル方向の畳み込みの重みをそれぞれ示す. さらに，r はハイ
パーパラメータであり，本研究では r = 4とした．
最後に，sn， scをそれぞれ SoftMaxでノード方向，チャ
ンネル方向に対する重みを計算した後，入力特徴にかけるこ
とによって最終的な特徴の出力，X′ = [X ′

1, X
′
2, · · · , X ′

N ] ∈
RN×C×T および X′′ = [X ′′

1 , X
′′
2 , · · · , X ′′

N ] ∈ RN×C×T を
それぞれ式 (8)， (9)のように計算する.

X ′
i = σ (sni)Xi (8)

X ′′
j = σ (scj)Xj (9)

ここで， Xi ∈ RC×T と X ′
i ∈ RC×T はそれぞれ Xと

X ′ の i 番目ノードの特徴マップであり， Xj ∈ RN×T と
X ′′

j ∈ RN×T はそれぞれ XとX ′′ の j 番目チャンネルの特
徴マップである． σ は Softmaxである．
この二つのAttentionネットワークから得られる特徴（X ′

とX ′′）の平均をGAP層，FC層及び SoftMaxに入力し，感
情認識（「怒り (Angry)」，「平常 (Neutral)」，「幸せ (Happy)」，
「悲しみ (Sad)」の 4クラス分類）を行なう．なお，Node At-
tentionと Channel Attentionを直列で接続するようなネッ
トワークについても実験を行ったが，図 2のように並列で接
続する手法がより認識精度が向上した．よって，本研究では
並列で接続する手法を提案法として採用した．

4. 評 価 実 験
提案手法とその比較実験の結果と考察について説明する．
実験で使用するデータセット，パラメータおよび比較実験項
目についての詳細内容を 4.1節，各条件を 4.2節に示し，こ
の条件に基づいた実験とその比較を 4.3節，4.4節で示す. 最
後に，各条件に対する影響に関しての考察を 4.5節,4.6節で
行う.
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4.1 データセット
実験には，Emotion-gaitデータセット11)を用いる．この
データセットは歩行を対象として 4 つの感情ラベル (怒り，
平常，幸せ，悲しみ)が割り当てられている公開データセッ
トである．このデータセットは 2177セットの実歩行データ
と 4000セットの生成された歩行データから構成されている.

実歩行データは，90人の被験者から収集した 342セットの
データと ELMDデータベース17)から収集した 1835セット
のデータから構成される. これらの実歩行データは，それぞ
れが専門家によって 4つの感情ラベルの 1つとしてラベリン
グされている.

本研究では，Emotion-gaitの内，実歩行データである 2177

セットのデータを使用して実験を行った. 使用するデータセッ
トのラベルの割合は，表 1の通りである. 各歩行データと骨
格構造の対応を，図 1 に示す. ここで，人間の歩行は，各
キーポイントをノード，そのつながりをエッジとしたグラフ
が時間軸で連続したものであり，それらを一つずつ時系列ス
ケルトンデータとして用いる. 各ラベルの 3次元空間データ
は図 4のように構成される. 各データはノード数 16，最大
300フレームの動的スケルトンデータとして表現されており，
各ノードは対応する座標 (x, y, z) の特徴量を有している. ま
た各データはノード 1(骨盤位置)を原点として特徴量が正規
化されている内容で用いる.

表 1 Emotion-gaitsデータ分布
Table 1 Distribution of Emotion-gaits dataset

Emotion Number of data

Angry 1160
Neutral 487
Happy 332
Sad 198
Total 2177
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(d) 悲しみ

図 4 データセットの三次元空間表現の可視化例
Fig. 4 Visualization of 3D representation of Emotion-

gait dataset

4.2 学習条件
学習回数は 100 epochs とし，バッチサイズは 32 として
構成した. ネットワークのオプティマイザは Adam で初期
学習率 0.001として，epochが 50，75，88の時に学習率を
1/10にして使用した. また，学習に関して用いるデータセッ
トを訓練とテストに 9:1に分割し，その組み合わせを 10個
のグループに分割し 10回の交差検証を行い，その平均結果
をモデルの最終的な精度として算出した. 本研究では, 実装
に Python3.7及び深層学習フレームワークとして, PyTorch

を用いた．

4.3 各Attention機構を用いた比較実験
アブレーションスタディは，以下の 5パターンとベースラ
インモデル (ST-GCN13))の計 6パターンに対して，以下の
比較を行った.

1) ST-GCN NA: ST-GCN にノード方向への Attention

機構を導入したモデル
2) ST-GCN CA: ST-GCNにチャンネル方向への Atten-

tion機構を導入したモデル
3) STGCN C N: ST-GCN にチャンネル方向およびノー
ド方向への Attention機構を 直列接続したモデル

4) STGCN N C: ST-GCN にノード方向およびチャンネ
ル方向への Attention機構を直列接続したモデル

5) ST-GCN DA: ST-GCN にノード方向およびチャンネ
ル方向への Attention機構を並列接続したモデル

各モデルとベースラインモデルの比較結果および平均精度
を図 5 と表 2 に示す．図 5 では横軸と縦軸をそれぞれ，各
分割グループとその認識精度として．左からベースライン
モデル13)，ST-GCN CAモデル, ST-GCN NAモデル, ST-

GCN C Nモデル, ST-GCN N Cモデル, ST-GCN DA モ
デルの認識精度の平均をそれぞれ示している．全体的な評価
として，ST-GCN DAモデルが最も認識精度が高く，State-
of-the-art 法の ST-GCN13)と比較すると約 5.12%の向上が
確認された. 各Attentionで比較を行うと，Node Attention

を取り入れた ST-GCN NAモデルとChannel Attentionを
取り入れた ST-GCN CAモデルにおいてベースラインとは
3.5%以上の精度向上が確認された.したがって, 本研究で提
案するモデルとして，Dual Attention 時空間グラフ畳み込
みネットワーク (ST-GCN DA)が有用であることが示唆さ
れた.

4.4 従来手法との認識精度の比較
表 3に,従来手法との認識精度の比較結果を示す.Attention

機構を用いた従来手法は24)～26)である．提案手法の認識精
度は，従来手法と比較して認識精度の向上を達成した．ST-

GCN DAは関節点の重要度とグラフ畳み込みにおけるチャ
ンネルの重要度を強調することで，認識精度の向上に貢献に
大きく寄与したことが確認できる．
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4.5 Channel Attentionにおける重要ノードの評価
Channel Attention の重みづけが各感情ラベルのどの

Channel を重要視しているかについて，可視化を用いて考
察する．各感情ラベルに対する各Channelの重要度（Atten-

tion重み）の可視化例を図 6に示す. ST-GCNの最初は 3

チャンネルが，グラフ畳み込みを伴うため，複数のチャンネ
ル分の特徴マップが生成される (本研究で扱うモデルは最終
的に 64 のチャンネルを生成). Channelの重要度に明確な差
が確認できた．

4.6 Node Attentionにおける重要ノードの評価
Node Attentionの重みづけが各感情ラベルのどのノード
を重要視しているかについて考察する. これは，各感情に対
する歩行での特徴がノードによって顕著に表れるであろうと
いう発想から検討した. 各感情ラベルに対する各 Node（関
節点）の重要度（Attention重み）の可視化例を図 7に示す.

この図 7の結果は各感情ラベルに対して重みが大きいノード

図 5 人各アプローチの精度比較
Fig. 5 Accuracy comparison of different models

表 2 アブレーションスタディ
Table 2 Ablation studies

Method Channel Node
Accuracy
± SD [%]

ST-GCN13) 78.85±2.40
ST-GCN NA (ours(1)) ✓ 82.41±1.71
ST-GCN CA (ours(2)) ✓ 82.96±1.84
STGCN N C(ours(4)) ✓ ✓ 83.14±1.66
STGCN C N(ours(3)) ✓ ✓ 83.18±1.84

ST-GCN DA (ours(5)) ✓ ✓ 83.97±1.51

表 3 従来手法との識精度の比較
Table 3 Comparison with conventional methods

Method Average Accuracy±SD [%]

ST-TR19) 78.82±2.4

ST-GCN13) 78.85±2.3

DGNN20) 79.19±2.8

MS-G3D22) 81.30±2.3

2s-AGCN18) 81.39±2.0

STEP11) 82.82±1.4

G-GCSN23) 82.96±1.6

NA-STGCN25) 78.08±3.2

AT-GCN26) 78.78±3.1

STAGCN24) 79.19±1.4

Proposed method 83.97±1.5

を赤色で強調表示した.

(a)怒りラベルの確認から，体全体が重要であり，さらに
左側の手や足の動きが分類において重要であるということが
示された．(b)平常ラベルでは，下半身の動きの重要度が高
いことが分かる．具体的には，片側の足とその膝だけでなく
両足と両膝を注目する傾向がある.そして，(c)幸せラベルで
は，平常ラベル同様下半身の動きを重要であると示し，特徴
的なものとして左膝，左足の動きが重要であると示された．
(d)悲しみラベルでは，下半身の，特に腰回りの動きが重要
であり，特徴的なもので左腰，左足の動きを重要であること
が示された.全体的な評価として，歩行という動作において
全身の動きが重要であり，特に下半身の動きは共通して重要
である. 各ラベルの特徴的なノードとしては，各ラベルの歩
き方が顕著に表れているように感じる. 例えば，怒りラベル
に関しては，怒りっぽく歩幅の間隔が短く，全身が激しく動
いているようなイメージを表すノードの特徴が得られ，悲し
みのラベルでは全身が落ち込んだ，弱々しい歩き方のような
イメージがあり，このようなノードの特徴が得られたと考察
する.そのため，このような各ラベルのノード間の繊細な特
徴を効率的に用いることによって ST-GCN DAの精度向上
につながっているのではないかと考察する.

5. む す び に
本研究では，人間の歩行に注目し，時空間グラフニューラ
ルネットワークを用いた歩行からの感情認識を行った. スケ
ルトンベースの動作認識の ST-GCN をベースラインとし，
それに対しノード方向，チャンネル方向およびその両方に
Attention機構を導入し，出力の Attentionを考慮したモデ
ルを作成することで，認識精度の改善を図った. 本研究モデ
ルにおいてノード方向に対するアプローチが有効であること

(a) 怒り (b) 平常

(c) 幸せ (d) 悲しみ

図 6 各感情ラベルに対する各Channelの重要度（Attention
重み）の可視化例

Fig. 6 Visualization of Channel Attention Score for each
Emotion
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(a) 怒り
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(b) 平常
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(c) 幸せ
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(d) 悲しみ

図 7 各感情ラベルに対する各 Node（関節点）の重要度（Attention重み）の可視化例
Fig. 7 Visualization of Node Attention Score for each Emotion

が示された.

本研究における今後の展望として，有用である Node At-

tentionの効果を最大限に引き出すためにも，本研究の提案
モデルに対する最適化の必要がある. これは，歩行という動
作が手や足などの局所的な動きではなく，より全体的な動き
も重視することが必要であるためである. ゆえに，全体的な
動きに対してより効率的に特徴を利用できるようモデルの改
良を行い，さらなる精度の改善を目指す.
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ボリューム処理に基づく個別型実トルソーの開発と 
密着衣料デザインへの応用 

山 本 高 美†（正会員） 中 山 雅 紀††（正会員）  坂 元 章†††  藤 代 一 成††（名誉会員） 

†和洋女子大学，††慶應義塾大学，†††お茶の水女子大学 

Development of an Individual Actual Torso Based on Volume Processing with 
Application to Tight-Fitting Clothing Design 

Takami YAMAMOTO† (Member), Masanori NAKAYAMA†† (Member), Akira SAKAMOTO†††, Issei FUJISHIRO†† (Honorary Member) 

†Wayo Women’s University, ††Keio University, †††Ochanomizu University 

〈あらまし〉 本資料論文は，画像電子学会英文誌掲載の論文「3D Distance Field-Based Apparel Modeling」に関連した

ものである．同論文で報告した先行研究では，まずボリューム表現された人体モデルに左右対称化・平滑化を施して，

仮想トルソーを生成した．次に，ボリュームモデルから導出可能な 3D ディスタンスフィールドに対して，しきい値

処理を施し，詳細に計算されたゆとりをもった，女性用・男性用身頃原型，男性用ベストの衣料を開発した．本資料

では，同論文の処理フローを拡張し，人体に も近い形状の立体裁断用個別型実トルソーが開発できることを示す．

はじめに，3D スキャナで得られたデータと同形状を得るためのしきい値の候補を抽出し，評価実験参加者 20 名の 3D

計測データを用いて，対応のある t 検定，2 要因分散分析を行なった結果，しきい値 0.4（0: 体外，1：体内）の等値

面が 3D スキャナで得られた人体形状に も近いことを示した．次に，多様なデザインの密着した衣料を立体裁断可

能にするために，その等値面データを，発泡スチロール切削加工によって 3D プリントして，立体裁断用個別型実ト

ルソーを作成した．そして，その立体裁断用個別型実トルソーを用いて，身体に密着したドレスを立体裁断で製作し，

試着評価により体型にフィットすることを確認した．  

キーワード： デジタルファブリケーション，3D スキャナ，ボリュームデータ，個別化，トルソー，密着衣料 

<Summary> This article is a follow-up to “3D Distance Field-Based Apparel Modeling”, which was published in IIEEJ 

Transactions on Image Electronics and Visual Computing. In the previous study reported in the paper, a virtual torso was generated 

by first left-right symmetrizing and smoothing a volumetrically represented human body model. Next, thresholding was applied to 

the 3D distance field derived from the volume model to develop clothing with a finely calculated spaciousness for women's and 

men's body prototypes and men's vests. In this article, we show that an extension to the processing flow proposed in the previous 

paper allows an individualized actual torso that is sufficiently close to that of the human body to be developed for draping. To begin 

with, candidate threshold values to yield the same shape as the one data obtained from the 3D scanner were examined. A paired t-

test and two-factor analysis of variance conducted using the 3D measurement data of 20 participants in the evaluation experiment 

indicated that the isosurface with a threshold of 0.4 from the volume datasets (0: outside the body, 1: inside the body) is the closest 

to the scanned human body shapes. Next, in order to enable the draping of closely fitted garments of various designs, the isosurface 

data with the threshold of 0.4 was 3D printed using Styrofoam cut to develop an individualized actual torso. Finally, using the 

obtained individualized actual torso, a close-fitting garment was created through draping, and its fit to the body shape was confirmed 

through trial fitting evaluations. 

Keywords: digital fabrication, 3D scanner, volume data, individualization, torso, close-fitting garment 
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1. はじめに 

本資料論文は，画像電子学会英文誌掲載の論文「3D Distance 

Field-Based Apparel Modeling」1)に関連するものである．同論文

で報告した先行研究では，まずボリューム表現された人体モ

デルに左右対称化・平滑化を施して，仮想トルソーを生成し

た．次に，ボリュームモデルから導出可能な 3D ディスタンス

フィールドに対して，しきい値処理を施し，詳細に計算され

たゆとりをもった，女性用・男性用身頃原型，男性用ベスト

の衣料を開発した．本資料では，同論文の処理フローを拡張

し，人体に も近い形状の立体裁断用個別型実トルソーが開

発できることを示す． 

はじめに，3D スキャナで得られたデータと同形状を得るた

めのしきい値の候補を抽出し，評価実験参加者 20 名の 3D 計

測データを用いて，対応のある t 検定，2 要因分散分析を行な

った結果，しきい値 0.4 の等値面が 3D スキャナで得られた人

体形状に も近いことを示した．次に，多様なデザインの密

着した衣料を立体裁断可能にするために，しきい値 0.4 の等

値面データを，発泡スチロール切削加工によって 3D プリン

トして，立体裁断用個別型実トルソーを作成した．そして，

その立体裁断用個別型実トルソーを用いて，身体に密着した

ドレスを立体裁断で製作し，試着評価により体型にフィット

することを確認した．  

なお，先行論文 1)では密着衣料をバーチャル設計するため

の新規手法を示したが，本資料では，人体データを用いて個

別型実トルソーの開発と立体裁断への応用が目的であるため，

先行論文の手法の説明は割愛した． 

本資料では，次章で 3D スキャニング，トルソーの左右対称

化，平滑化の計算手法を詳述し，3 章で評価実験参加者 20 名

のデータを用いた，しきい値を確定するための分析結果につ

いて示す．4 章で個別型実トルソーの開発について，5 章で個

別型実トルソーを用いた密着衣料について述べる． 後に 7

章で本資料をまとめる． 

なお本研究は，和洋女子大学「人を対象とする研究倫理委

員会」の承認を得ている（承認番号 1815）． 

2. 人体の 3 D モデル生成 

図 1 に，個別型実トルソー開発のフローを示す．3D スキャ

ナにより人体のポリゴンモデルを取得，人体の中心軸の算出

法を検討し，人体の中心軸を設定した．頭部，腕部，足部を

カットし，トルソー用に加工した．ボリューム処理により，

左右対称化・平滑化を行った．ボリュームデータを再びポリ

ゴンデータに変換し，トルソー加工のため，一般の 3D CAD

データ形式に逆変換した．発泡スチロール切削加工により 3D

プリントし，個別型実トルソーを作成した． 

2.1 3D スキャナによるデータの取得 

人体のデータの取得には，Size Stream の 3D ボディスキャ

ナ SS202),3)を用いた．人体用に設計されており，撮影時には手

足を多少開いた一定の姿勢が要求される．それは，頭部，体

幹部，腕部，足部に分割してデータを採取するようになって

いるためである．センサは計 20 台，4 方向の角度×5 箇所の

異なる高さで被写体に赤外線を投影することで，3D ボディデ

ータ，および人体各部位の計測値が得られる．性能は，スキ

ャン 4 秒，データ処理 30 秒，円周精度±5 mm である．撮影

時は，ブラジャー，ショーツ，水泳用キャップを着装した．

これは，人体の 3D 計測では一般的である．  

2.2  ボリュームモデルによるトルソー生成 

人体を含む 420 mm×600 mm×360 mm の 3D 矩形領域を各

軸等方的に 6 mm 間隔で二値ボクセル化した．総ボクセル数

は 420,000 個である．なお，今回はボクセルとセルを同一視

している．ポリゴンモデルの内部に属するボクセルのスカラ

ー値（ボディとボクセルの交差体積）は 1，外部のボクセルの

スカラー値は 0 を設定した．なお，ボクセル化する前に，ポ

リゴンモデルの位置や傾きを補正して正立させているので，

ボクセル領域の中央のＹＺ平面に人体の対称面が位置するこ

とを前提としている． 

服の設計は左右対称が基本であるため，基準となるトルソ

ーも左右対称にする必要がある．対称化にすることにより，

人体の体型カバーの役割も果たす．対称はもちろん，とくに

非対称なデザインを行うためにも対称なトルソーが必須であ

る．  

対称化のボリューム処理では，スカラー値の重ね合わせを

行う．ボクセルを人体の中心軸に対して対称コピーし，スカ

ラー値を対称側にあるスカラー値に加える．重複するスカラ

ー値は倍化し，重複しないスカラー値は別のボクセルに足し

込まれる．非重複ボクセルに付与したスカラー値を，隣接ス

カラー値との差分に応じて振り分け，差分を平均化したのち，

しきい値 1 でポリゴン化することにより対称化した．非重複

ボクセルの多い部分，すなわち腕や足の先は実際よりも細く

なってしまう傾向がある．このため，手足，および頭部は対

称化の際にカットした． 

整数座標の範囲は，0≦x≦69，0≦y≦99，0≦z≦59 とした．

まず，全ボクセル P(x, y, z)に対し以下のスカラー値の重畳を

実行し，初期値 P0を設定する： 

𝑃 𝑥,𝑦, 𝑧 𝑃 𝑥,𝑦, 𝑧 𝑃 𝑥 𝑥,𝑦, 𝑧  

ここで，全ボクセルに対し以下の漸化式を適用し，ボクセル

値の更新を N 回繰り返す． 

 

 

𝐷 𝑥, 𝑦, 𝑧 𝛼 𝑃 𝑥,𝑦, 𝑧 𝑃 𝑥 𝑑 ,𝑦 𝑑 , 𝑧 𝑑  

ここで，Di はスカラー値の増分を表す補助変数，αは収束計

算を安定化させるための係数を表す．なお，N とαの値は経 

𝑃 𝑥, 𝑦, 𝑧
𝑃 𝑥, 𝑦, 𝑧 if 𝐷 𝑥, 𝑦, 𝑧 0 𝑜𝑟 𝐷 𝑥, 𝑦, 𝑧 2

𝑃 𝑥,𝑦, 𝑧 𝐷 𝑥,𝑦, 𝑧 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟𝑤𝑖𝑠𝑒
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図 2 断面の周囲長メジャー測定方式（外包囲，HL） 

Fig. 2 Cross-section circumference measurement method  

(Outer line, HL) 

 

験的にそれぞれ，200 回，0.001 とした. 

 平滑化は，対称化と同様に隣接するボクセルとのスカラー

値を振り分ける計算を一定回数繰り返したのち，適切なしき

い値でポリゴン化することにより行った．この後の実験デー

タは，すべて対称化後のものを用いている．平滑化の数式は

以下に示すとおりである． 

 

 

平滑化計算においては，反復回数 N の値を経験的に 80 回に

設定した． 

3. しきい値を決定するための分析 

評価実験参加者 20 名（女性，肥満度標準未満 10 名，標準

以上 10 名）の，3D ポリゴンモデルを用いて，適切なしきい

値を求めるためにスキャンデータおよび，各しきい値のトル

ソーに対して比較検討を行った． 

体格指数 BMI（Body mass index）・肥満度 4-6)の式は，以下

に示すとおりであり，標準体重と同じ体重であれば，肥満度

0％となる．また，宮崎（2018）4）によれば，「BMI 22 のとき

の死亡率・有病率の低いことが知られている」．そこで，BMI

が 22 となる体重を理想としたのが標準体重である． 
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ここで，Sw は標準体重（standard weight），Do は肥満度（degree 

of obesity），百分率，h は身長（height），単位は m， w は体重

（weight），単位は kg を表す． 

肥満度においてバラエティのある人を選んだことは，しき

い値の 適値が体格のようなデータに依存する可能性がある

ことからであり，一般的な結果を得るためである． 

各評価実験参加者のデータの，3D スキャンしたポリゴンモ

デルと，ボリュームモデルからしきい値 0.3～0.7 を用いて生

成したポリゴンモデルを比較して以下の検討を行った．3D ス

キャナによる各断面（BL：バストライン，UBL：アンダーバ

ストライン，WL：ウエストライン，HL：ヒップライン）での，

各測定値（周囲長，周囲長メジャー測定，面積）と も近い

データがとれるトルソーのしきい値を確認した． 

統計値 7)は，n：人数であり単位は「名」，m：平均値（今回

の場合周囲長，メジャー周囲長の単位は mm，面積の単位は

mm2），sd：標準偏差（今回の場合周囲長，メジャー周囲長の

単位は mm，面積の単位は mm2）である．その他は単位なし

で，df：自由度，（ここでは，t 分布の形状や標準偏差などを規

定するパラメタである．t：t 値（t は標本相関変数 r によって

決まる部分と、サンプルサイズによって決まる部分の積とな

る）．p：p 値（検定結果がぎりぎり有意になるのは有意水準が

いくらのときかを表すものである），Cohen’ sd：群間の平均値

の差の大きさを示す代表的な効果サイズの 1 つである． 

対応のある t 検定を用いて，断面別にしきい値 0.3～0.7 の

トルソーによる各測定値とスキャナによるデータとの差が統

計的に有意であるかどうかを調べ，その効果サイズも確認し

た．さらに，測定対象の肥満度によって，スキャナによる各

断面での各測定値と， も近いデータがとれるトルソーのし

きい値が変わるかどうかを確認するために，2 要因分散分析

を行った． 

ポリゴンモデル
生成 

Generation of 
polygon model 

座標系，位置， 
スケールの設定

Coordinate system, 
position, scale 

settings 

 
3D スキャニング 

3D scanning 

 
3D プリント 
3D-printing  

 
対称化・平滑化 
Symmetrization / 

smoothing 

 
ボリューム化 

Voxelization 

図 1 個別型実トルソー開発の流れ 

Fig. 1 Flow of individual actual torso development 

𝑃 𝑥,𝑦, 𝑧 𝑃 𝑥, 𝑦, 𝑧 𝛼 𝑃 𝑥, 𝑦, 𝑧 𝑃 𝑥 𝑑 ,𝑦 𝑑 , 𝑧 𝑑  
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表 1 各断面におけるスキャナによる測定値（周囲長・周囲長メジャー測定・断面の面積）としきい値 0.4 のトルソーによる

測定値との差の t 検定の結果 

Table 1 The result of t-test of the difference between the measured values from the scanner (peripheral length, peripheral length measure   

    measurement, cross-sectional area) in each cross section and the measured ones from the torso with the threshold value of 0.4 

表 2 スキャナによる各断面の面積の測定値としきい値 0.3～0.7 のトルソーによる各断面の面積の測定値との差の t 検定の結果 

Table 2  The Results of t-test of the difference between the areas measured by the scanner and the areas measured by the torso with  

a threshold of 0.3 to 0.7 

断面 測定方法  n m sd df p Cohen's d
スキャナ 20 64058.80 7965.22

しきい値0.3のトルソー 20 67489.15 8334.76 19 33.41 .001
*** .42

しきい値0.4のトルソー 20 65141.50 8191.29 19 13.97 .001
*** .13

しきい値0.5のトルソー 20 62895.55 8051.08 19 19.12 .001
*** .15

しきい値0.6のトルソー 20 60617.95 7908.53 19 57.92 .001
*** .43

しきい値0.7のトルソー 20 58137.30 7749.90 19 78.47 .001
*** .75

スキャナ 20 40225.65 6831.78

しきい値0.3のトルソー 20 43418.00 7181.68 19 29.10 .001
*** .46

しきい値0.4のトルソー 20 41536.30 7020.72 19 16.00 .001
*** .19

しきい値0.5のトルソー 20 39752.55 6864.66 19 7.27 .001
*** .07

しきい値0.6のトルソー 20 37958.80 6705.09 19 33.84 .001
*** .33

しきい値0.7のトルソー 20 36027.65 6532.42 19 46.91 .001
*** .63

スキャナ 20 54598.40 9192.74

しきい値0.3のトルソー 20 57356.30 9152.62 19 18.94 .001
*** .30

しきい値0.4のトルソー 20 55131.95 8985.09 19 3.55 .01
** .06

しきい値0.5のトルソー 20 53015.90 8820.83 19 9.65 .001
*** .18

しきい値0.6のトルソー 20 50876.60 8649.70 19 20.08 .001
*** .42

しきい値0.7のトルソー 20 48544.00 8459.52 19 28.20 .001
*** .69

スキャナ 20 36998.15 6426.15

しきい値0.3のトルソー 20 39669.45 6953.75 19 18.55 .001
*** .40

しきい値0.4のトルソー 20 37925.50 6783.57 19 8.30 .001
*** .14

しきい値0.5のトルソー 20 36269.80 6620.59 19 8.47 .001
*** .11

しきい値0.6のトルソー 20 34602.60 6452.38 19 33.54 .001
*** .37

しきい値0.7のトルソー 20 32803.35 6272.30 19 53.52 .001
*** .66

t   

***
 p <.001,

 ** 
p <.01

HL断面

BL断面

UBL断面

WL断面

断面 測定対象 測定方法 n sd df t Cohen's d
スキャナ 20 947.75 53.64

しきい値0.4のトルソー 20 945.65 57.07
スキャナ 20 940.75 55.06

しきい値0.4のトルソー 20 943.35 57.29
スキャナ 20 64058.80 7965.22

しきい値0.4のトルソー 20 65141.50 8191.29

スキャナ 20 737.35 62.07

しきい値0.4のトルソー 20 737.50 60.21

スキャナ 20 730.80 59.55
しきい値0.4のトルソー 20 736.85 59.81

スキャナ 20 40225.65 6831.78
しきい値0.4のトルソー 20 41536.30 7020.72

スキャナ 20 889.75 71.42
しきい値0.4のトルソー 20 874.45 68.83

スキャナ 20 865.80 70.69

しきい値0.4のトルソー 20 863.80 68.29

スキャナ 20 54598.40 9192.74
しきい値0.4のトルソー 20 55131.95 8985.09

スキャナ 20 702.15 62.20

しきい値0.4のトルソー 20 703.90 64.07

スキャナ 20 698.15 60.94
しきい値0.4のトルソー 20 703.10 63.65

スキャナ 20 36998.15 6426.15
しきい値0.4のトルソー 20 37925.50 6783.57

***
 p <.001, 

**
 p <.01

.148.3019 .001

WL断面

周囲長mm

周囲長メジャー

面積

.03

19 .08

1.83

4.54

.08

.001

**

19

周囲長メジャー

面積

BL断面 19

p

**

***

***

***.001

m

.03

19 .01 .06

19 1.63 .12

.05

19

.00

.04

3.02

13.97

.19

.13

19 .001 .22周囲長mm

19

19 .001 .10

周囲長mm

周囲長メジャー

面積

.91

19

19

.01

***

***

.001

HL断面

UBL断面

周囲長mm

周囲長メジャー

面積

.23

5.97

1.25

3.55

0.12

8.67

16.00

***
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3.1  3Dスキャンデータとしきい値の違いによる比較 

平滑化計算における適正なしきい値は，反復回数 N，ボク

セルの大きさ，収束計算を安定化させるための係数αの値，

および 3D データの形状に応じて変化すると考えられる．そ

こで，計算条件を固定し，複数の 3D データに共通する適正な 

しきい値を確認することにした．各値のしきい値で変換し，

変換前後の各測定値が保存されるしきい値を定めた． 

対応のある t 検定を用いて，断面別にしきい値 0.3～0.7 の

トルソーによる断面の周囲長，断面の周囲長メジャー測定，

断面の面積を，スキャナによるデータとの差が統計的に有意

であるかどうかを調べ，その効果サイズを確認した．以下に，

3D スキャナの値と も近いと判定された，しきい値 0.4 の分

析結果に焦点をあてて詳細に述べる． 

断面の周囲長メジャー測定方式は，図 2 の外形の周囲長で，

人体をメジャーで計測する場合を模したものである． 

3.1.1 しきい値 0.4 のトルソー  

表 1 に示すように以下の結果が示された．  

断面の周囲長：しきい値 0.4 のトルソーによる周囲長とスキ

ャナによる周囲長との差を対応のある t 検定で分析したとこ

ろ，UBL 断面 (t(19)=.12, p=.91, Cohen's d=.00)，WL 断面

(t(19)=1.83, p=.08, Cohen's d=.03), HL 断面 (t(19)=1.63, p=.12, 

Cohen's d=.04) のいずれにおいても有意差は見られなかった

が，BL 断面 (t(19)=5.97, p<.001, Cohen's d=.22) のみスキャナ

と比べてしきい値 0.4 のトルソーによる測定値が有意に小さ

い結果が得られた．なお，Cohen's d にHedge の修正を行った． 

周囲長を測る際に，しきい値 0.4 のトルソーは UBL 断面，

WL 断面，HL 断面において他の全てのしきい値のトルソーよ

りも小さい効果サイズが見られ，しきい値 0.4 のトルソーに

よる UBL 断面，WL 断面，HL 断面の周囲長の測定値とスキ

ャナによるものとの重なりが も大きいことが分った． 

断面の周囲長メジャー測定：しきい値 0.4 のトルソーによる

周囲長メジャー測定とスキャナによる周囲長メジャー測定と

の差を対応のある t 検定で分析したところ，BL 断面 

(t(19)=1.25, p=.23,Cohen's d=.03) からは有意差は見られなかっ

たが，UBL 断面 (t(19)=8.67, p<.001, Cohen's d=.10)，WL 断面 

(t(19)=4.54, p<.001, Cohen's d=.08)，HL 断面 (t(19)=3.02, p<.01, 

Cohen's d=.05) のいずれにおいても，スキャナと比べてしきい

値 0.4 のトルソーによる測定値が有意に大きい結果が得られ

た．  

周囲長メジャー測定の場合，しきい値 0.4 のトルソーは BL

断面，UBL 断面，WL 断面，HL 断面において他の全てのしき

い値のトルソーよりも小さい効果サイズが見られ，しきい値

0.4 のトルソーによる BL 断面，UBL 断面，WL 断面，HL 断

面の周囲長メジャー測定の測定値と，スキャナによる重なり

が も大きいことが分った． 

断面の面積：しきい値 0.4 のトルソーによる面積とスキャナ

による面積との差を対応のある t 検定で分析したところ， BL

断面 (t(19)=3.55, p<.01, Cohen's d=.06)，UBL 断面 (t(19)=16.00, 

p<.001, Cohen's d=.19)，WL 断面 (t(19)=8.30, p<.001, Cohen's 

d=.14)，HL 断面 (t(19)=13.97, p<.001, Cohen's d=.13) のいずれ

においても，スキャナと比べてしきい値 0.4 のトルソーによ

る測定値が有意に大きい結果が得られた． 

面積を測る際に，しきい値 0.4 のトルソーは BL 断面と HL

断面において他の全てのしきい値のトルソーよりも小さい効

果サイズが見られ，しきい値 0.4 のトルソーによる BL 断面と

HL 断面の面積の測定値とスキャナによる重なりが も大き

いことが分った． 

3.1.2 しきい値による比較結果 

表 2 に示すように，以下の結果が示された．しきい値別に

みると，しきい値 0.3 のトルソーは BL 断面の周囲長を測る際

に，スキャナによるデータとの重なりが も多かった．しき

い値 0.4 のトルソーは，UBL 断面， WL 断面，HL 断面の周

囲長，BL 断面，UBL 断面，WL 断面，HL 断面の周囲長メジ

ャー測定と，BL 断面と HL 断面の面積を測る際に，スキャナ

によるデータとの重なりが も多かった． 

しきい値 0.6 と 0.7 のトルソーからは，各断面，各測定値に

おいて，スキャナによるデータとの重なりが多くない結果が

見られた．よって，全体的に見ると，スキャナによるデータ

と も近いデータが取れる可能性が高いのは，しきい値 0.4の

トルソーであると考えられる． 

3.2  肥満度による分析 

測定対象の肥満度（標準以上，標準以下）によって，スキ

ャナによる各断面（BL 断面，UBL 断面，WL 断面，HL 断面）

での各測定値（周囲長，メジャー測定，面積）と も近いデ

ータが取れるトルソーのしきい値が変わるかどうかを確認す

るために，2 要因分散分析を用いて，測定対象の肥満度とトル

ソーのしきい値との交互作用が有意であるかどうか調べた． 

表 3，表 4 に示す通り，結果として断面別にみると BL 断

面では周囲長を測る場合(F (5, 90) = .23, p= .95) と周囲長メジ

ャー測定の場合 (F (5, 90)= 1.30, p = .27) いずれも，測定対象

の肥満度とトルソーのしきい値との交互作用は見られなかっ

た．面積では交互作用が見られたものの (F (5, 90) = 4.83, p 

<.001)，多重比較の結果では，肥満度が標準以下のときも，標

準以上のときも，すべてのしきい値のトルソーによるデータ

とスキャナによるデータとの間に有意差 (p = .00 または p 

< .05) が見られたため，肥満度が標準以下の群と標準以上の

群の間から顕著な違いは見られなかった． 

UBL 断面では，周囲長を測る場合 (F (5, 90) = 7.92, p < .001) 

と面積を測る場合 (F (5, 90) = 11.98, p < .001) のいずれも，測

定対象の肥満度とトルソーのしきい値との交互作用が見られ

たが，周囲長メジャー測定では見られなかった (F (5, 90) = .89, 

p = .49)．多重比較の結果を確認したところ，周囲長も面積も  
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表 3 肥満度が標準以下の評価実験参加者の HL 断面の周囲                    

長を測るときの測定方法の多重比較 

Table 3 Multiple comparisons of measurement methods when 

measuring the peripheral length of the HL cross section of a 

participant with a below standard obesity 

 

 

 

 

 

 

 

表 4 肥満度が標準以上の評価実験参加者の HL 断面の周囲長 

  メジャー測定の測定方法の多重比較 

Table 4 Multiple comparisons of measurement methods for 

measuring the perimeter of the HL cross section of a 

participant an above standard obesity 

 

 

 

 

 

 

HL 断面と同じ結果であった． 

WL 断面では，周囲長を測る場合，測定対象の肥満度とト

ルソーのしきい値との交互作用は見られず (F (5, 90) = .88, p 

= .50)，周囲長メジャー測定 (F (5, 90) = 2.71, p <.05) と面積 (F 

(5, 90) = 15.54, p < .001) からは交互作用がみられたものの，多

重比較の結果はすべて有意であるため (p = .00, p < .05 または 

p < .001)，どちらも顕著な違いを示さなかった．WL 断面を測

る際に，測定対象の肥満度の影響をほとんど受けなかったと

いえる． 

HL 断面では，すべての測定値において，測定対象の肥満度

とトルソーのしきい値との交互作用が見られた (周囲長：F 

(5,90) = 5.38, p < .001；周囲長メジャー測定：F (5, 90) = 2.59, p 

< .05；面積：F (5, 90) = 14.97, p < .001)．それぞれの多重比較

の結果を確認したところ，周囲長を測るときに肥満度が標準

以下の群において，すべてのしきい値のトルソーによるデー

タとスキャナによるデータとの間に有意差が見られたが，肥 

満度が標準以上の群では，しきい値 0.4 のトルソーのみスキ

ャナによるデータとの間に有意差は見られなかった． 

面積においては，交互作用が見られたものの，多重比較の

結果では，すべてのしきい値のトルソーによるデータとスキ

ャナによるデータとの間に有意差 (p = .00) がみられたこと

から，肥満度が標準以下の群と標準以上の群の間から顕著な

違いは見られなかった． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（a）       （b）       （c） 
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図 3 トルソーデータのしきい値処理 

（a）しきい値処理前（b）しきい値 0.4（c）しきい値 0.9

（d）完成 3D トルソーデータ 

Fig. 3 Thresholding torso data 

（a）Before thresholding,（b）Thresholding with 0.4 as a 

threshold,（c）Thresholding with 0.9 as a threshold, 

（d）Completed 3D torso data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 発泡スチロールによる個別型トルソー 

Fig. 4 Individualized torso with Styrofoam 

4. 個別型実トルソーの開発 

 個別型実トルソー開発に当たり，評価実験参加者のうち，

身長 165cm，体重 52kg，BMI 19.1，肥満度-13.2%，肥満度の

判定は普通体重を選び，しきい値 0.4 の仮想トルソーの制作

を行った．しきい値 0.4 のデータを用いて個別型実トルソー

** p <.01

しきい値0.5のトルソーとスキャナ .00
しきい値0.6のトルソーとスキャナ .00
しきい値0.7のトルソーとスキャナ .00

しきい値0.4のトルソーとスキャナ .01**

測定方法  P
しきい値0.3のトルソーとスキャナ .00

しきい値0.6のトルソーとスキャナ .00
しきい値0.7のトルソーとスキャナ .00

しきい値0.3のトルソーとスキャナ .00
しきい値0.4のトルソーとスキャナ .90
しきい値0.5のトルソーとスキャナ .00

測定方法  P
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１名分を，発泡スチロール切削加工により，3D プリントし 

た．発泡スチロールを保護するため，スチロール樹脂による

塗装を行った．これにより，適度な強度をもつ理想的な立体

裁断用トルソーの開発ができた． 

4.1  しきい値 0.4 の仮想トルソー制作 

分析の結果，しきい値を 0.4 として平滑化計算を行い，仮 

想トルソーを制作した．反復回数が増えるほど凸凹が無くな

り，角が丸くなる．図 3（a）はしきい値設定前（対称化後），

図 3（b）はしきい値 0.4，図 3（c）はしきい値 0.9 である．し

きい値を調整することにより，ボディの大きさを変更するこ

とも可能である． 

図 3（d）に完成したしきい値 0.4 の 3D トルソーデータを

示す．トルソーの形状は，高さ 758.4mm，幅 430.4 mm，厚み

231.6 mmである．トルソー加工のためボリュームモデルから，

一般の 3D-CAD と互換性のあるファイル形式で保存した． 

4.2  発泡スチロール切削加工による実トルソーの制作  

完成した 3D トルソーのデータを，発泡スチロール切削加

工 8)により 3D プリントした．使用した発泡スチロールの品番

は C-25，発泡倍率は 40 倍，密度 0.025 g/cm3である．加工方

法は，まず後面を加工し，その後前面の順で行った．切削数

値は場所によって 1,000～3,000 mm 程度で調整した． 

ウエストから背中側の下半分を分割して，スタンド用の穴

を開け，貼り合わせた．なお，スタンドはトルソーの形状か

ら，中央につけることが困難なため両足につけた．加工した

後，やすりなどで表面を仕上げた．加工に要した時間は，デ

ータ・加工・仕上げなど合わせて 20 時間程度である．加工後

のトルソーは図 4に示すとおりであり，トルソーの重さは 787 

g であった． 

発泡スチロール切削加工後，表面を保護するためスチロー

ル樹脂を塗装した．スチロール樹脂は，株式会社エポック 9)の

F-13-005 を使用した．その他に，コバルト N 促進剤，硬化剤

FD P-01-010PF が必要である．配合は，作業場の温度 15 ℃～

20 ℃で，樹脂の量 100 g，硬化剤の量 1.0～1.3 cc，促進剤の

量 0.5 cc である． 

ゲル時間 10 分～20 分，硬化時間 45 分～2 時間，完全硬化

は半日～1 日である．樹脂 500 g を 1 カップ配合して，ゲル化

するまでの間に刷毛で塗装した．塗装後のトルソーの重さは，

956 g であり，塗装前より 169 g 重くなっていた．外観は，透 

明で光沢をもち堅くなった．立体裁断のために，シルクピン

が刺さる必要があるため，塗装は 1 回とした． 

これにより，適度な強度をもち，シルクピンが刺さる理想

的なトルソーとなった． 

5. 密着衣料の製作 

 4章で示した評価実験参加者の個別型実トルソーを用いて，

トルソーのパターンを得るために立体裁断で，タイトフィッ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（a）          （b） 

図 5 個別型トルソーのタイトフィッティング 

（a）タイトフィッティング （b）パターン 

Fig. 5 Tight fitting with individual torso 

（a）Tight fitting,（b）Pattern 
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（b） 

図 6 ドレスの製作 

（a）着装 （b）パターン 

Fig. 6 Dress making 

（a）Dressing,（b）Pattern 

1,200 mm 

3,000 mm 

前 横 後ろ 
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ティングを行った．次に，体型に密着した衣料であるドレス

をデザインして立体裁断し，裁断，縫製，試着評価した．評

価実験参加者による，試着評価を行い，体型にフィットする

ことを確認した． 

5.1  タイトフィッティング 

図 5（a）はトルソーを用いて立体裁断するために，2mm の

アイシーテープにより目標線を入れた．次に，ボディのパタ

ーンを得るために，薄手シーチングを用いてタイトフィッテ

ィングを行った．立体裁断は，基本的に女性の場合は右半身

で行う．立体裁断後，ドラフティング（パターン化）し，再度

立体化してチェックした． 

図 5（b）は，ドラフティングされたパターンである．パタ

ーンは，後脇パターンのバストラインから上の傾斜が強く肩

甲骨が張っていることがわかる．その割に，前脇パターンの

バストラインから上の傾斜が弱く，バストがあまり高くない

こともわかった． 

5.2  密着衣料：ドレスの製作  

ドレスのデザインは，身頃を密着させ，ローウエスト切り

替えで下半身までの一部を身体に沿わせた．スカート部分は，

ティアードスカートとした．身頃は，一般的な 7 面構成（前 

中心は輪で裁断）ではなく，密着させて美しいラインを出す

ため 11 面構成とした．衿ぐりは，大きくカットして U ネック

ラインとし，袖はノースリーブとした．切り替え線は，パネ

ルラインとした． 

立体裁断にあたり，上半身はフィットさせ，下半身はギャ

ザーを入るため，上半身は厚手シーチング，下半身は薄手シ

ーチングを用いた．地の目は，身頃縦地，スカート横地とし

た．前身頃のパネルの位置はバストポイントを通るようにし

たため，うまく布が収まった．しかし，後ろ身頃は肩甲骨の

張りが強いため，肩ぐせ分量を衿ぐり，肩幅，袖ぐり，後ろ

パネルへと分散して処理をした．スカート部分は，1 段目縦

200 mm，幅は身頃の付け線長さの 2.8 倍，2 段目は縦 300 mm，

幅は 1 段目のスカート幅の 2.5 倍とした．  

5.3  密着衣料の着装 

密着衣料であるドレスの着装は，図 6（a）に示すとおりで

あり，評価実験参加者が 110 mm のヒールのあるサンダルを

履いて行った．パターンは，図 6（b）に示すとおりであり，

右身頃を表現しており，前中心は輪である． 

5.4  密着衣料の試着評価 

評価実験参加者に，トルソー，ドレス着装についてアンケ

ート，およびインタビュー調査を行った．アンケートは，ト

ルソー，ドレスのシルエット，フィット感，着心地について，

「よかった」，「まあよかった」，「あまりよくなかった」，「よ

くなかった」の 4 段階で聞き，それぞれ自由記述を求めた． 

トルソーについては，前面，後面，側面について「よかっ

た」という回答を得た．「自分の体のシルエットが忠実に作ら

れており，後面から自分の姿をみることができて良かった」

との記述があった． 

ドレスについては，シルエット，フィット性，着心地につ

いて，「よかった」という回答を得た．「体の特徴をとらえた

上で，美しく見えるバランスにデザインされていた」，「衿ぐ

りがあきすぎてしまうことが多いが，しっかりとフィットし

ていた」，「フィット感が丁度よく，スカートの膨らみ具合も

良いことから着心地が良かった」との記述があった． 

6. おわりに 

本資料論文は，文献 1)に関するものであり，同論文の処理

フローを拡張し，人体に も近い形状の立体裁断用個別型実

トルソーが開発できることを示した．  

評価実験参加者 20 名の 3D 計測データを用いて，しきい値

0.3～0.7 の対応のある t 検定，肥満度の 2 要因分散分析を行な

った．その結果，しきい値 0.4 が 3D スキャナで得られた人体

データと も近いことが示された．  

2.2 節でも示したように，ボディ内部のボクセルのスカラー

値を 1，外部を 0 としている．しきい値がこの中間の 0.5 では

なく 0.4 となったのは，内外ボクセル数の比に起因している

と考えられる．外部ボクセルは内部ボクセルを取り囲んでい

るため，常に外部ボクセルの方が内部に比べて多い．内部ボ

クセルから外部ボクセルへ移動するスカラー値の量は，個々

のボクセルの平均値では内部ボクセルの方が多い．このため，

しきい値が 0.5 より小さくなったと考えられる． 

しきい値 0.4 の形状データを，発泡スチロール切削加工に

よって 1 名分を 3D プリントして個別型実トルソーを作成し

た．発泡スチロールを保護するため，スチロール樹脂を塗装

した． 

本個別型実トルソーを用いて，トルソーのパターンを得る

ためにタイトフィッティングを行った．次に，上半身が身体

に密着したドレスをデザインして，立体裁断によりパターン

作成，縫製を行った．試着評価の結果，体型にフィットする

ことを確認した．  

今後は，ボリュームモデルにより左右差を解消したトルソ

ーを用いて，ゆとり量を多くしてさらにバスト・ウエストな

どで適応的に寸法が変化できる，身頃原型などの開発を目指

す． 
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航空力学に基づくパラシュートを用いた昼花火のシミュレーション

矢 花 明 莉† 藤 澤 誠†（正会員） 三 河 正 彦†

†筑波大学

Daytime Fireworks Simulation with Parachute Based on Aerodynamics

Akari YABANA† , Makoto FUJISAWA†(Member) , Masahiko MIKAWA†

†University of Tsukuba

〈あらまし〉 本研究では, 昼花火を物理シミュレーションを用いて CGアニメーションにより再現する方法を提案す
る. 昼花火は打ち上げ花火の一種であり, 中でも本研究は「煙竜」と呼ばれる昼花火を対象とする. 煙竜は, 発煙筒を
つけたパラシュートを打ち上げて, パラシュートの落下とともに煙が描く螺旋状の軌跡を鑑賞する花火である. 提案
手法では, パラシュートのシミュレーションと流体シミュレーションによる煙を組み合わせることで, 煙竜を CGで
再現する. パラシュートのシミュレーションでは, 屋根部分を航空力学に基づく力を考慮したパラシュートモデル, 荷
物部分を自由落下する質点としてモデル化し, 間を繋いでいる紐をバネ・ダンパを用いて表現する. 煙は格子法を用
いた流体シミュレーションによって再現し, パラシュートの荷物部分から煙を噴出することで煙竜のシミュレーショ
ンを行う.

キーワード：物理シミュレーション, 昼花火, 流体シミュレーション, 航空力学

<Summary> This paper proposes a method to reproduce daytime fireworks as CG animation using

physical simulations. Daytime fireworks are a kind of fireworks and this paper focuses on daytime fireworks

called ”Enryu”. Enryu is a firework that launches the parachute with the smoke candle and watch the

smoke follow a spiral trajectory as the parachute falls. In this paper, we simulate Enryu by combining the

simulation of the parachute and the smoke from the fluid simulation. In the simulation of the parachute, the

top part is modeled as a parachute model based on aerodynamics, the bottom part is modeled as a single

mass point, and the string connecting the two part is represented by spring and damper. We simulated

smoke by grid-based fluid simulation, and Enryu is simulated by blowing smoke from the bottom part of

the parachute.

Keywords: physical simulation, daytime fireworks, fluid simulation, aerodynamics

1. は じ め に
近年, 映画やゲームなどのインタラクティブコンテンツに

おいて, コンピュータグラフィクス (CG)技術による表現は
欠かせないものとなっている. 特に自然現象において, アー
ティストの技量や作業量に依存せず高品質なCGを作成する
ために, 物理シミュレーション技術に関する研究が数多く行
われている.物理シミュレーションの対象となる物理現象の
中で, 本研究では打ち上げ花火とそれにより生ずる煙の動き
に着目する．打ち上げ花火の中でも, 音や光を楽しむコンテ
ンツである夜花火は, ゲームやインタラクティブコンテンツ
等で用いられるため多く研究されている1),2). 一方で, 打ち上
げ花火には昼に打ち上げる昼花火も存在する. 昼花火は音や

煙を楽しむコンテンツであり, 現在は秋田県で行われる大曲
の花火大会など, 少数の花火大会でのみ開催されている3). 昼
花火には, 音を楽しむ号砲や万雷, 煙が菊のように広がる煙
菊, 煙が柳のように垂れて落ちる煙柳, パラシュートに発煙
筒をつけて落下させる煙竜などの種類が存在する. 本研究で
は, 物理シミュレーションを用いて煙竜を再現することを目
的とする.

CG分野において昼花火を対象とした研究は少なく, 中で
も煙竜の再現を目的とした研究は我々の調べた限りではまだ
ない. 煙竜は他の昼花火と比べても周りの気流の変化に影響
されやすく, またパラシュートの設定によって見た目の制御
がある程度可能であるため, 煙竜のシミュレーション手法を

               　　-- ビジュアルコンピューティング特集 --
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提案することで, 新たなインタラクティブアートの提案に活
用できると考える.

煙竜は, パラシュートに発煙筒をつけたものを打ち上げ, パ
ラシュートの落下とともに煙が螺旋状の軌跡を描く様子を鑑
賞する花火である. 本研究では, 煙竜をパラシュートのシミュ
レーションと煙のシミュレーションを組み合わせることによっ
て再現する方法を提案する. パラシュートのシミュレーショ
ンでは, パラシュートの屋根部分を航空力学的な力を考慮し
た円形パラシュートモデル4), 荷物部分を自由落下する質点
としてモデル化し, 間を繋ぐ紐をバネ・ダンパを用いて表現
する. 煙は格子法を用いた流体シミュレーションによって再
現する.

2. 手 法
本研究で提案する手法の概要を図 1に示す. 本研究の対象
である昼花火の煙竜は, 発煙筒をつけたパラシュートを打ち
上げ, 落下させる現象である. この再現のため, 本研究ではパ
ラシュートのシミュレーションと煙のシミュレーションを組
み合わせた手法を提案する. シミュレーションはパラシュー
ト, 煙の順で行う. パラシュートと煙のシミュレーションに
ついて, それぞれ 2.1節と 2.2節で説明する.

2.1 パラシュートシミュレーション
提案手法では, パラシュートを屋根部分, 荷物部分, 間を繋
ぐ紐の 3つの部分に分けてモデル化する. それぞれ, 屋根部
分は航空力学的な力である抗力やピッチングモーメントを考
慮した円形パラシュートモデル, 荷物部分は自由落下する質
点としてモデル化し, 間を繋ぐ紐はバネ・ダンパを用いて表
現する.

屋根部分は円形パラシュートモデル4)を用いて, 6自由度の
剛体として扱う. パラシュートの物体座標系から見た 6自由
度の剛体の支配方程式を以下に示す.

Fcanopy = mV̇ +m(Ω× V ) (1)

Mcanopy = IΩ̇+Ω× IΩ̇ (2)

ここで, mは質量, I は慣性モーメント, V は速度, Ωは角速
度である. Fcanopy, Mcanopy はそれぞれ図 2に示すように,

図 1 提案手法の全体像
Fig. 1 Overview of our method

屋根部分にかかる力である抗力とピッチングモーメントであ
り, 重力Gp を用いて以下のように表せる.

Fcanopy = Faero +mGp (3)

Mcanopy = Maero (4)

抗力は, 流体中を物体が運動する際に流れから受ける, 物体
の速度と逆方向の力である.抗力Faeroは,抗力係数CD(αsp),

迎角 αsp, 流体の密度 ρ,ƒ 屋根の投影面積 S0, 対気速度 Vaを
用いて以下のように表される.

Faero = 0.5CD(αsp)ρ||Va||S0Va (5)

式 (3),式 (5)より Fcanopy を求め，それを式 (1)の左辺に代
入し，前進オイラー法で速度V を更新することでパラシュー
トの位置を求める．角速度についても同様にしてピッチン
グモーメントMcanopy から求める. ピッチングモーメント
Maeroは流れから受けるモーメントであり, R0をキャノピー
の通常時の半径とすると以下の式で表せる.

Maero = ρ||Va||S0R0

 Cm(β)
Cm(α)
Cn

 (6)

抗力係数 CD(αsp), ピッチングモーメント係数 Cmは実験的
に求められる値である4).本研究では図 3,図 4に示す文献 4)

の実験データを用いて計算している.

ピッチングモーメントMaero の yaw成分は, パラシュー
トが z 軸周りに回転する力を示す. この力の働き方によって
パラシュートの軌跡が変化し, 煙竜で見られる螺旋を描く様
子を再現することができる.

円形パラシュートの屋根部分, 荷物部分は, 複数本の紐で繋
がれている. この紐の長さが全て等しい時は Cn = 0であり,

式 (6)からピッチングモーメントMaero の yaw成分は 0に
なる. 従って, この場合はパラシュートは螺旋の軌跡を描か
ず, 直線的に落下する. 一方で, 複数本の紐の長さに違いがあ
る場合には, Cn ̸= 0となり, その値によってパラシュートの

図 2 屋根部分にかかる力
Fig. 2 Force applied to the parachute part
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軌跡が変化する. 図 5に (1.0, 0.0, 0.0)の風がある場合の Cn

の値と軌跡の変化の様子を示す.

2.2 流体シミュレーション
本研究では煙を非圧縮性流体として扱い, 流体の支配方程
式としてナビエ・ストークス方程式を用いる. 非圧縮の粘性
流体に関するナビエ・ストークス方程式を以下に示す5).

∇ ·u=0 (7)

∂u

∂t
=−(u · ∇)u− 1

ρ
∇p+ ν∇2u+ Fext (8)

ここで, uは流体速度, νは動粘性係数, ρは空気の密度, pは圧
力, Fextは外力である. また, 数値拡散によって滑らかになっ
た流れに乱流を追加する方法として, Vorticity confinement6)

を用いる.式 (7),式 (8)から求めた速度 uを用いて，煙の密
度 ρs を移流させることで煙を表現する．
煙竜では, 煙がパラシュートの動きに沿って長い螺旋の軌

跡を描くため, シミュレーション空間を広くとる必要がある.

シミュレーション空間全体を高解像度に格子分割して計算す
ることで, 詳細なシミュレーション結果を得ることができる

図 3 抗力係数 CD の実験による計測データ
Fig. 3 Drag coefficient CD measured by experiment

図 4 ピッチングモーメント係数Cmの実験による計測データ
Fig. 4 Pitching moment coefficient Cm measured by ex-

periment

(a) Cn = 0.0 (b) Cn = 1.6 (c) Cn = 4.4

図 5 Cn の値による軌跡の変化
Fig. 5 Trajectory change due to Cn

が, 広範囲のシミュレーションでは計算点が多く, 膨大な計算
時間がかかってしまう. そこで, 物体の周囲にはグリッド幅
が小さいローカルグリッド, 計算空間全体ではグリッド幅が
大きいグローバルグリッドを定義し, 相互に値をやりとりし
ながら流体シミュレーションを行う Overlapping gridとい
う手法7)を用いる.

3. 結 果
本章では,提案手法によって煙竜のシミュレーションを行なっ
た結果を示す. 実験はCPU:Intel Core i7-3630QM 2.4GHz,

メモリ:16GBの環境で行い，GLSLを用いたテクスチャベー
スボリュームレンダリングにより結果をレンダリングした．
図 6にパラシュートの軌跡と煙竜をシミュレーションした
結果を示す. 左側はパラシュートのみをシミュレーションし,

軌跡を白線で示した図, 右側は軌跡に沿って煙のシミュレー
ションを行なった結果である.

図 6から, パラシュートの軌跡に沿って煙が螺旋状の軌跡
を描く, 煙竜のシミュレーションができていることが確認で
きる. パラシュートの軌跡はピッチングモーメントMaeroの
yaw成分に関わる Cn によって変化する. 本研究では Cn を
ユーザ指定のパラメータとしているが, 実際にはパラシュー
トの屋根部分と荷物部分を繋ぐ複数本の紐の長さによって決
まる値のため, より正確なシミュレーションをしたい場合に
は紐の長さと Cn の値の関係を調査する必要がある.

(a) 300ステップ

(b) 370ステップ

(c) 440ステップ
図 6 Cn = 4.2のシミュレーション結果
Fig. 6 Simulation result with Cn = 4.2
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図 7, 図 8にOverlapping gridを用いた場合と, 全て高解
像度でシミュレーションした場合の結果を示す. 計算時間は
Overlapping gridを用いた場合が 1ステップあたり約 42秒,

全て高解像度でシミュレーションした場合は 1ステップあた
り約 260秒であり, Overlapping gridを用いることで, 高解
像度の場合と比べて計算速度が 6.2倍高速になった. 図 8に
示すように, パラシュートから離れた部分では高解像度でシ
ミュレーションした場合の方が細かな乱流が表現できている
ことが確認できる. 一方で, 図 7に示すように, パラシュート
付近では Overlapping gridを用いた場合も乱流が表現でき
ており, 高速性を重視したい場合には提案手法が有効である.

実際の花火大会では, 図 9のように複数の煙竜を同時にあ
げるシーンが多く見られる. このようなシーンを再現するた
め, レンダリング時に場所によって色を変えることで, 色の
違う煙竜が 2つある場合のシミュレーションを行なった結果
を図 10に示す.

(a) Overlapping grid (b) 高解像度
図 7 パラシュート付近拡大図

Fig. 7 Closeup view of the area near the parachute

(a) Overlapping grid (b) 高解像度
図 8 パラシュートから離れた部分の拡大図

Fig. 8 Closeup view of the area away from the parachute

図 9 複数の煙竜 (画像提供:秋田県大仙市)
Fig. 9 Photograph of multiple daytime fireworks ”En-

ryu” (provided from Daisen City, Akita Prefec-
ture)

4. まとめと今後の課題

本研究では, 昼花火の一種である煙竜を物理シミュレーショ
ンを用いて再現する手法を提案した. 煙竜は発煙筒をつけた
パラシュートを打ち上げて, 落下とともに煙が螺旋状の軌跡
を描く様子を鑑賞する花火であるため, パラシュートのシミュ
レーションと煙のシミュレーションを組み合わせることによっ
てその再現を行なった. また, 提案手法を実装し, パラシュー
トのパラメータ変更による軌跡の変化や, 実際の花火大会に
近いシーンが再現できることを確認した.

今後の課題としては, パラシュートのシミュレーションに
関して, 屋根部分と荷物部分の衝突を考慮していないため, 屋
根を紐や荷物部分が突き抜けてしまう場合がある点や, 煙の
シミュレーションに関して, 移流項の計算の際に数値拡散を
防ぐ点が挙げられる. また, 本研究では荷物部分を方向を持た
ない質点としてモデル化している. 剛体としてモデル化する
ことで, 煙が噴出する向きの変化を考慮することができ, より
複雑な煙の動きを表現できると考えられる.また, パラシュー
トの形状と煙のインタラクションを考慮することで, より現
実的な煙竜のシミュレーションを行うことができると考えら
れる. さらに, 試し打ちのためにシミュレーションを利用す
る場合には, 本研究では扱っていない花火の打ち上げや, パ
ラシュートが開く過程の再現も必要となる.

(a) 200ステップ (b) 250ステップ

(c) 300ステップ (d) 350ステップ

(e) 400ステップ (f) 450ステップ
図 10 2つの煙竜があるシーン

Fig. 10 Scene with two ”Enryu”
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イラストに対する液体調動画エフェクトの適用手法 

藤 田 恭 輔† 森 本 有 紀†（正会員） 

†九州大学 

Stylized Liquid Motion Effects on Illustrations 

Kyosuke FUJITA†, Yuki MORIMOTO† (Member) 

†Kyushu University 

〈あらまし〉 イラストを液体のように表現し，水滴が分離するアニメーションエフェクトが様々な作品で見られる．

このようなエフェクトは一般的に Liquid motion などと呼ばれる．Liquid motion は手描き作業もしくは，既存のソフト

ウェアを用いて作成できるが，前者は大変な作業であり，後者は柔軟性に欠け，表現が乏しい．本研究では，イラス

トと水滴の移動経路のパスを主な入力とし，そのようなエフェクトアニメーションを容易に付与する手法を提案する．

弾性体シミュレーションを用いることでイラストと水滴の相互作用的な動きを表し，入力イラストを損なわないよう

にメタボールを適用することで滑らか，かつ，従来の Liquid motion の持つ特徴を再現する． 

キーワード：アニメーション生成，position based dynamics (PBD)，イラスト，liquid motion，メタボール 

<Summary> There are a lot of video works that apply so-called Liquid motion. In liquid motion animation works, illustrations 

move and splash such as liquid. Animators generate such liquid motion animation works by hand or existing softwares however the 

former needs a lot of works and the latter induces inflexible motions and lacks expression. We propose the method to generate such 

effect animation easily from a static image and path to move droplets. In our method, an elastic simulation based on the position 

based dynamics allows expression by interaction between the input illustration and droplets. It also enables not to lack the original 

figures of input illustrations while applying metaballs and represent the features of the existing liquid motion effects.  

Keywords: animation generation, position based dynamics (PBD), illustration, liquid motion, metaball 

 

1. はじめに 

手描きアニメーションや，モーショングラフィックスを用

いた映像作品において，液体の振る舞いを模した，揺れるよ

うな動きや伸縮性，滑らかな分離を特徴とするエフェクト表

現である Liquid motion が見られる（図 1 左）1)-2)．また，この

ようなエフェクトの作成方法の解説動画も多数アップロード

されている．伸縮を伴って移動する液体の塊のようなエフェ

クトや，キャラクターなどの輪郭を揺れるように動かし，飛

沫を発するものなど様々なバリエーションが見られる． 

Liquid motion の作成手法は手描き作業を含むものとそうで

ないものに分けられる．前者はいわゆる手描きアニメーショ

ンであり，動画の各フレームを手描きによって作成する．こ

の作業には習熟した技術と手間が必要である．後者は Adobe 

After Effects（Ae）などのモーショングラフィックス作成ソフ

トウェアを用い，手描き作業を行わずに作成する方法である．

この場合，動画は手描きのものと比較して揺れや伸縮性が乏

しいものとなる．また，分離した水滴とイラスト側の動きは，

それぞれ別に作成する必要がある．更に，作成にあたってい

くつかの機能を複合的に使用する必要があり，制作作業が直

感的でない． 

これまでに半自動的に柔軟で伸縮性が大きい Liquid motion

を作成する手法も検討されており，入力した軌跡上を移動す

る伸縮性の水滴のような表現の生成手法が提案された 3)．し

かし，この手法では丸い水滴形状のみが対象であり，イラス

トへの対話的な影響は扱っていない． 

 

  
図 1 手描き映像作品 3),5)の Liquid motion と本手法の入出力 

Fig.1  Liquid motion in hand-drawn works3),5) and input and  

output images of our method 

 

➡ 

               　　-- ビジュアルコンピューティング特集 --
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本研究では，入力したイラストが部分的に液体でできてい

るかのようなエフェクトを半自動的に生成する方法を提案す

る．液体からの飛沫の分離を弾性体及びメタボールを使って

滑らかに表現し，イラストと飛沫の相互作用による揺れのア

ニメーション効果を位置ベース物理シミュレーションによっ

て付与する（図 1 右）． 

 

2. 関連研究 

既存のソフトウェアである Ae で Liquid motion を再現する

手法 4)ではイラストの輪郭線からの距離を用いて，揺れや分

離・融合表現を付加する．しかし，イラストはパターンの平

行移動により表現され，動きや変形の柔軟性に欠ける．また

作成のための手順が多く，作成に手間がかかる． 

画像をアニメーション化する研究はユーザ・インタフェー

ス（UI）の研究分野で盛んである（図 2）．Energy-Brushes5)で

は，入力パスに沿って移動する複数の小さなベクトル場を用

い，イラストをバネモデルによってアニメーションさせる．

Draco6)ではユーザの入力パスに沿って要素の集合を動かし，

Willett らの研究 7)では，自動で画像から細かい要素を抽出し

て動かす．これらの手法では，泡や水飛沫や舞い散る木の葉

などの集合のアニメーションを素早く作成できる．しかし，

水滴とイラストの滑らかな分離を表現できない．また，実存

するアニメーション効果の再現ではなく，物理シミュレーシ

ョンや平行移動を操作する効果的な UI の提案が主である．

Kitty8)は，要素同士が連動する相互関係を素早く設定できる．

しかし，要素単体を大きな変形や分離はできない． 

本手法では位置ベースの弾性体シミュレーション(PBD: 

Position Based Dynamics) 9)を用い，Shape Matching10) を組み合

わせて弾性体的な特性を表現する．レンダリングは，元のイ

ラストをできるだけ保つよう，輪郭を基にしたメタボールを

使用する．本研究の新規性は，Liquid motion の再現と付与を

目的とした，分離可能かつ物理ベースの相互作用のあるアニ

メーション効果の半自動的生成である．弾性体シミュレーシ

ョンとメタボールを組み合わせ，また，元形状の特徴をなる

べく保つ処理を提案する． 

 

 

 

Algorithm 1    Overview of our simulation  

 

Algorithm 2    PBD 

 

 

3. 本手法 

本手法では任意のベクター画像を入力とし，そのイラスト

の一部が水滴のように分離するとともに，その相互作用とし

て画像が揺れる効果を付与する．画像の揺れは PBD による弾

性体表現を適応する．本手法の概要を以下及び図 3 に示す．

手順 3,4,5,6 は繰り返し行われる． 

1. 入力したベクター画像の輪郭とその内部をサンプリング

する頂点集合𝑷を配置． 

2. ユーザによるパス入力 

updatePath(ref Path, P) //手順 4 

updateDropletsOnPath(ref droplets) // 手順 4 

PBD(ref P, ref droplets) //手順 5 

PBD(ref 𝑷, ref droplets) { 

for all for vertex 𝒙  and velocity 𝒗  in 𝑷 and droplets do 

  𝒗 =k𝒗  //速度の減衰．k∈[0,1]は係数．初期値は 0． 

  𝒑 =𝒙 +∆t𝒗  //予測位置を求める．  

end for   

shapeMatching(ref 𝑷′ ) 

multiClusterShapeMatching (ref 𝑷′) 

distanceConstraint(ref 𝑷′ )//バネらしさ 

cornerPreserveShapeMatching(ref 𝑷′ ) 

initialPositionConstraint(ref 𝑷′)   

for all droplet in droplets do//droplet に輪郭を引き寄せる 

  for all vertices 𝑝  in 𝑷′  do 

 if (distance(𝑝 , droplet .RefPos) < range r)  

distanceConstraint(ref 𝑝 , droplet .RefPos) 

  end for 

   

  //droplet の弾性体シミュレーション 

  for all vertex 𝒅  in droplet .vertices do//位置と向きの制約

 positionConstraint(ref 𝒅 , droplet .RefPos)  

  end for 

  shapeMatching(ref droplet .vertices) 

  distanceConstraint(ref droplet .vertices)  

end for 

 

for all for vertex 𝒙  and velocity 𝒗  in 𝑷 and droplets do 

  𝒗
𝒑 𝒙

∆
 //𝑝 と𝑥 との差分から速度を求める 

  𝒙 𝒑  //𝑝 を𝑥 として確定する 

end for 

} 

(a) Ae 4)      (b) Energy-Brushes 5)       (c) Draco 6) 

図 2 関連手法 

Fig.2  Related works 
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3. シミュレーション及びメタボールのパラメータの設定（初

回の後は任意） 

4. 水滴を発生しパスの始点から終点へ移動させる．パスは𝑷 

に対し常に相対的に初期の位置関係と近くなるようにする 

5. 弾性体シミュレーションの計算 

6. レンダリング 

記号の定義は以下である． 

複数の水滴（droplet）の情報の集合：droplets 

𝑷の内，輪郭頂点のみの集合：𝑷  

𝑷の内，輪郭内部のものの集合：𝑷  

𝑷 の内，鋭角な点の周囲の集合：𝑷  

また，各頂点の位置𝑥 ，予測位置𝑝 ，速度𝑣 ，𝑖 0,1,2… 𝑁

1 ，点の数𝑁，速度減衰係数𝑘 ∈ 0,1 である．なお，PBD の計

算で用いる予測値にはそれぞれ𝑷′のように′を付ける．手順 4, 

5 の処理を Algorithm1,2 に示す．本手法ではイラスト部と水

滴部の大きく二つに分け，それぞれ異なる手法を適用する． 

 

3.1 イラスト部 

イラスト部へエフェクトを適用するにあたり，PBD の計算

点として頂点集合𝑷を作成する．輪郭上の点は角度の閾値を

下回る角点をまずサンプリングし，角点の間を等間隔にサン

プリングする．内部の点は Poisson Disk Sampling で作成する． 

次に，𝑷に対し PBD による弾性体シミュレーションを適用

する．PBD では，弾性体表現を行うための Shape Matching 制

約とマルチクラスターによる Shape Matching 制約，輪郭部の

距離制約を設定する．加えて，元のイラストらしさを保つた

め，角を保持するための制約を設定する． 

3.1.1 マルチクラスターShape Matching による弾性制約 

Lattice Shape Matching 10)では格子状に配置された頂点を対

象とするが，本手法では頂点は格子状に並んでいないため，

クラスターは𝑷 の各点より一定の半径内に含まれる𝑷の

点で構成され，さらに重なって配置する（図 4(a)）．クラスタ

ーごとに Shape Matching により理想位置を計算し，さらに点

ごとにクラスターごとの計算結果を加算平均したものを最終

的な理想位置として算出する．この理想位置と PBD の予測位

置は任意の重みで線形補間することで制約の強さを制御する． 

 

3.1.2 輪郭頂点同士の距離によるバネ制約 

距離制約を隣り合う輪郭頂点間の距離を初期形状の距離に

なるよう設定する．これにより，輪郭にバネのような弾性を

与える．さらに水滴によって輪郭頂点を引き寄せる際に輪郭

同士の近づき過ぎや離れ過ぎを防ぐ． 

 

3.1.3 Shape Matching による鋭角保持制約 

弾性変形の際に輪郭の角が失われるのを防ぐため，PBD 上

で元形状の角を保存する制約を設定する．まず，角の点を隣

接頂点となす角度によって検出する．次に，角点から輪郭線

上の距離が一定以内の周辺の輪郭頂点を一つのクラスターと

し，このような点の集合を𝑷 とする．Shape 

Matching の制約の強さを角からの距離によって重み付けする

（図 4(b)）． 

 

3.1.4 初期位置への固定 

𝑷を初期位置に固定するために PBD 上で位置制約を設定す

る．この制約の強さは，水滴のパスを配置した際にその周囲

の頂点で弱くなるよう設定する． 

 

3.2 水滴部 

イラストより分離する水滴に関する処理について述べる．

水滴はユーザが指定したパスに沿って発生し移動する．パス

の始点は𝑷の内部，終点は外部に位置するものとする．水滴は

移動しながら，終点から一定の距離に到達後，徐々に縮小し，

終点で消える．本稿で示す結果ではこの距離を 40 pixel とし

た．また，水滴の周辺の頂点を，水滴に引き寄せる距離制約

を設定し，滑らかな分離を表現する． 

 

図 3 本手法の手順 

Fig.3  Overview of our method 

(a)              (b)             (c) 

図 4 本手法におけるクラスター(a)，角周辺の重み(b)，パス

と始点の周辺（水色）の点(c) 

Fig.4  Clusters of our method (a), weights of vertices around a 

    corner (b), and a path and vertices around its starting point (c)
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(a) 初期の水滴と位置制約の強さ     (b) 平滑化の適用前後 

図 5 水滴の頂点と代表点及び輪郭の平滑化 

Fig.5  Vertices and a representative point of a droplet, and contour  

smoothing 

 

  
図 6 輪郭線（青線）と濃度場 

Fig.6  Contour lines (blue lines) and concentration fields 

 

3.2.1 パスと𝑷の対応付け 

パスは変化する𝑷に対し，毎フレーム相対的に初期状態と

近い位置に移動する．パスの始点は，始点の周囲の𝑷の頂点群

（図 4(c)）の移動に追従させるよう，周囲の頂点群の幾何重

心に移動した上で，パスと周囲の頂点群の相対的位置関係が

初期状態と近くなるようにパスを始点中心に回転する．角度

は，Shape Matching の剛体位置合わせの手法によって，頂点群

の総合的な回転角を求めることによって計算する． 

 

3.2.2 水滴の弾性体シミュレーション 

水滴の初期形状は円形とし，その構成点は輪郭上のみに配

置する．代表点は初期形状の中心に設定する（図 5(a)左）．代

表点は時間経過とともにパス上を始点から終点まで移動する． 

水滴の輪郭の点は代表点にしたがって動かすため，代表点を

中心に回転させた位置になるよう，位置制約を設定する（図

5(a)右）．この位置制約を設定する頂点は，進行方向前方の半

分の頂点とし，位置制約の強さは進行方向に対して側面に位

置する頂点ほど弱くする．進行方向に対し，垂直方向の位置

の強さを 0 とし，±45 度となる位置の強さを 1 として残りを

補間する．その他の頂点の位置制約の強さは 0 とする．加え

て，頂点全体に対して shape matching，隣接した頂点同士を対

象として距離制約を設定する． 

 

3.2.3 水滴のイラスト輪郭への影響 

水滴がイラストの輪郭部を通過する際に，水滴の代表位置

とイラストの輪郭の点との距離が一定以下になった際に，水

滴の代表点に輪郭の点が近づくように距離制約を設定する． 

 

3.3 滑らかな表現の生成 

まず，輪郭頂点が急激に変形した際に生じる不連続的な形

状を防ぐため，レンダリングの際に𝑷 を平滑化する（図

5(b)）．このとき，角の点のみ平滑化をしないことで，なるべ

く元のイラストの特徴を保つ． 

次に，𝑷 及び水滴の輪郭からの距離場を生成し，濃度

分布関数を適用する．本研究では文献 11)のメタボールの式に

おいて球の半径及び中心濃度を 1 とした濃度分布関数𝐷 𝑟

1.5 1 𝑟 を更に 0-1 の範囲になるようスケーリングし，

𝐷′ 𝑟′ 1 𝑟′ とする．ここで𝑟はメタボール中心からの距

離であるが，𝑟′は輪郭を 0 としてイラストの外側に向かう距

離場の値を正規化したものである．具体的には，輪郭線より

任意の値 rmax までを計算領域として𝑟′ ∈[0,1]に正規化する．

これによって，イラストの輪郭と濃度によって変化する線が

滑らかに連結する．図 6 はイラストの輪郭線とその濃度場を

示す．ただし輪郭線内部及び黒色の部分は濃度の計算対象領

域外である． 

羊のイラストの例では羊のサイズは 300×256 pix，rmax は

イラスト部を 50 pix，水滴を 30 pix，羊以外の結果生成では水

滴の rmax は 12～30 pix を使用する． 

4. 結果 

本手法によるアニメーション結果を図 7,及び図 8 に示す．

結果より，水滴がイラストから飛び出す際に輪郭が伸び，滑

らかに分離していることがわかる．また，水滴が飛び出した

瞬間に，輪郭が反動によって一度凹んだ後，元の形状に戻っ

ている．これにより，弾性体シミュレーションによって目的

としたアニメーション効果が作成できることがわかる． 

また，Ae によりメタボールを用いて作成 4)したアニメーシ

ョンを作成（図 9）し，比較する．Ae によるアニメーション

では，角が平滑化され，輪郭の揺れが水滴の動きに影響され

ないなどの点で本手法と違いがあった． 

なお，図 1 の事例のような長く尾を引く水滴の事例はパラ

メータを変えて作ることも可能であった（図 10）．課題とし

て，パスの曲率が高い場合などに水滴の尾がパスに沿わない

ことなどが挙げられる． 

5. 結論 

イラストから分離する水滴と，その相互作用を考慮した

Liquid motion の効果をイラストに付与する手法を提案した．

弾性体シミュレーションを用い，さらに，イラストの元形状

の特徴を保つための処理をおこない，実在するエフェクトを

ユーザの指定にしたがって高品質かつ手軽に作成することが

できた．本手法では，メタボールを用いているため最終的な

輪郭線を線で描画するには輪郭抽出などを行う必要がある．

その改善が今後の課題である．また，今回は静止イラストを

対象としたが，アニメーションするイラストへの適用も考え

られる． 
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図 7 パスによってイラストから飛び出す水滴 

Fig.7  Droplets popping out of illustration by pathway 

            

(a) クラゲ         (b) ニワトリ（パスあり）         (c) ハートの目 

 
(d) 長髪の人 

図 8 様々なイラストに本手法を適用した作例 

Fig.8  Our results from various input illustrations 

 

 
図 9 Ae（上）と本手法（下）による作例の比較 

Fig.9  Comparison between works by Ae (upper) and ours (bottom) 

 
図 10 水滴が尾を引く本手法による結果 

Fig.10  Our result with long tails with droplets 
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1. はじめに 

周囲の映像すべてが撮影できる 360 度カメラがコンシュー

マカメラ市場に登場してから 10 年近く経過し，その利用シー

ンや活躍分野が SNS，VR/MR などの純粋なコンシューマ用

途から，不動産や建築分野などのビジネス市場へと移りつつ

ある．本稿では 360 度カメラとその利活用の例並びに応用技

術，特に 360 度画像の弱点である画質を向上させるための機

械学習を用いた Image Enhancement 技術について述べる． 

2. 360 度カメラの歴史 

コンピュータ技術の進展により，光学系によって得られた

画像をデジタル処理することにより最終的な像を得ることが

可能となった．これらの技術はコンピューテショナルフォト

グラフィーと呼称される．この技術により従来のアナログカ

メラでは成しえなかった映像表現が可能となってきた．全方

位を撮影表現できる 360 度カメラはコンピューテショナルフ

ォトグラフィーの一例と言える． 360 度カメラは学術的には

Nayar らによって，反射屈折光学系 1)や複数のカメラを用いた

全方位撮影可能なカメラ 2)として提案された． 

3. 360 度カメラ THETA 

リコーは 2013 年，世界初のコンシューマ向け 360 度カメ

ラ THETA3) を開発した．図 1 に 360 度カメラ THETA の外観

と 2 魚眼屈曲光学系の模式図を示す．この図に示した通り，

本カメラは 2 魚眼屈曲光学系によりコンパクトな筐体を実現

している．向かい合わせになった魚眼レンズの光路をプリズ

ムで屈曲させ，イメージセンサーに結像させることにより，2

つの魚眼レンズ間の視差を小さくしている． 

さらに，本カメラは筐体内にて，画像の投影方式変換とス

ティッチングを行うことにより，図 2 に示したような正距円

筒図法の静止画および動画を生成することができる． 

魚眼レンズの間には小さいながらも視差が存在し，またレ

ンズの内部パラメータや組みつけの誤差も存在するため，単

純な投影変換だけでは異なるレンズで得られた画像，特にレ

ンズから距離が近い対象物体についてはその像が一致しない．

そこで，魚眼レンズで得られた 2 つの像でオーバーラップす

る部分を画像として違和感が無いようにつなぎ合わせること

により高品位な 360 度画像を得ることができる．この手法が

スティッチングである．この技術は静止画のみならず動画に

対しても有効であり，各フレームに対してスティッチングを

施すことで，自然な 360 度動画を生成することができる． 

また，重力方向を検知し，360 度画像を単位球と想定し，

重力方向が下方向となるように画像変換を行うことにより，

カメラの姿勢に関わらず正立した画像を得ることができる． 

360 度カメラはその画角の広さから，多くの情報を得るこ

とができるため，物体検知，位置推定，構造推定の効果を高

めることができる．特に THETA では前述の屈曲光学系によ

り，レンズ間の視差を小さくすることができるため，カメラ

中心を点としてみなすことができ，位置推定，構造推定など

の 3 次元復元技術において演算を単純化することができ，処

理構築の観点から有利である． 

4. 360 度カメラの活用 

360 度カメラの活用例として，コンシューマ用途，オンラ

イン地図サービス，遠隔ストリーミング，不動産，建築業界

での活用事例について紹介する． 

4.1 コンシューマ市場での受容 

360 度カメラはまずコンシューマカメラとして市場に受容

された．周囲の状況を含めて共有することで，より高度な臨

場感を伝えることができる点が，ソーシャルネットワークサ

ービス（SNS）で注目された．Facebook や LINE などの多く 
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図 1 360 度カメラ THETA 外観と 2 魚眼屈曲光学系模式図 

 

 

図 2 360 度カメラによって撮影された正距円筒図法

(Equirectangular)による画像 

 

のサービスが 360 度画像をサポートしている．これらのサー

ビスの一部では 360 度画像であることを判定し専用のビュー

アーで閲覧することを可能としている．この場合ユーザーは，

任意の点をフリック操作で閲覧することができる他，端末を

傾けることによっても臨場感ある閲覧が可能となる． 

さらに，360 度カメラは Virtual Reality(VR)と相性が良く，

360 度画像をヘッドマウントディスプレイ（HMD）で閲覧す

る場合は，自身で首を振って視点を変えることにより，任意

の方向を自由に閲覧することができることが特徴である．こ

の場合は，視点の方向移動が可能であるが移動はできないた

め，3DoF の動きとなる． 

4.2 オンライン地図サービス 

360 度カメラは，オンライン地図サービスでのストリート

ビューとしても活用されている．Google Map などでは専用の

機材を装備した自動車でデータ収集を行うが，個人が 360 度

カメラで撮影を行い，アップロードすることも可能である．

これらデータは GPS データと紐づいていることが望ましい．  

Google は自社サービス Street view のために Photo Sphere 

XMP メタデータを策定 4)し Android 端末ならびに多くの 360

度カメラがこれに対応した．このメタデータは 360 度画像特

有の中心方向の記述やデータを開いた際の初期視点や画角の

データを包含している．これらの仕様の一部は国際標準であ

る JPEG 360 (ISO/IEC 19566-6)にも適用されている． 

 

図 3 360 度カメラによる遠隔ストリーミング事例 

 

また Google は，多量の 360 度画像の撮影の自動化，省力化

のために，組み込み Wi-Fi を備えた 360 度カメラを制御する

ための Open Spherical Camera API を策定 5)した． 

4.3 遠隔ストリーミング 

遠隔地の情報共有として動画による双方向通話が広く知

られている．これを 360 度動画によって行うことで，より臨

場感あふれる遠隔共有を行うことが可能となる．スティッチ

ング後の 360 度の正距円筒図法による画像データは一般的な

動画データと同様に矩形であるため，通常の通信手段，例え

ば，WebRTC のような手段によって，遠隔地に転送，閲覧す

ることが可能である．360 度ストリーミングにおいては，カ

メラの画角や方向を気にすることなく，現地の状況が確認で

きるため，遠隔地での監視や検査確認に用いられている．図

3 は土木現場で遠隔監視を行うことが可能な 360 度閲覧シス

テムのプロトタイプである．閲覧に際してはウェブブラウザ

上で表示し，任意の方向を表示できるようにするのが一般的

である．同様にヘッドマウントディスプレイによっても閲覧

が可能である．さらに，高度な表現として，全天球ディスプ

レイと組み合わせることにより，遠隔地とのインタラクティ

ブな双方向 360 度画像コミュニケーションの提案がある 6)． 

4.4 不動産業種での活用事例 

360 度カメラのビジネス利用例としては，不動産業種での

利用例が最も初期から見られ，不動産入居，購入希望者が物

件を閲覧，確認する際に広く利用されている．近年では，不

動産賃貸，売買の際，オンラインの不動産サービスやそれら

を集めた不動産ポータルの利用が一般的になっており，これ

らオンラインサービスで 360 度画像が広く使われている．例

えば，図 4に示すように，マンションの一室を売り出す際に，

部屋毎で 360 度画像撮影を行い，それを間取り図にリンクす

ることで，仮想的なツアー（バーチャルツアー）を作り出す

ことができる．このようなツアーは従来の写真とは異なり，

顧客は見たい箇所を自由に見ることができるので，臨場感あ 
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図 4 360 度カメラによるバーチャルツアーの一例 

 

る体験を与えることができる．また，好きな個所を見ること

ができるため，物件情報の信頼性，透明性確保といった利点

もある．360 度画像中にアノテーションなどで情報を付与す

ることで，より多くの情報を顧客に与えることもできる． 

リコーでは RICOH360-Tours というバーチャルツアーサー

ビスを提供しており，コンピュータビジョン技術，機械学習

技術を組み合わせて，様々なサービスを提供している． 

360 度画像から不動産広告に適した構図を切り出す自動切

り出し機能，人の注目ポイントを検知し注目すべき点を中心

に動画を生成する自動動画生成，自動的にコンピュータグラ

フィックスの家具を配置するオートステージングなどの機能

がある． 

オートステージングサービスについて，以下に解説する．

不動産業種において，物件を販売する際に家具などを置いて，

その物件に住んだ時の具体的イメージをより喚起する方法が

とられており，これをステージングと言う．ステージングは

日本では必ずしも一般的ではないが，中古売買が大きなシェ

アを持つ欧米においては極めて一般的な手段である．ステー

ジングには実際の家具を購入ないしはレンタルし，運び込ん

で設置する手間が必要であるという欠点があり，労力を減ら

すためデザイナーがコンピュータグラフィックスの家具を置

く手法が発展してきた．これがバーチャルステージングサー

ビスである．これは通常画角の写真で始まり，360 度画像に

対しても応用が進んだ．しかしながら，この手法はデザイナ

ーに負荷がかかっていた． 

この手動のバーチャルステージングを自動化したものが，

オートステージング技術である．自動的な家具配置のために

は部屋を空間として把握することが必要であり，そのために

構造検知と物体検知が必要である．図 5 に物体検知と構造推

定の一例を示した． 

360 度画像においては死角が無いことから，部屋の構造検

知が行いやすく，多くの研究がある 7),8)．物体検知によりドア，

窓を検知し，これらを組み合わせて，家具を適切に配置し，

コンピュータグラフィックスとしてレンダリングを行うこと 

が可能となった．図 6 に，オートステージングでの出力例を

示す．このサービスはアルゴリズムによる自動配置であるた 

 
図 5 不動産物件における物体検知（左）と構造推定（右）

の例 

 

 
図 6 オートステージング例 

 

め，異なるスタイルや複数のパターン配置などが低コストで

実現可能である． 

4.5 建築業種での活用事例 

近年，建築・土木業界での 360 度カメラの活用も広がって

いる．建築の進捗管理，記録などで通常のデジタルカメラ画

像は広く使われているが，建築・土木での対象は非常に広い

範囲であり，対象も多いため，通常のカメラだけでは，記録

し切ることが出来ない．そこで 360 度カメラで抜けもれなく

記録する手法が注目を集めている． 

このように撮影された建築現場での記録は，様々な工程に

係る作業者，管理者が閲覧でき，移動工数の手戻りの削減に

寄与し，建築工費の適正化を実現することができる．また，

管理，記録だけではなく，遠隔地での工程検査に用いる試み

もなされている．9) 

さらに 360 度画像による自己位置推定技術(Visual SLAM, 

Visual Odometry)を組み合わせることにより設計図面と紐づ

けを行いより高度な記録を実現しているサービスが提案され

ている．10) 

5.  360 度画像における Image Enhancement 

360 度画像に関する応用技術の一例として， Image 

Enhancement 技術 11)について述べる． 

2魚眼の360度カメラはその画質が低いという問題がある．

これは，1 つの魚眼レンズで，180 度以上の画角をカバーする

必要があり，かつ魚眼レンズのイメージサークルが円形であ

るため，矩形のイメージセンサーを十全に使えず，結果とし

て，単位画角のピクセル数は小さく，低解像度となるためで

ある．これは，物理的，光学的な問題であり，原理的に不可

340

The Journal of the Institute of Image Electronics Engineers of Japan Vol.51 No.4 （2022）



避な課題であるが，この課題を解決する期待は大きい．画質

改善については，デジタル画像処理の分野において超解像な

どの画質改善技術（Image Enhancement）が提唱されており，

これら技術を適用して改善を試みた．超解像， Image 

Enhancement 分野においては，古典的な画像処理技術に基づ

いた研究や，DNN を利用した研究も行われ，進歩が目覚まし

い 12),13)．しかしながら，これら超解像技術，画質改善技術は

実際のカメラによる撮影画像に対して有効でないケースがあ

る．なぜならばこれら超解像技術の多くは元画像を正解とし

た縮小画像からの復元を意図したものであり，現実の光学系

や画像処理による劣化の復元を意図したものではないためで

ある．つまり，360 度画像は光学系，イメージセンサー，ISP

処理を経て得られた画像に対して，湾曲処理，スティッチン

グ処理を経て最終画像が得られているものであるから，一般

的な超解像，画質改善技術とは劣化モデルが異なり，それら

を適用しても良好な結果が得られない． 

そこで 360 度画像と高画質画像のペアからなる Pano-Hi デ

ータセットを作成し，RRDB (Residual in Residual Dense Block)

と畳み込み層を用いた高周波・低周波の画像特徴を同時に扱

える多周波構造を採用した GAN アーキテクチャにて学習を

実行し，360 度画像のエンハンスを高速に行える DNN のアー

キテクチャを開発した．図 7 に示したように，本手法はテク

スチャの精細化や鮮鋭化だけでなく，色収差や光学的欠陥な

どによるノイズなども同時に除去できる． 

6. 今後の展開 

360 度カメラは空間すべてを記録することができる優れた

情報共有手段であり，多くのビジネスシーンでの活用が広が

ってきている．さらに 360 度画像に対して，Structure from 

motionやVisual SLAMのような古典的な手法により三次元情

報を得る手法に加え，機械学習を用いた空間把握や再構成手 

 

 

図 7 360 度画像に対する Image Enhancement 処理結果 

段 14)も提案されてきており，その可能性はより広くなってく

る．特に昨今，現実世界の情報をデジタル化し，仮想空間上

に再現するデジタルツインが大きなトレンドとして注目され

ており，デジタイズ実現の有効な手段として 360 度カメラ並

びにそのデータサービスが位置付けられることが期待されて

いる． 
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第 6 回アレキサンダー・ベイン賞 授賞報告 

The Report of the Sixth Ceremony of Alexander Bain Award  

ベイン賞選定委員会  

Alexander Bain Award Committee 

1. まえがき 

『アレキサンダー・ベイン賞』は今から 9 年前に画像電

子学会に創設された本学会で最も権威のある表彰である．

その創設の経緯については本学会誌通巻 225 号（Vol.42, 

No.4，pp.509～511）の報告記事をご参照いただきたい．ま

た，今回も含めた過去の表彰式形式，受賞者のリストを表

1 に掲げる． 

本年度は選定委員会において，第 6 回の受賞者として小

野文孝 名誉会員並びに松本充司 名誉会員を選出（五十音

順）し, 令和 4 年 6 月 24 日の総会で発表した．表彰式は北

海道斜里町で開催された年次大会二日目の令和 4 年 9 月 1

日 17 時より，会場の公民館ホールとオンラインのハイブリ

ッド形式で行われた． 

受賞者のうち，小野文孝氏は現地で参加され，松本充司

氏はオンラインで参加された．受賞者の功績内容（サイテ

ーション）は以下の通りである． 

小野文孝氏： 『静止画符号化技術の先駆的研究とその国

際標準化および学会活動の貢献』 

松本充司氏： 『情報通信サービス・光無線技術の研究と

国際標準化における貢献』 

表 2 と表 3 に両氏のご略歴の抜粋を掲げる． 

2. 表彰式次第 

当日の表彰式は，まず田中 清 2021 年度会長の開会挨拶，

並びに受賞者業績の紹介のあと，田中会長より両受賞者に

表彰状と記念メダルが直接，及びオンライン形式で手渡さ

れた．引き続き両氏から受賞のご挨拶を頂戴した.その要旨

を次頁以降に掲げる． 

最後に田中会長より閉会の挨拶があり約 40 分で閉会し

た． 会場には多くの年次大会参加者に列席いただき､オン

ラインでは年次大会登録者に加え，一般の方にも参加いた

だいた． 

なお，前回の表彰でアレキサンダー・ベイン賞の受賞者

総数は 10 名となり，英国科学博物館との第一次肖像画使用

契約に対応する記念メダル数（10 個）分は終了した．今回

より第二次（追加 20 個）のメダル授与が始まっている． 

3. まとめ 

これまでの表彰式の形態を振り返ると，表 1 に示すよう

に第 1 回から 4 回までは通常の理事会の終了後に行ってい

る．昨年はコロナ禍の下で初めての表彰行事となり，オン

ライン開催となった年次大会のプログラムに本賞の表彰式

が組み込まれ，総会に先立ち，同一会場で実施された．受

賞者 2 名には直接総会の会場にご臨席いただき，表彰状・

メダルを手渡しし，その場でご挨拶も賜り，オンラインで

年次大会参加者に公開するという形式で行われた． 

今年度は総会と年次大会とが切り離され，北海道で実施

となった年次大会はハイブリッド形式で行うことになり，

本賞の表彰式についてもお一人の受賞者が現地で，もうお

一人がオンラインで参加されるという初めてのハイブリッ

ド形式での実施となった． 

今後については，年次大会と総会の分離を継承する形が

定着するかにもよるが，今回のように多くの参加者が見込

める年次大会の場を選ぶか，確実に直接ご出席いただける

総会とするかの選択になろう．その時の受賞者のご都合も

考慮して実施形式を検討することとなると思われる． 

 

表 1 過去の表彰式 

  表彰式 併催 受賞者（敬称略） 

第 1 回 2013 年 5 月 17 日 理事会 

窪田啓次郎 

小林一雄 

梶 光雄 

第 2 回 2015 年 5 月 15 日 理事会 安田靖彦 

第 3 回 2016 年 5 月 13 日 理事会 

尾上守夫 

南 敏 

第 4 回 2018 年 7 月 20 日 
理事会 釜江尚彦 

富永英義 

第 5 回 2021 年 6 月 25 日 

オンライン 
総会・年次大
会 

西田友是 

小宮一三 

第 6 回 2022 年 9 月 1 日 ハイブリッド

年次大会 

小野文孝 

松本充司 
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表 2 小野文孝氏 ご略歴 
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この度はアレキサンダー・ベイン賞という本学会最高

峰の賞を賜り，この上なく光栄に存じております．また，

本賞の創設者である松本充司先生と同時に受賞させて

いただき，誠に畏れ多い限りです． 

私と画像電子学会との出会いは修士 1 年であった

1971 年の秋，安田靖彦先生に入会をお勧め頂いたこと

に始まります．その結果，創設時の数少ない学生会員の

一人となり，三菱電機に就職後も画像関係の研究を継続

できたことから，ご縁が続きました．中でも，1981 年

の 12 月号に恩師の尾上守夫先生のご推薦で技術者とし

て最初の解説記事を学会誌に寄稿させていただく機会

を頂戴したことは初期の印象深い思い出です． 

学会の理事としては 1991 年から，会計理事，技術専

門理事，編集理事を丁度 5 年周期で仰せつかり，2002

年から 2 年間 企画委員長，2004 年から 7 年間 編集委

員長を務めさせていただきました．その間，副会長も兼

任し，次期会長，会長を務め終えた 2013 年以降も企画

委員会，編集委員会には引き続き顔を出しています．こ

れは事務局のアットホームな雰囲気のお蔭と思ってい

ます．また学会に設立された標準化関連委員会，テレマ

ティクス関連の多数の委員会，ハンドブック等の委員会

にもご指名をいただき参加してまいりました． 

2000 年から東京工芸大学に移り，2014 年には定年を

迎えました．自身の大学院入学から現在までの約 50 年

の技術者人生を振り返るとファクシミリの開発，画像符

号化の研究，国際標準化を三本柱として活動を行って来

たわけですが，それぞれの分野で画像電子学会から，称

号も含めると十指に余る賞を頂戴しました．まさに感謝

の言葉もありません．今後も個人で継続できそうな「符

号化研究」に「学会活動」を加えた領域で可能な限り活

動を続け，少しでも本学会のお役にたてればと存じてお

ります．引き続きどうぞ宜しくお願い申し上げます． 

写真 1 小野文孝氏への表彰状とメダルの授与 

1971 年 東京大学工学部電子工学科卒業 

1973 年 同大学院工学研究科修了 

1973 年 三菱電機 (株) 入社 

1982 年 米国イリノイ大学客員研究員 

2000 年 東京工芸大学 工学部教授 

2014 年 東京工芸大学 名誉教授 

2015 年～ 
2019 年 

東京都市大学 客員教授 

電子情報通信学会 学術奨励賞；画像電子学会 研究奨

励賞, 小林正次技術賞，画像電子技術賞(2)，業績賞，

最優秀論文賞,100 号記念論文賞；文部科学省 発明賞，

科学技術功労者表彰 文部科学大臣賞，工業標準化事業

表彰 経済産業大臣表彰；情報規格調査会標準化功績

賞； IEEE CTSoc Distinguished Lecturer 等受賞;  

IEEE Life Fellow; 電子情報通信学会フェロー；ISO/IEC 

SC29/WG1 JBIG Rapporteur; IEEE Masaru Ibuka Award 

Committee Member, Maxwell Award Committee Member, 

Trans. on CE Senior Editor, CT-Soc BoG Member; 元早稲

田大学招聘研究員．現在 東京大学客員研究員ほか 
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表 3 松本充司氏 ご略歴 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松本充司氏 ご挨拶要旨 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このたびは名誉あるアレキサンダー・ベイン賞を賜

り，大変光栄に存じます．受賞理由として「情報通信サ

ービス・光無線技術の研究と国際情報通信標準化におけ

る貢献」とのご評価をいただき，私の長年継続してきた

研究および本学会活動をお認め頂き感激するばかりで

す．同時に本活動を支えてくださった関係者の皆様に感

謝申し上げます． 

 研究活動はファクシミリの通信方式の普及を目指し

たもので，ファクシミリの国際標準化に関するものでし

た．通信は『いつでもだれでもどこへでも』つながるこ

とが必須で，そのための通信規格の統一が重要で，産官

学が実用化に向けて研究成果を競っておりました．日本

は G3 ファクシミリ装置の国際標準化，実用化に大いに

成功をおさめ，国内産業界も活況を呈し，当時日本製の

ファクシミリ装置は世界中を席巻しました．私は 1970

年電電公社（現 NTT）に入社し，ファクシミリの黎明

期からその普及活動にかかわることが出来，ITU-T での

G3 および G4 ファクシミリの国際標準化（T シリーズ勧

告）の成立に携わることが出来ました．時を同じくして

本学会も 1972 年に創設されており，企業での研究成果

は，同時に ITU および本学会への反映にもつながる活

動でありました． 

 大学に勤務してから光無線技術の研究（Free Space 

Optics）に関わりました．基幹網として導入されている

光ファイバですが，河川，鉄道等の横断，あるいは近隣

の島々にはケーブルの敷設が困難です．このため，この

エリアを無線で実現するために，既存の光ファイバケー

ブルと光無線システムとを接続する研究が課題となり

ました．光では電波法の免許が不要で，通信の法的制限

ありませんが，大気中にレーザービームを通すことで，

霧などや大気の揺らぎ（シンチレーション）等の影響を

受けやすく実用性を研究する必要があります．1 km の

距離で大気の長期の影響を調べ，国内測定では 10Gbps

の FSO 通信の有効性が確認できました．この成果によ

り総務大臣賞が受賞できました．また，2008 年にはこ

の方式でイタリア・CNR（Pisa）との共同実験を行い，

400m区間で 1．28 Tbpsの超高速伝送を実現できました．

これは世界最高速を誇り新聞報道されました． 

本学会の活動では，編集委員，企画委員長，会長職に

携わることが出来ました．特に，2012 年の会長時代に

は丁度学会創設 40 周年にあたり，記念行事として，新

たに本学会の功績賞を創設しました．功績賞の名称は

様々な視点から考えた末，当学会創設の原点であるファ

クシミリを鑑み，その発明者の名を冠した“アレキサン

ダー・ベイン賞”となりました．今後，学会員の皆様に

よる画像電子工学の探求，研究の拡大を通じて多世代の

会員が受賞されることを願っています． 

1970年 3月 
群馬大学大学院工学研究科 修士課程

修了 

1970年 4月 

日本電信電話公社（現 NTT）通信研究

所入所．以来ファクシミリ伝送方式，

通信方式の研究実用化および ITU-T

（CCITT）スペシャルラポータ，SG16

副議長を務めG3, G4ファクシミリやマ

ルチメディアの国際標準化に従事． 

1996年 4月  
早稲田大学 理工学総合研究センター 

教授 

2000年 4月 同 大学院国際情報通信研究科 教授      

2004年 9月 
早稲田大学 国際情報通信研究センタ

ー 副所長  

2008年 4月 

CNIT（National Inter-University 

Consortium for Telecommunication）, 

Pisa/Italy,  Visiting Research Professor                   

2014年 4月 
早稲田大学 基幹理工学部電子光シス

テム学科・教授 

2015年 4月 
早稲田大学名誉教授，理工学研究セン

ター名誉研究員 現在に至る 

画像電子学会 20 周年記念業績賞，画像電子技術賞(2);

日本 ITU 協会 著述賞，業績賞；情報通信月間総務大

臣表彰，関東総合電気通信局長賞;TTC 情報通信技術

賞 総務大臣表彰，ITU Kaleidoscope 最優秀論文賞等受

賞． 

現在： ITU Kaleidoscope 運営委員，ITU-D（アクセシ

ビリティ課題 副ラポータ）， IEEE Life Senior 

Member，画像電子学会名誉員，企画委員会顧問，博

士（工学） 

写真 2 松本充司氏への表彰状とメダルのオンライン授与 
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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）報告 

田中 清（年次大会 副実行委員長） 

大妻女子大学 

The Report of IIEEJ Media Computing Conference 2022 

Kiyoshi TANAKA (Vice-Chair, IIEEJ Annual Conference) 

†Otsuma Women’s University 

 

1.  は じ め に 

2022 年度 第 50 回画像電子学会年次大会（Media Computing 

Conference 2022）が学会創設 50 周年記念大会として，2022

年（令和 4 年）8 月 31 日（水）〜9 月 2 日（金）の日程で，

北海道・斜里郡斜里町のゆめホール知床（写真 1）にて開催

された．主催は画像電子学会で，日本画像学会，日本写真学

会，日本印刷学会が協賛し，2021 年度画像電子技術賞を受賞

された株式会社 AB.do に特別協賛して頂いた．また現地開催

にあたって，斜里町と公益財団法人 知床財団の協力を得た． 

本大会は新型コロナウイルスの市中感染の影響等で現地

参加できない参加者のためにオンライン環境も用意する，ハ

イブリッド開催とした．過去 2 年間の年次大会がオンライン

開催であり，主に対面会合として開催するのは 3 年ぶりであ

ったが，合計 213 名の参加者を集め盛況な会議となった． 

2.  大会概要 

2.1 学会創設 50 周年記念大会 

第 50 回年次大会は，本学会が創設されてから毎年開催さ

れている年次大会の 50 回目の節目に当たり，大会テーマに

「これまでの 50 年・これからの 50 年」を掲げ，関連する特

別講演やパネルディスカッションも開催された．詳細は 3 章

で述べる． 

本大会の開催地には記念大会にふさわしい会場として，

2005 年（平成 17 年）7 月 17 日に世界自然遺産に登録された

知床を有する北海道・斜里町の公民館である「ゆめホール知

床」を選定した．この会議場については丁度 1 年前の 2021

年（令和 3 年）9 月に，本学会主催の IEVC2021（The 7th IIEEJ 

International Conference on Image Electronics and Visual 

Computing）1)の実施を予定していたが，新型コロナウイルス

感染拡大のため直前にオンラインのみの開催となり，開催場

所としては陽の目をみなかったという経緯がある．本大会で

は前年度の準備を活用し，また IEVC2021 の準備に当たって

もお世話になった現地，斜里町及び知床財団の協力を得て，

遂に現地開催を実現できたといえる．一方で，新型コロナウ

イルス感染が収束していない状況において現地での参加が難

しい参加者の事情も考慮し，Zoom2)を用いたオンライン配信

環境を準備してハイブリッド開催とすることとなった．オン

ライン配信環境の詳細については 4 章で解説する． 

2.2 実行委員会 

本大会の実行委員会の体制を表 1 に示す．実行委員長は本

学会前会長の田中 清（信州大学）と IEVC2021 で実行委員長

 

 

写真1  会議会場（ゆめホール知床） 

 

 

表 1  実行委員会体制 

実行委員長 田中 清（信州大学） 

 内田 理（東海大学） 

副実行委員長 金田 北洋（長瀬産業） 

 谷口 行信（東京理科大学） 

 平山 亮（大阪工業大学） 

 児玉 明（広島大学） 

 田中 清（大妻女子大学） 

 日和崎 裕介（NTT テクノクロス） 

プログラム委員長 石川 雅浩（埼玉医科大学） 
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を務めた内田 理（東海大学）が共同で担当し，副実行委員長

は本学会理事，委員長が中心となって務めた．またプログラ

ム委員長は石川 雅浩（埼玉医科大学）が担当した．なお本稿

では実行委員等，大会関係者の敬称を省略する． 

2.3 講演募集形態 

本大会発表への投稿で特筆すべき点は，従来の年次大会の

講演募集と同様の Conference Track に加え，大会講演原稿（2

～4 頁）と共に画像電子学会誌投稿論文として査読を受ける

論文（8 頁以内）を併せて提出する Journal Track を設けたこ

とである．この形態は過去 2 回の IEVC で行なわれており，

発表希望者の増加につながったことから年次大会としては初

めて実施したものである．Journal Track に投稿し，学会誌論

文としても採択された論文は，画像電子学会誌 2023 年 1 月号

に特集として掲載を予定している． 

通常の講演セッションは，一般セッション，学生が発表す

る学生セッション，及び第 2 種研究委員会と企画委員会が企

画した企画セッションとした．これまでの年次大会で実施さ

れてきたオーガナイズドセッションは企画セッションに含め，

運用としてはむしろオーガナイズドセッションに近づけた．

さらに参加費については早期登録者の参加費を割引く早期割

引制度を設け，参加人数を早期に把握し，現地参加かオンラ

イン参加かの希望も知ることで，会議運営に関する準備を円

滑に進められるようにした． 

なお，従来開催してきたポスターセッションは会議開催が

ハイブリッド形式であることもあり，第 49 回年次大会に引き

続き実施せず，全てオーラルセッションとした． 

2.4 大会参加者 

本大会の参加者総数は 213 名にのぼり，昨年よりも大きく

増加した．従来，年次大会は総会が開催される 6 月末頃に併

せて開催することが多かったが，今回は夏休みシーズンに当

たる 8 月末から 9 月にかけて開催したこと，またコロナ禍で

オンライン開催の会合が多い中，開催場所である知床の魅力

もあり，対面開催会合への期待が大きかったことなどが参加

者増の理由として考えられる．参加者数とその内訳を表2に

示す．なお現地参加者は登録時点で 143 名であった． 

 

表 2  参加者の内訳 

 人数 参考：前年度 

参加者数  213 134 

内訳 会員 73 33 

 非会員 34 12 

 会員学生 14 12 

 非会員学生 71 18 

 参与 1 1 

 無料参加 20* 58 
 

*: 招待講演者，被表彰者 等 

3.  開催状況 

3.1 会議構成 

本大会は，2022 年（令和 4 年）8 月 31 日 9:00 からの開会

式で始まり，9 月 2 日 15:00 からの閉会式で幕を閉じた．こ

の間，一般セッションが 6 セッション，学生セッションが 11

セッション，企画セッションが 7 セッション行われ，その他

に招待講演，特別講演，パネルディスカッション，表彰式等

が開催された．各セッションは 3 つの会場（公民館ホール，

会議室 1，会議室 2）に分かれ並行して実施された．タイムテ

ーブルを表 3 に示す． 

3.2 通常講演 

一般セッション，学生セッション，企画セッションの通常

講演の発表件数はそれぞれ順に 31 件，62 件，42 件であった．

企画セッションとしては，企画委員会による「360 度空間コ

ンピューティング」，DMH 研究会による「デジタルミュージ

アム・人文学に役立つ技術」，SIC 研究会の「画層符号化と標

準化 –その歴史と今後–」，AIM 研究会及び DRC 研究会によ

る「建築と画像電子の共通領域・ドローン」が開催された． 

一般セッションと企画セッションの発表 1 件あたりの持ち

時間は 18 分（発表 14 分＋質疑 4 分），学生セッションは 13

分（発表 11 分＋質疑 2 分）であり，各セッションとも活発な

議論が行なわれた．本大会はオンライン参加も許容するハイ

ブリッド開催であり，現地参加者とオンライン参加者の両方

が円滑に会議に参加できるよう配慮した．実際の運用に関し

ては本報告の 4 章を参照いただきたい． 

3.3 招待講演・特別講演・パネルディスカッション 

本大会の開会式では，斜里町の馬場 隆 町長（写真 2）か

ら来賓としてのご挨拶を頂いた．風光明媚な知床の紹介に加

え，2022 年（令和 4 年）4 月 23 日に発生した観光船の沈没事

故への無念さについても言及があった． 

大会 2 日目の午後は，画像電子学会の過去を振り返り将来 

 

 

写真2  ご挨拶を頂いた馬場 隆 町長 
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を考える特別講演とパネルディスカッションが開催された． 

特別講演では，本学会名誉会員である東京工芸大学 小野 

文孝 名誉教授から「学会創設 50 年を振り返る –これまでの

歩みと将来展望–」というテーマで，本学会が創設された経緯，

発足時の主要領域であったファクシミリの技術・市場動向の

推移，その後の関連市場や静止画標準化動向等の解説をして

頂き，画像電子学会の 50 年間の諸活動についても，まとめて

頂いた．最後に将来展望について問題提起をしていただいた． 

引き続き行なわれたパネルディスカッション（写真 3）で

は，「画像電子技術 これまでの 50 年・これからの 50 年」と

題して，主に今後，学会で取り組む技術や学会の運営改善に

関して議論が行われた．モデレータは宇都宮大学 長谷川 ま

どか 教授，パネリストとして企業研究者の立場から NTT 人

間情報研究所 木下 真吾 所長，女性研究者の立場からお茶の

水女子大学 五十嵐 悠紀 准教授，また本学会会長の小林 直

樹（埼玉医科大学教授）が登壇した．ポジショントークでそ

れぞれの研究業績や課題の提起が行なわれた後，画像電子学

会の将来に向けた議論が展開された．特にフロアからはメタ

バースに関して指摘があり，メタバースはファクシミリと同

様，複合技術からなる分野であり，学会で取り扱うことの重

要性についても貴重な示唆がいただけた． 

大会 3 日目に実施された招待講演では，明治大学 荒川 薫 

教授を迎え，「機械学習によるヒューマンセントリック画像処 

 

表 3  タイムテーブル 

 

 

 

 

写真3  パネルディスカッションの模様 

 

9:00-9:15 開会式

9:20-10:40 P1
企画【デジタルミュージアム・
人文学に役立つ技術 (1)】

9:20-10:40 G1 一般【VC(1)】 9:20-10:50 S1 学生【画像処理・認識(1)】

10:50-12:10 G2 一般【画像処理・認識(1)】 10:50-12:05 S2 学生【VC(1)】 11:05-12:05 S3
学生【画像基礎・画像アプリ

ケーション・その他(1)】

13:00-15:00 P2
企画【360度空間コンピュー

ティング(1)】
13:00-14:45 S4 学生【VC(2)】 13:00-14:15 S5 学生【セキュリティ】

15:10-17:30 P3
企画【360度空間コンピュー

ティング(2)】
14:55-17:35 G3

一般【画像基礎・画像アプリ
ケーション・その他】

14:25-15:40 S6 学生【画像処理・認識(2)】

15:50-17:50 S7 学生【画像処理・認識(3)】

9:00-10:20 G4 一般【VC(2)】 9:00-10:30 S8 学生【画像処理・認識(4)】 9:00-11:50 P4
企画【建築と画像電子の
共通領域・ドローン(1)】

10:30-12:25 G5 一般【画像処理・認識(2)】 10:40-12:10 S9
学生【画像基礎・画像アプリ

ケーション・その他(2)】

13:20-14:20 特別講演

14:30-16:10 パネルディスカッション

16:10-16:20 集合写真撮影

16:20-16:40 表彰式

16:40-17:20
アレキサンダー・ベイン賞

授賞式

18:00-20:00

9:15-10:15 招待講演

10:25-11:45 P5
企画【画像符号化と標準化

－その歴史と今後－】
10:25-12:05 G6 一般【画像処理・認識(3)】

13:00-13:50 P6
企画【デジタルミュージアム・

人文学に役立つ技術(2)】
13:00-14:45 S10 学生【VC(3)】

14:00-14:45 S11
学生【画像基礎・画像アプリ

ケーション・その他(3)】

15:00-15:15 閉会式

公民館ホール 会議室１ 会議室2

8月31日 昼休憩

企画【建築と画像電子の
共通領域・ドローン(2)】

9月1日

昼休憩

懇親会 （ガーデンハウス藤苑）

9月2日

昼休憩 10:25-14:40 P7
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理」というテーマで講演頂いた（写真 4）．AI を用いた画像

処理と人間が主観評価で介在する方法について様々な研究成

果を紹介頂き，質疑も活発に行なわれた． 

3.4 表彰式 

大会 2 日目の表彰式ではフェロー称号授与，第 20 回論文

賞，第 9 回西田賞，2021 年度研究奨励賞・優秀研究賞，年次

大会貢献賞，2021 年度画像電子技術賞，研究会若手奨励賞の

表彰が行なわれた．表彰対象者は本年 7 月号の画像電子学会

誌（Vol.51, No.3, pp.198–204）をご参照頂きたい． 

また引き続き，アレクサンダー・ベイン賞の授与式が行な

われた．受賞されたのは，東京工芸大学 小野 文孝 名誉教

授：「静止画符号化技術の先駆的研究とその国際標準化および

学会活動の貢献」と早稲田大学 松本 充司 名誉教授：「情報

通信サービス・光無線技術の研究と国際標準化における貢献」

のお二方で，それぞれ現地及びオンラインで参加いただき，

表彰状とメダルの授与に続き受賞記念の挨拶をして頂いた

（本号 pp.343–345 のベイン賞授賞記事参照）． 

3.5 その他のイベント 

大会 2 日目の 18:30 頃から，会場に近く，宴会施設を有す 

る「ガーデンハウス藤苑」にて懇親会を開催した．過去 2 年

間の年次大会はオンラインのみの開催であったため，対面の

懇親会開催も 3 年ぶりとなった．57 名の参加者が集まり，マ

スク会食ではありながら北海道の郷土料理に舌鼓を打ち，対

面での交流を深めた．また懇親会イベントとして地元斜里町

の保存会による，しれとこ斜里ねぷた 3)の実演（写真 5）も

行なわれ，迫力のある演舞に参加者は圧倒された． 

また会場ロビーにおいては，初日および 2 日目にわたり

2021 年度画像電子技術賞の技術展示が行われ，さらに知床財

団による活動紹介や観光案内，グッズ販売等も実施された． 

4.  配信システムの構成 

4.1 システムの概要 

本大会は，現地参加に加えオンラインでの参加を可能とす 

るハイブリッド開催形式としたため，現地参加者の発表・質

問のオンライン配信に加え，オンラインでの参加者の発表や

質問に対応する必要があった．具体的には，会議会場の映像

音響装置とオンライン配信システムとを組み合わせ，現地で

もオンラインでも，発表スライドが見づらい，音声が聞き取

りづらい，話しづらいなどの不具合が生じないようシステム

検討を行い，事前に現地に出向いて，実地テストも行った． 

まず，発表者は現地参加でもオンラインでも Zoom に接続

して画面共有することとした．これによりオンライン参加者

に対しスライドを提示することができる．また，図 1 に示す

ように会場でプロジェクタ投影する画面を Zoom 経由で受信

した映像とすることにより，原則として Zoom に接続しない

現地の聴講者もオンラインの聴講者と同じスライドを見るこ

とができるようにした． 

音響設備については 3 会場のそれぞれで条件が異なった．

最も広い会場である公民館ホールには，会場設備として音響

装置にオンライン配信装置が組み込まれており，これを利用

した．小規模の会議室 2 は会場内でマイクを必要としなかっ

たため，電話会議に用いるスピーカーマイクを利用した．中

規模の会議室 1 には音響装置はあるものの，配信装置は用意

されていなかった．そのため図 2 に示すように，会場用のマ 

 

写真 4  招待講演の模様（荒川 薫 教授） 

 

 

写真 5  懇親会の風景（しれとこ斜里ねぷた） 

 

 

 

 

図1  発表スライドの共有方法 
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イクと別に配信用のマイクを準備し，発表者は 2 つのマイク

を使って発表を行った． 

4.2 運用結果とトラブル 

Zoom を用いた発表については多くの発表者が慣れており，

問題なく進行できた．Zoom 経由でのプロジェクタ投影につ

いては発表者が投影画面を確認できたため，Zoom による折

り返し遅延を気にすることなく発表を進めることができた． 

Zoom 音声の再生は会場の音響装置を用い，入力も主催者

側で準備したマイクのみで行ったため，音声入出力系統を一

元化することで音声ループの発生を防ぐことができた． 

一方で会場でのネットワーク接続について，会議室 1 及び

会議室 2 では共用のフリーWi-Fi のみがネットワークインフ

ラとして提供されたため，発表中に Wi-Fi 接続が切れる，発

表直前に Wi-Fi に繋ぐことができないなどのトラブルが発生

し，発表を中断せざるを得ない事態も生じた．これは，事前

の負荷試験が十分行えなかったこと，結果的に必要に応じた

ネットワーク増強を実施できなかったことが原因と言え，今

後のシステム構築上の課題としたい． 

5.  まとめ 

2022 年度 第 50 回画像電子学会年次大会は，学会創設 50

周年記念大会として多くの関係者にご尽力いただき，記憶に

残る大会を実現できた．コロナ禍が終息しない中で，3 年ぶ

りの対面主体の会合が開催できたことは感慨深いし，前回の

年次大会に引き続き，VC シンポジウムとは独立した開催と

なる中で，多くの参加者に集まっていただき，年次大会に対

する潜在的な期待の高さも感じることができた． 

今回の大会では現地会場へ足を運べない参加者のために

Zoom を利用してオンライン参加できるようにしたが，現地

設備とオンライン設備を用いた発表や質疑を両立するハイブ

リッド開催の難しさも痛感した． 

また本大会は 8 月末から 9 月にかけての開催となったが，

従来の 6 月末頃よりも参加しやすいという声が参加者の多数

から聞かれた．このため，次年度以降も 8 月〜9 月上旬を開

催時期とすることを検討したい．最後に本大会の全体集合写

真を写真 6 として掲載する． 

末筆ながら，本大会の準備・運営に関わって頂いた皆様，

本大会でご発表並びにご参加頂いた皆様に感謝する． 

参 考 文 献 

1) IEVC2021 実行委員会, “IEVC2021 実施報告,” 画像電子学

会誌, Vol.51, No.1, pp.66–74 (2022). 

2) Zoom Meetings, https://zoom.us/jp-jp/meetings.html (2022). 

3) しれとこ斜里ねぷた , https://www.town.shari.hokkaido.jp/ 

soshikikarasagasu/kikakusomuka/somukakari/918.html (2022). 

 

 

田 中  清  （正会員） 

1992 年 大阪大学工学部通信工学科 卒
業．1994 年 同大学大学院博士前期課程 修
了．同年日本電信電話株式会社 入社．以来，
NTT 研究所にて，ビデオオンデマンドシス
テム，デジタルサイネージシステムをはじ
めとする映像システムの研究開発に従事．
2010 年から ITU-T SG16，W3C を中心に国
際標準化に寄与．NTT サービスエボリュー
ション研究所・主幹研究員を経て，2020 年
4 月より大妻女子大学社会情報学部・准教
授．博士（工学）．本学会，電子情報通信学
会，ヒューマンインタフェース学会，ACM，
IEEE 各会員．本学会 財務理事． 

 

 

図2  会議室 1 の音声共有方法 
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写真 6  全体集合写真 
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東京農工大学 工学部 知能情報システム工学科 斎藤研究室 

北 直樹（正会員）    斎藤 隆文（フェロー） 

東京農工大学 

Saito Lab., Dept. of Electrical Engineering and Computer Science, 

Faculty of Engineering, Tokyo University of Agriculture and Technology 

Naoki KITA (Member),  Takafumi SAITO (Fellow) 

Tokyo University of Agriculture and Technology 

 

1. はじめに 

 東京農工大学は 150 年近い歴史をもつ，農学部・工学部の

2 学部および大学院からなる国立大学である．大学の特徴と

しては次のようなものが挙げられる 1)： 

 教育：少人数教育体制（教員 1 人に対して学生 9 人） 

 進学：高い大学院進学率（約 8 割） 

 研究：高い外部資金獲得状況 

 施設：映画やドラマのロケ地としての実績多数 2) 

府中キャンパスには農学部，そして小金井キャンパス（図

1）には工学部があり，小金井キャンパスは JR 中央線東小金

井駅から徒歩数分の立地である．本学工学部は 2019 年度より，

従来の 8 学科体制から生命工学科，生体医用システム工学科，

応用化学科，化学物理工学科，機械システム工学科，および

知能情報システム工学科の 6 学科に改組され，2022 年度で新

体制 4 年目を迎える．斎藤研究室は知能情報システム工学科

に所属し，主にコンピュータグラフィックスおよび可視化に

関する研究を行っている．本年度は新学科になって初の卒研

生の研究室配属を迎え，2022 年度現在，教授 1 名，助教 1 名

に対し，学部 4 年生 6 名，修士課程 4 名，社会人博士課程 1

名の体制となっている．本稿では，当研究室の概要および研

究内容について紹介したい． 

2. 研究室概要 

 学生は学部 3 年生の「研究室体験配属」を履修することで

研究室に仮配属される．当研究室では学生一人ひとりに研

究・実装対象となるテーマを提供している．学生は，まずは

授業の一環として教員の指導のもとシステムの実装を行うこ

とで研究活動を体験する．学部 4 年生からは体験配属時のテ

ーマを継続して卒業論文研究とするか，新たにテーマを設定

して研究活動に取り組む．研究テーマは教員から提供するこ

ともあるが，ゼミでのディスカッションを通じて決定するケ

ースが多い．当研究室では，普段のゼミは研究トピックの類

似性でいくつかのサブグループに分かれて行い，定期的に全

体ゼミを行う運用を採っている．研究室の様子は YouTube に

公開されているラボツアーでも確認できる 3)．コロナ禍での

撮影のため研究室に集まったメンバーは一部にとどまるが，

大体の様子は伺うことができる．次章では各研究トピックか

ら，特に近年取り組んでいる研究内容を抜粋して紹介する．

その他，研究室に関する情報については当研究室の Web サイ

ト 4)を確認いただければ幸いである． 

3. 研究内容 

近年，当研究室ではデザイン，画像処理，可視化，あるい

は形状処理といったサブグループに分かれて研究を進めるこ

とが多い．ここでは，当研究室の近年の成果からデザインや

画像処理に関する研究内容を 3 件取り上げて紹介したい． 

3.1 ギフトラッピング支援システム 

背景 ギフトラッピングとは贈答用のラッピングのことで，贈

答品を丁寧に包装することにより送り手の謝意や真心を相手

に伝達する際などに用いられる．百貨店や専門店などでギフ

トラッピングを依頼すると，装飾的なパターンが施されたギ

フト用のラッピングペーパーで品物を包装してもらえるサー

ビスがある．包装紙を折ってぴったりと品物を包むようにラ

ッピングを施すわけだが，包装すると，包装紙の端や折り目

を境に模様が不連続になってしまうことが多い．模様が破綻

図 1 東京農工大学小金井キャンパス 
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しないように綺麗にラッピングするためには，少なくとも「包

装の結果，包装紙の端や折り目で模様が破綻しないような品

物の包装紙上の初期配置」を計算した上で包装する必要があ

る．また，「そもそも品物がどのような初期配置であったとし

ても折り目等で不可避的に破綻してしまう模様」である場合

も考えられる．すなわち，包装紙の模様を破綻させることな

くラッピングを行うことは容易ではなく，模様によってはそ

もそも不可能である場合も少なくない． 

提案 そこで我々は，どこでも模様が連続的であるようなラッ

ピングが可能となるギフトラッピング支援システムを開発し

た 5)．図 2 にシステム画面（左図）と提案システムで生成し

た包装紙を用いて箱をラッピングした結果（右図）を示す．

本システムを用いることでギフトラッピングの美的品質が向

上し，相手により丁寧な印象を与えることが期待できる．提

案システムではカラーストライプパターンを対象とし，ユー

ザは贈答品の箱の 3 辺，ストライプの色などを指定する．シ

ステムは「折り目等で模様が連続するようなカラーストライ

プパターンの生成」および「箱の初期配置」を算出する．本

システムは現在も改良を行っており，1 次元カラーストライ

プだけでなく，ある程度の 2 次元パターンを取り扱うことが

可能となっている． 

3.2  セマンティクスを考慮した色候補提示インタフェース 

背景 カラーデザインはプレゼンテーション資料の作成だけ

でなく，様々な場面で重要なタスクである．とりわけ，作図

の際にどのような色を用いるかについては，最終的な見た目

の印象に関わる重要な作業であるにもかかわらず，その効果

的な支援方法にはまだまだ課題がある． 

提案 そこで我々は，ユーザのグラフィックデザインへの着色

タスクの負担を軽減するスマートな色候補提示インタフェー

スを提案している 6)．図3に提案システムのユーザインタフェ

ース（右上）と，システムを用いて着色された結果（下図）

を示す．提案システムは画像中の各シェイプに付与された名

称をもとに，その着色に適した色候補の集合をドーナッツ状

に並べてユーザに提示する（図 3 左上）．色候補は，カラーパ

レットの色集合とパレットのタイトルのペアをもとに学習し

たモデル 6)や，その名称の着色に用いられる色をインターネ

ット上の画像から抽出して学習したモデル 7)を用いて生成す

る．そのため，不自然な色が生成されにくく，典型的な着色

が行いやすい．OS 標準のカラーパレットを用いると，無数

にある色候補から選択して着色する必要があるが，本システ

ムでは典型的な色候補を5色ないし10色提示することで色選

択時の認知負荷，作業負荷を低減している．さらに，修飾語

を付与することで画像全体の雰囲気を統一することができる．

例えば，「春の」や「クリスマスの」といった修飾によって季

節感を考慮した色候補が生成されるようになる．個々のシェ

イプの着色だけでなく，全体調和を考慮した着色により統一

感のある印象の着色が可能となる． 

3.3 モアレ制御の定式化とモーション生成 

背景 周期の異なる模様の重ね合わせで生じる縞模様をモア

レと呼ぶ．写真や映像中に意図せず現れるモアレは忌避の対

象となる場合が多い．他方で，モアレは建築デザインやアー

トにも応用されている．例えば建築物の外壁に対して周期の

異なるパターンを，間隔をあけた 2 層の壁面に施すことで歩

行者が建築物を横切る際にモアレが移動して見える．このよ

うなモアレの移動現象は，外部電源が不要で運用コストがか

からないにもかかわらず誘目性が高いため，建築デザインと

して興味深い対象となっている．しかし，意図した動きを意

図した範囲に生成するような「モアレの制御」には，モアレ

現象に対する理解とその制御を可能とするシステムが必要で

あり，必ずしも容易ではない． 

提案 そこで我々は，モアレの移動現象を制御するための定式

化とその多彩な動きへの応用についての研究を進めている 8)．

提案手法による定式化を用いることで，一方の縞模様を平行

移動した際にモアレの塊を任意の方向に移動する動きを生成

することが可能となる．図 4 では，格子パターンを横方向に

平行移動することで花火の火の粉が軌跡を描きながら次々に

舞い散るモーションが確認できる．平行移動や任意パスに沿 

図 2 ギフトラッピングのためのパターン設計支援システム

図 3 セマンティクスを考慮した色候補提示インタフェース
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った動きだけでなく，途中で逆方向に遡行するような往復移

動や，塊が伸縮するような動きも実現可能である．このよう

な「多彩なモアレのモーション制御が可能な定式化」は我々

の知る限り他に例がなく，オリジナリティの高い研究トピッ

クと言える． 

 定式化に加えて，本研究では動きを付与したい図案に対し，

動き効果の適用範囲を指定することで所望の動き効果を，所

望の範囲で実現するパターン画像を生成するシステムを実装

している．さらに，本システムで生成した画像を透明シート

に印刷することで所望の動きが実現可能であることを現物で

の実験にて検証している．現在は，本定式化の限界を探りつ

つ，より多彩な動きを実現すべく研究に取り組んでいる． 

4. おわりに 

 前章で紹介したように，当研究室では広範な研究トピック

に取り組んでいる．そこに通底する理念は，「自身の身近な疑

問に端を発するトピックについて考え抜く」というものであ

る．学生には，講義や研究活動を通じて学んだことを活用し

て課題（研究テーマ）に取り組むことで実践的なスキルを身

につけてもらいたいと考えている．それは例えば，ギフトラ

ッピング支援システムに見られるように「支援技術を用いる

ことで誠意や真心を今まで以上に上手く相手に伝達できない

だろうか」であったり，あるいはスマートなカラーデザイン

支援システムに見られるように「クリエイティブな作業の中

に点在する典型的タスクは効率化できないだろうか」であっ

たり．さらには，モアレ制御によるモーション生成で「多く

の場合不快とみなされる現象を新たな表現手段として活用で

きないだろうか」ということに着目したように．何気ない事

象に対して一歩踏み込んで考え，取り組むことで新たな世界

の開拓が可能となるのではないだろうかということである． 

東京農工大学では「使命志向型研究」を標榜している．当

研究室でもこの「使命志向型研究」を実践できるよう，そし

てそのような研究を推進できる人材を育成できるように心掛

けている．身近な課題から，果ては人類が直面する課題の解

決に取り組めるよう，今後も教育・研究活動に邁進する所存

である． 
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算術型 MELCODE の開発 

小野 文孝（名誉会員） 

  Development of Arithmetic Type MELCODE 

  Fumitaka ONO (Honorary Member) 

 

1．まえがき 

画像符号化に於いて算術符号は 2 値マルコフモデル情報源

（マルチコンテクスト情報源）の効率的符号化手段としてま

ず注目を浴び，その後 2 値に加え多値，動画の国際標準にま

で採用され，今日に至っている． 

本稿では筆者の研究歴の多くを占める算術符号のうち算

術型 MELCODE についてその開発の経緯を振り返ると共に，

技術的な面についても新たな報告をさせていただく．ご笑覧

いただければ幸いである．  

2．算術符号の歴史 

エントロピー符号化は表形式で表せるブロック符号（画像

のブロックとの混乱をさけるためにハフマン符号と呼ぶこと

も多い）と手続き形式として表す算術符号に分かれる． 

算術符号の概念についてはN. Abramson氏の教科書 1) に紹

介されている P. Elias 氏の数直線符号が最初とされている．算

術符号の具体化に関しては J. Rissanen2,3) 氏, G. Langdon3) 氏，

R. Pasco4) 氏らによる理論的解析と具体的検討が 1976 年頃か

ら行われており，一般にはこの 3 名の貢献が極めて大きいと

されている．ちなみに J. Rissanen 氏と G. Langdon 氏は当時

IBM に所属しており，R. Pasco 氏は Stanford で学位論文 4)を

著わした後，IBM に入社している． 

算術符号の画像符号化への応用については 1981 年のいわ

ゆる LR 符号 5)が最初である．小生はこの論文を読んで，そ

れまで実用化に苦労してきたマルコフモデル情報源の符号化

問題が，一見革命的，一方で情報量が確率の逆数の対数で表

されることからすれば原理的な，シンボル確率に対応した領

域を表すのに必要な桁数を持つ符号語での表現により極めて

エレガントに解決されていることに感銘せざるを得なかった．

やはり同論文に目を通しておられた安田靖彦先生からは筆者

らが開発済であった汎用ブロック符号である MELCODE6)と

の性能比較を勧められたが，その時点では MELCODE の算術

符号型への展開にまでは全く考えが及ばなかった．また，同

業他社の某氏との学会での会話では，内緒と断ったうえで，

この論文の査読を担当したという裏話を明かされたこともあ

った．このように算術符号（LR 符号）は画像符号化の世界

に，衝撃的なデビューを果たしたわけである． 

その後 1983 年春の PCS’83 で，後に ISO の標準化で知己と

なる IBM の R. Arps 氏の算術符号に関するチュートリアルセ

ミナーを聴講し，IBM が算術符号を技術的には勿論，戦略的

にも如何に重要視しているかを印象付けられた．ちなみにこ

の PCS’83 では早くも安田靖彦先生の研究室から算術符号の

多値画像への適用提案が発表された． 

3．算術符号開発の使命 

筆者が算術符号の研究に本腰を入れることになったのは

三菱電機に所属していた 1988 年である．この年の初め，JPEG

の標準化で欧州の ADCT，米国の ABAC，日本の BSPC が最

終候補となり，最も性能の高かった ADCT がモデリングに採

用された 7)．ADCT のエントロピー符号化の必須方式はハフ

マン符号となったが，オプションとして ABAC にも含まれて

いた算術符号を採り入れるという米国提案に異論は出されず，

米国（IBM）はその具体化に活動の舵を切った．IBM が JPEG

の Editor を引き受けたのもその意欲の現れと映った．一方，

日本が提案した BSPC の利点であったテキスト・写真混在画

像の符号化はディザ・網点処理を伴う 2 値画像符号化の中で

実現することとなり，新たな 2 値画像符号化プロジェクトで

ある JBIG の発足が決定した． 

これらの決定は JPEG のモデリング審議で欧州提案の後塵

を拝した米国と日本への配慮ともいえたが，JPEG に提案さ

れていた米国の算術符号（Q-Coder）は 2 値情報源用の符号で

あるので，JBIG にも適用できる．それどころか JPEG ではオ

プションの算術符号が JBIG では唯一のエントロピー符号化

となり，JBIG における最重要技術の位置を占めるであろうこ

とも予想された．このため JPEG に提案された米国の算術符

号を，もし日本がそのまま受け入れれば，FAX への適用も期

待される JBIG 標準において特許も含めた米国技術のリード

を許すことになるという心配が生じていた． 

筆者はそれまで JPEG には参加していなかったのであるが，

JBIG の発足が決まった時点で，MELCODE の開発実績から，

米国に対抗できる算術符号化の提案を期待され，その重圧を

感じつつ JBIG/JPEG 会合に出席することになった． 

さて米国が JPEG に提案していた算術符号である Q-Coder

の詳細は，当時まだ学会発表されていなかったが，こちらが

独自に算術符号を考案する上ではむしろ好都合といえた．そ

355

The Journal of the Institute of Image Electronics Engineers of Japan Vol.51 No.4 （2022）



の後 1988 年 11月号の IBM Journal の特集 8)でQ-Coderの全貌

が明かされている．さて，1988 年の 7 月会合後に参加を要請

され，同年 9 月開催の JBIG 第 1 回会合に新たな算術符号を

用意することは難しく，三菱の JBIG 提案におけるエントロ

ピー符号化はブロック型 MELCODE とせざるを得なかった．

一方，同会合には Q-Coder をエントロピー符号に流用して方

式提案を行う国内機関もあり，日本から独自の算術符号を提

案するにはこれ以上一刻の猶予も許されない状況であった． 

このため，筆者は 9 月会合の期間中も，会議の時間以外は

ブロック型 MELCODE の算術符号化への展開手法に頭を巡

らせていた．これはそのハフマン符号としての効率の維持と

提案としての一貫性の保持を目指したためである．結果とし

て，会議終了迄にキーとなる OHP (Over Half Processing) 処理

の発案が出来，算術型 MELCODE をエントロピー符号化の国

内統一案として次回の 11 月会合に提案することとなった． 

4．算術型MELCODE 

4.1 ブロック型 MELCODE 

筆者がブロック型MELCODEの提案 6)を行ったのは今から

約 45 年前である．当時 2 値マルコフモデル画像の符号化とし

て「予測分割符号化方式」を開発しておりその汎用エントロ

ピー符号としての提案であった．マルコフモデル画像用の符

号としてその頃はランレングス符号が多く用いられていたが，

ランの切れ目は LPS（Less Probable Symbol）であり，LPS の

発生までは符号語が確定しないこと，水平ラインの最後では

強制的にLPSを付加してランを発生させざるを得ないため効

率が低下することなどが問題であった．この問題を解決する

には LPS が発生しなくても MPS（More Probable Symbol）が

所定数連続すれば通報を構成できるようにすればよいことに

気付き，それに基づいて提案したのが MELCODE であった． 

表 1 がその一般形 6)であり，MPS が所定数（M 個）連続す

るか，それまでに LPS が発生するかで通報が完成し，符号が

確定する．表 1ではMPS を 0，LPS を 1として表記している．

M を次数と呼び，M が 2 のべき乗であれば LPS を含む通報

はすべて等符号長になり，そうでなければ LPS を含む通報の

符号長は通報の長さにより 2 通りとなる． 

一方，ランレングス符号としては各種の符号が提案されて

いたが，その中の Golomb 符号 9)は，規則的な構成の符号セ

ットを定義したものであり，MELCODE をランレングス情報

源に適用すると Golomb 符号と符号長が一致するので，

MELCODE はいわば Golomb 符号の拡張といえ，通報をラン

の発生に限定しないことから MPS 確率に基づく最適次数の

選択基準などの解析も容易になるという利点をもたらした． 

なお，マルコフモデル情報源の符号化に MELCODE のよう

に非ランレングス符号を適用する試みは当時必ずしも一般的

でなかった例として，1979 年 11 月に行われた G3 の 2 次元符

号化の標準化審議でドイツから提案された TUH 方式 10)がマ

ルコフモデル情報源の符号化にランレングス符号化を用いて

いたことがあげられる．その結果，標準化審議で基準と位置

付けられていた日本からの提案方式であるREAD方式 11)に対

し極めて低い性能にとどまっている．  

4.2 算術型 MELCODE と OHP 処理 

まず，2 のべき乗次数のブロック型 MELCODE は，これを

算術符号として解釈すると，次数を M として LPS 領域を有

効領域に依らず(1/2M)に固定した算術符号として解釈できる． 

図 1 は 2 次の MELCODE の算術符号化解釈例である．2 の

べき乗次数でシングルコンテクストであれば MPS 領域は常

に最大有効領域の(1/2)以上を確保できるがマルチコンテクス

トでは LPS の領域がコンテクストにより変化し，MPS 領域

が最大有効領域の(1/2)を下回る場合が生じる．この場合に，

「下回る領域の半分を LPS 領域から MPS 領域に移す」12) と

いうのが上で触れた OHP 処理である．この処理の有効性の

説明は文献 12)を参照いただきたい．算術符号化におけるリ

ノーマライズ処理は，使用レジスタ内における有効領域を 2

倍することによる高精度化と，絶対的な領域は保ったままで

表現精度を 2 倍化するという 2 通りの考え方ができる．固定

した LPS 領域を用いると MPS 領域が(1/2)を下回る場合，下

回る分の半分をLPS領域からMPS領域に移すというOHP処

理は，最大領域を二分したときに MPS が含まれている側を，

後者の意味でリノーマライズ化する処理であり，次に前者の

意味でリノーマライズする際には絶対精度の 2 倍化が既に行

われているので本来の精度に戻ると考えることができる.  

なお，OHP 処理において，MPS 領域は(1/4)以上が保証され

るので表現精度は高々1 ビットあげるだけで収まり，このよ

うにすぐに領域が 2 倍化されて精度が戻るので OHP 処理に

より必要精度を上昇させておく必要はない． 

OHP 処理によりマルチコンテクストへの対応が可能とな

るうえ，後述する非整数次数の定義も可能となる． 

 

   
通報 構成シンボル数 符号長 

000･･･000 M 1 
1 1 m 

01 2 
 

・ ・ ・ 

・ ・ ・ 

・ ・ 
 

000･･01 M1 m 

000･･001 M1+1 m+1 

・ ・ ・ 

・ ・ ・ 

000･･･001 M m+1 

   
 

2^(m-1)<M≦2^m 
 

 
M1=2^m-M 

 

表 1  ブロック型 MELCODE 
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ちなみに，Q-Coder は領域割り当てに関して常に LPS 領域 

が固定された算術符号であり， LPS 領域値のセットが，学習

方式と組み合わせて設計されていること，学習をリノーマラ

イズのタイミングと同期させていることなど MELCODE と

は全く異なる設計方針に基いていることを付記しておく． 

4.3  2 のべき乗以外の整数次数 MELCODE 

2のべき乗ではない整数次数のMELCODEの場合の算術符

号化処理については文献 12)でも触れていないので以下に説

明しておく．2 のべき乗ではない整数次数のブロック型

MELCODE では，LPS 領域は必ずしも固定ではなく有効領域

の大きさによって 2 通りの値をとる．図 2 はブロック型の 3

次符号を算術符号と解釈して表記したものである． LPS の出

現確率は有効領域により(2/8,1/6,1/5)のいずれかの値をとる．

LPS が発生すると，リノーマライズした後の有効領域は常に

最大有効領域となる．シンボルあたりの平均符号長は MPS

確率を p とすると(2+p-2p^3)/ (1+p+p^2)で与えられる． 

一方，図 3 はブロック型 MELCODE の 3 次符号とは離れ，

2 のべき乗次数における領域割当方針に倣って，LPS 領域を

(1/6)で固定として算術型MELCODEの3次符号をあらためて

定義し表記した（等分式）3 次符号である． 

LPS の出現確率は有効領域により(1/6,1/5,1/4)のいずれかの

値をとり，この点ではブロック型と共通である．また，LPS

が発生したとき，リノーマライズ後の有効領域はブロック型

とは異なり最大有効領域の 4/6 となる．平均符号長は各有効

領域の滞在確率に基づき計算できるので，シンボルあたりの

平均符号長を求めると，ブロック型 MELCODE の 3 次符号と

一致する．一般に 2 のべき乗ではない整数次数 M に対し領域

割当を 1/2M とする算術型 MELCODE の平均符号長は，M 次

ブロック型 MELCODE の平均符号長と等しくなるといえる． 

4.4 非整数次 MELCODE 

次数が整数に限定されるブロック型 MELCODE で一番効

率が低くなる（無記憶）情報源の MPS 確率 p は 1 次と 2 次

の効率が等しくなる p=(√5-1)/2=0.6168 であり，その効率は

約 96%である．そこで次数の値を任意とできる算術型で LPS

領域を 1/3 とし，1.5 次の MELCODE を設計するとその状態

遷移は図 4 のようになり，シンボルあたり平均符号長 L は

MPS 確率を p として L= (3-p^3+2p^2-2p)/(p^2+2)となる．この

符号に 1,2,3 次符号も含めた MELCODE の符号化効率の比較

を図 5 に示す．算術型 1.5 次符号の導入により最低符号化効

率は 98.5%程度にできる． 

次に，本来のブロック型 MELCODE の定義からは離れるが，

算術型の（n+1/2）次 MELCODE と等しい符号長を持つブロ

ック型符号があれば，逆に，それをブロック型（n+1/2）次

MELCODE と定義してよいといえる．表 2 は，3 次符号の通

報セットのうちの“1”を 1 シンボル拡大し，MPS 確率を(1/4)

の 3 乗根に設定してハフマン符号化した符号で 「近接確率用

符号」13)として紹介した符号でもある．実はこの符号の符号

長は，上記の 1.5 次算術符号と一致することが確認できるの

で，表 2 は 1.5 次ブロック型 MELCODE と呼べよう． 

なお，2 以上の n に対するブロック型（n+1/2）次符号に関

する考察はここでは省略する． 
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5．むすび 

筆者が 35 年近く前に開発した算術符号型 MELCODE につ

いてその取組の背景を振り返るとともにブロック型算術符号

との対応についてこれまでに報告していない結果も含め紹介

した．なお，3 章の話の続きを申し上げると，JPEG/JBIG の

標準化では Q-Coder (IBM)，MELCODE (三菱)，Minimax Coder

（AT&T）の三方式を融合させた QM coder が統一算術符号と

なった．これについては文献 7)を参照頂きたい．続いて，

JBIG2/JPEG2000 では Q-Coder (IBM)，MELCODE (三菱)を融

合した MQ-Coder が標準化された．また，算術型 MELCODE

自体は JPEG-LS の Part2 で採用され，JPEG2000 の Part15 で

ある High Throughput JPEG 2000 ではブロック型 MELCODE

が採用されている． 

筆者にとってはブロック型 MELCODE の開発でエントロ

ピー符号化に取り組むこととなり，その算術型への展開によ

り算術符号化の世界に足を踏み入れ，以後はそれ以外の算術

符号の研究開発にも力を注ぐこととなった． 算術符号につい

てはまだまだ世間に十分周知されていないといえ，今後も研

究と啓蒙をできる限り続けてゆきたいと考えている． 
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理事会だより 

第 329S1 理事会執⾏部会 
１．⽇時：2022 年 08 ⽉ 31 ⽇(⾦)18:10~19:30  
２．場所：ゆめホール知床「会議室２」と Zoom によるオンラインのハイブリッド開催  
３．出席者：理事 17 名 総出席者 22 名 
【会⻑】 ⼩林 
【副会⻑】 齋藤,⾼村,内⽥ 
【編集】 五⼗嵐,吉川 
【企画】 ⾼⽥, 藤澤,謝  
【財務】 ⽥中,辻,⻑尾 
【総務】 寺崎,志⽔,⼭内 
【技術専⾨】坂東,⻑⾕川,丸⼭ 
【地⽅】 横⼭  
【監事】  
＜事務局＞ 浮ケ⾕事務局⻑  
＜オブザーバ＞ 松本元会⻑,⼩野元会⻑, ⽥中前会⻑ 
 
（１） 前回議事録（抜粋）確認 ＜⼩林会⻑＞                      S329-000 
 
議題 
（２） 議題１： 理事会役職の基本的役割について＜⼩林会⻑＞                S329-001 
（３） 議題２： 学会運営・財務適正化 WG の⽴ち上げについて ＜⼩林会⻑＞ S329-002 
（４） 議題３： 学会活動強化 WG の⽴ち上げについて ＜⼩林会⻑＞         S329-003 
５．議事 (司会・議事録：事務局浮ヶ⾕) 
 
 
第 330 回 理事会 
１．⽇時：2022 年 09 ⽉ 16 ⽇(⾦)18:30-20:20 
２．場所：会場（京橋区⺠館）と Zoom によるオンラインのハイブリッド開催 
３．出席者：理事 19 名 
  総出席者 25 名 

【会⻑】  ⼩林 【副会⻑】 ⽇和﨑、⾼村、内⽥ 
  【編集】  五⼗嵐、池⽥、吉川    【企画】  藤澤，平⼭、窪⽥,  井ノ上 
  【財務】  ⻑尾、中村、⽥中 【総務】  寺崎 
  【技術専⾨】坂東、⻑⾕川、丸⼭ 【地⽅】  甲斐 

【監事】  寺⽥ 
＜第 50 回年次⼤会＞ ⾦⽥副委員⻑ 
＜事務局＞ 浮ケ⾕事務局⻑ 
＜オブザーバ＞、⽥中前会⻑、⼩野元会⻑、松本元会⻑ 
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４．議題・資料 
          担当   付番      ⾴ 
(1)前回議事録確認    ＜⽇和崎副会⻑＞     330-001-1   1 
 
承認事項     担当   付番      ⾴ 
(2)議題 1: 50 回記念年次⼤会速報       ＜内⽥実⾏委員⻑・⽥中財務理事＞ 330-002-1   6 
(3)議題 2:ドローンセミナー実施計画について ＜⻑尾委員＞  330-003-1  19 
(4)議題 3: 画像関連学会秋季⼤会実施計画について  ＜事務局＞  325-004-1  21 
(5)議題 4: 副会⻑の担当職務・WG について ＜⼩林会⻑＞  325-005-1  23 
 
報告事項 
(6) 報告１：編集委員会報告   ＜内⽥編集委員⻑＞  325-006-1  25 
(7) 報告２：企画委員会報告   ＜井ノ上企画委員⻑＞ 325-007-1  27 
(8) 報告３：セミナー委員会報告   ＜平⼭セミナー委員⻑＞ 325-008-1  31 
(9) 報告 6：理事会開催年間予定    ＜事務局＞  325-009-1  33 
 
５．議事 (司会：⽇和崎副会⻑, 議事録：寺崎総務理事) 
 
 
第 330S1 理事会執⾏部会 
１．⽇時：2022 年 10 ⽉ 14 ⽇(⾦)18:30-20:15 
２．場所：オンライン(ZOOM)で開催 
３．出席者：理事 15 名 
  総出席者 18 名 

【会⻑】  ⼩林 【副会⻑】 斎藤、⾼村 
  【編集】  吉川    【企画】  ⾼⽥，平⼭、井ノ上 
  【財務】  辻、中村、⽥中 【総務】  村松、⼭内 
  【技術専⾨】前川 【地⽅】  甲斐、横⼭ 

【監事】   
＜事務局＞ 浮ケ⾕事務局⻑ 
＜オブザーバ＞ ⼩野元会⻑、松本元会⻑ 
 

４．議題・資料 
フリーディスカッション    担当   付番      ⾴ 
(1)議題 1: 学会運営・財務適正化 WG 課題の抽出 ＜⼩林会⻑＞         330-S1-1    1 
(2)議題 2: 学会活動強化 WG の課題の抽出     ＜⼩林会⻑＞  330-S1-1    1 
 
報告事項 
 (3)報告 1：フェロー、ベイン賞、技術賞 募集依頼   ＜事務局＞  330-S1-1    3 
 
５．議事 (司会：⾼村副会⻑, 議事録：⼭内総務理事) 
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　　　　　　　　　　     　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

画像関連学会連合会第7回秋
季大会

11月21日（火）,22日
（水）

名古屋大学野依記念学術交
流館

第302回研究会-高臨場感ディ
スプレイフォーラム2022

11月25日（金） 日比谷図書文化館日比谷近
弁ションホール（小ホール）+オ
ンライン

視覚・聴覚・触覚によ
る高臨場感の最前線

共催

VCワークショップ2022 11月25日（金）,26日
（土）

諏訪湖（長野県） 講演登録締切：11/4（金）,参
加登録締切：11/10（木）,発表
資料提出：11/21（月）,発表要
旨提出：12/16（金）

第4回デジタルミュージアム・人
文学（DMH）研究会

予定 未定

第51回VMA研究会/第17回 視
覚・聴覚支援システム研究会

2月予定 未定

第303回研究会 2-3月予定 宇都宮or徳島（予定） 画像一般

第304回研究会-映像表現・芸
術科学フォーラム

3月予定 未定 共催

第5回デジタルミュージアム・人
文学（DMH）研究会

予定 未定

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

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

TEL：03-5615-2893　FAX：03-5615-2894

E-mail：kikaku@iieej.org

http://www.iieej.org/

http://www.facebook.com/IIEEJ

一般社団法人 画像電子学会
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画像電子学会 第 301回研究会（オンライン開催） 

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 10 月 30 日(日) 13:30～16:50，10 月 31 日(月) 9:00～12:10 
 場   所：オンライン開催 
 テーマ：画像一般 
 参加費：2,000 円(予稿集代含む，電子データのみ) 

学生は予稿集のダウンロードが不要の場合は参加費が無料となります。 
 共 催：映像情報メディア学会(映像表現＆コンピュータグラフィックス研究会) 
 参加申込フォーム：https://forms.gle/QZbQcdexVG6sGLif8  

＊資料は研究会開催日の 1週間前からダウンロードできます。詳しくは参加申し込みいただいた方にメールで     
お知らせいたします。  

  
プログラム 
10月 30日(日) 

13:30-13:40                            開会の挨拶          小林 直樹（埼玉医科大学／画像電子学会会長） 

  

13:40-14:40                     セッション 1（映像表現）                     座長：向井 信彦（東京都市大学） 

1. 自由視点映像上の遮蔽された物体の実時間３次元エディット手法 
                 〇平井 諒・藤本 忠博（岩手大学） 
2. 摩擦制約に基づくダイラタント流体のシミュレーション 
                 〇古川 翔大・藤澤 誠・三河 正彦（筑波大学） 
3. 自己視が可能な主体感インタフェースの実現に向けた検討 

-舵角操作時の予測誤差推定－ 
                 〇菰淵 寛仁・丸野 進（追手門学院大学） 
 

14:50-15:30                            【招待講演】                        座長：藤澤 誠（筑波大学） 

4. 深層学習による画像編集技術の発展 
                  飯塚 里志（筑波大学） 
 

15:40-16:40                          セッション 2（CV）                           座長：高田 英明（長崎大学） 

5.  高付加価値リサイクルのための電子基板の文字認識システムの試作 
                 〇成田 舜人・泉 知論（立命館大学） 
6.  高付加価値リサイクルのための電子部品画像の深層学習による自動分類の試行 
                 唐 一鴻・〇泉 知論(立命館大学)  
7.  局所対応関係と Attention機構を用いた乳牛個体識別 
                〇張 非凡・山本 洋太・谷口 行信(東京理科大学) 
 

16:40-16:50               1 日目閉会の挨拶           高田 英明（長崎大学／画像電子学会企画委員長） 

 
 
10月 31日(月) 

9:00-10:00                         セッション 3（3D）                                 座長：藤澤 誠（筑波大学） 

8. 幹推定に基づく欠損領域を含む 3D点群樹木検出手法  
                 〇塚谷 俊介・杉本 祐樹・伊藤 直己・島村 潤（NTT人間情報研究所） 
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9. ステレオ画像のポスタリゼーションと視差精度評価に関する研究 
                〇中家 帆貴・吉田 大海（近畿大学） 
10. 視差精度評価手法に基づくステレオ画像の匿名化に関する研究 
                〇芝﨑 雅人・吉田 大海（近畿大学） 
 

10:10-10:50                            【招待講演】                      座長：高田 英明（長崎大学） 

11. 持続可能な水産養殖に貢献する AI・センシング技術 
                  高橋 康輔 (ウミトロン) 
 

11:00-12:00                       セッション 4（画像応用）               座長：井ノ上 直己（KDDI 総合研究所） 

12.  画像を基にした動物の感情推定手法 
                 〇李 梓俊・張 英夏・向井 信彦（東京都市大学） 
13.  樹木シミュレーションに基づくリアルタイム環境音合成システムの開発 
                 〇松浦 一輝・藤澤 誠・三河 正彦(筑波大学) 
14.  オブジェクト分析設計による哲学的方法に関する一検討 

－プロテスタンティズムの歴史哲学的発展の考察－ 
                 〇大野 邦夫（モナビ IT コンサルティング） 
 

12:00-12:10               閉会挨拶             向井 信彦（東京都市大／映像情報メディア学会 
                    映像表現&コンピュータグラフィックス研究会幹事） 

 
 
 
【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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高臨場感ディスプレイフォーラム 2022 
（画像電子学会第 302回研究会） 

日 時 ２０２２年１１月２５日（金）10:25 - 16:35 
場 所 日比谷図書文化館 日比谷コンベンションホール（大ホール）+オンライン配信あり 
参加費(予稿集付)：有料（ホームぺージでご確認ください） 
参加申込フォーム：準備中（ホームぺージでご確認ください）  
申込締切：11/21（月） 
＊資料は研究会開催日の 1 週間前からダウンロードできます。詳しくは参加申し込みいただいた方に

メールでお知らせいたします。

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

スプレイ研究委員会,立体映像技術研究委員会）, 画像電子学会（企画委員会）,日本バーチャルリアリティ学会,

電気学会（電子デバイス技術委員会 第四期次世代インタラクティブディスプレイ協同研究委員会）, 電子情報通

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

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

照明学会（固体光源分科会）,電子情報通信学会（画像工学研究専門委員会）,日本映画テレビ技術協会,日本液晶

学会,日本光学会（ホログラフィックディスプレイ研究会）,超臨場感コミュニケーション産学官フォーラム（順

不同） 

テーマ：視覚・聴覚・触覚による高臨場感の最前線

10:25-10:30 開会挨拶 辻 博史（NHK放送技術研究所） （ 5分 ） 

(1)10:30-11:10
［招待講演］触れる動的プロジェクションマッピングの実現

○橋本直己（電通大）

(2)11:10-11:50
［招待講演］リアル、バーチャル、両面のアプローチから目指す、Radical Realityの世界

○松山周平（ティーアンドエス）

11:50-13:00 休憩 （ 70分 ） 

(3)13:00-13:40
［招待講演］立体音響のコンテンツ制作

○亀川 徹（東京藝術大）

(4)13:40-14:20
［招待講演］アニメのようなメイドロボットが給仕するメイドロボカフェの実現に向けて ～ メイ

ドロボットましろの開発と現状 ～            ○山上紘世（MaSiRoプロジェクト）

14:20-15:10 休憩とデモ展示 （ 50分 ） 

(5)15:10-15:50
［招待講演］曲げられる、丸められる、音を出せるディスプレイ ～ フレキシブルディスプレイを

生かした新たな視聴体験のために ～               ○薄井武順（NHK） 

(6)15:50-16:30
［招待講演］高い実在感をもたらすディスプレイの開発とその活用

○中畑祐治・中村知晴・青山幸治（ソニーグループ）

16:30-16:35 閉会挨拶 牧田孝嗣（キヤノン） （ 5分 ） 
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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」「ショートペーパー」を受け付けます。他の種目については、編集幹事が内容を確認した上

で、受け付けるかどうかを決定します。 

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 2023 年 10 月号予定（電子版） 

 

4. 論文投稿締切日    2023 年 3 月１０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（東京大） 

ゲスト編集幹事  石川 知一（東洋大） 井尻 敬（芝浦工大）  佐藤 周平（法政大） 

365



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 

 
2022 年 10 月 28 日 

       一般社団法人画像電子学会 
会 長 小林 直樹 

 
 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，2023 年 2 月 17 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］ 
2023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）              (      ) 

 

 

371



          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：2023年2月17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：通常総会もしくは年次大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，2023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＞ 

2021年：３次元データ空間の歪み検出・補正およびスケール付与システム 

                            ＜青木 勝彦(株式会社AB.do）他＞ 

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＞ 

 

                   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，毎年通常総会もしくは年次大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： 
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以下の各項目にご記入ください。   

・画像電子分野との関連性     

  

  

  

  

  

  

・新規性     

  

  

  

  

  

  

・有効性     

  

  

  

  

  

  

・販売，採用などの実績     

  

  

  

  

  

  

・参考となる資料     
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2022年度フェロー候補推薦募集 

2022年10月28日 

一般社団法人画像学会 

会 長 小林 直樹 

      

 

 

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，2023年2月17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

（https://www.iieej.org/admission/fellow/）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2023年の総会もしくは年次大会で行う予定です． 

以上 

 

 

  

375



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，2023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（2023年選出の方は，2023.6.総会日～2025.6.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：2023.2.17(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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○新入会員紹介（2022 年 9 月 30 日） 
 
学生会員 
深見 哲弘（東海大学） 
中村 知亜梨（東海大学） 
彭 錦程（秋田県立大学） 
原 朱音（お茶の水女子大学） 
平井 諒（岩手大学） 
 
 
正会員 
入江 寿弘（日本大学） 
紺野 剛史（富士通株式会社） 
吉野 勝（ワインフーヅ） 
 
 
○会員現況 
 
名誉会員      17 名 
正会員       504 名 
学生会員     47 名 
賛助会員     20 社 30 口 
特殊会員     32 件  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

令和 4 年 10 月号をお届けします．本号では，ビジュアル

コンピューティング特集号として 4 件の論文を掲載していま

す．本特集は，コンピュータビジョン，コンピュータグラフ

ィクス，および，関連の画像処理に関する幅広い分野を対象

として 1995 年より毎年実施されており，今年は 28 回目に当

たります．今回は，フルペーパー・ショートペーパー・資料

論文合わせて 9 件の投稿がありました．採録された 4 件の論

文タイトルは，「Dual Attention 機構を取り入れた時空間グラ

フ畳み込みネットワークによる歩行からの感情認識」，「ボ

リューム処理に基づく個別型実トルソーの開発と密着衣料デ

ザインへの応用」，「航空力学に基づくパラシュートを用い

た昼花火のシミュレーション」，「イラストに対する液体調

動画エフェクトの適用手法」であり，感情認識・シミュレー

ション・イラストエフェクトなど多様な分野に関する論文が

揃いました．また，学会創立 50 周年の招待論文の最後として

第 4 弾となる「光線再生によるフルパララックス 3 次元映像

表示技術」を掲載しております．是非ご一読ください． 

 さて，令和 4 年 8 月 31 日から 9 月 2 日まで，本学会の第

50 回年次大会が「ゆめホール知床」にて開催されました．発

表件数は，学生セッションが 62 件，一般セッションが 31 件，

企画セッションが 42 件，さらに招待講演，特別講演，パネル

セッションなども企画し，現地参加だけでなくオンライン参

加も可能なハイブリッド形式で実施されました．参加者は例

年を大幅に上回る 213 名となり，50 周年記念の大会にふさわ

しい盛況でした．本号にはその報告を掲載しております． 

また，令和 4 年 10 月 5 日から 10 月 8 日にかけて，画像電

子学会ビジュアルコンピューティング研究会・情報処理学会

CGVI 研究会・映像メディア学会 AIT 研究会の共催で，Visual 

Computing 2022 が京都国際会館にて実施されました．今年は

VCC (VC communications)とも共催し，Pacific Graphics 2022 と

も併催するという一大イベントとなりました．Visual 

Computing2022 には，25 件の論文投稿があり，Long 発表とし

て 7 件，Short 発表として 12 件が採択されました．これに加

えて，ポスター発表 57 件，SIGGRAPH 招待講演 9 件，国際

論文誌・国際会議招待講演 14 件の発表があり，3 年ぶりのオ

ンサイトということもあり，400 名以上（学生 240 名）が参

加し，大盛況となりました．コンピュータビジョン・コンピ

ュータグラフィクス・画像処理分野における今後の盛り上が

りが大いに期待されます． 

コロナの感染者数自体は依然高止まりといえますが，報道

での取り扱いも変わってきましたし，最近ではマスク不要化

のタイミングも話題になっています．現代の人類にとって初

めての世界的なパンデミックといえるコロナ禍の発生から 3

年近くを経て，学会もハイブリッドやオンサイトでの開催が

増えてきました．間もなく間違いなく終息に向かうことを祈

りたいと思います．        （編集理事 井尻 敬） 
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