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影付け平面を用いた複合現実感における高速陰影表現手法
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�� ま え が き

近年，現実世界とコンピュータグラフィックス（��）によ

って表現された仮想世界を融合する複合現実感（��� �����

�������）に関する研究が盛んに行われている ��～��．��で

は，ヘッドマウントディスプレイ（���）等の表示装置を

用いて，現実世界の撮影画像に��を重ね合わせることに

より，あたかも��で描いた仮想物体が現実世界に出現し

たかのように見せることが可能である．��は，工業・教

育・医療・建築分野等への応用が期待されており，より現

実感の高い合成画像が求められるようになってきている．

��において仮想世界と実世界の違和感のない合成を行

うためには，仮想物体と実画像との間の光学的整合性を満

たすことが重要である ��．光学的整合性を実現するために

は，仮想世界と実世界の色・明るさ・陰影等の条件を一致

させる必要がある．すなわち，ある特定の光源環境の下で，

仮想物体と実物体の表面における陰（�����）を一致させ

るとともに，両者が光を遮ることによって互いに落とし合
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う影（������）を表現しなければならない．

従来より ��の分野では物体の陰影付けに関する研究が

盛んに行われている ��～��．しかし �� における陰影付け

は，��における単純な陰影付けと異なり，�） 実時間で

処理を行い，�） 実世界の光源環境に対応し， ） 実・仮

想物体相互の影付けを表現しなければならない，という課

題がある．

��における光学的整合性の実現に関して，これまでに

多くの研究がなされている ��．実世界の光源情報を取得す

る方法としては，ビデオカメラを用いる方法 ���	�，鏡面球

を用いる方法 ����
�，光センサを用いる手法 ���，物体の影

を分析する方法 ��� 等が提案されている．

また影付けに関しては，シャドウマップ法やシャドウボ

リューム法を用いる手法 ������が提案されているが，これら

は仮想物体のソフトシャドウを表現することができず，合

成画像の写実性に乏しいという問題がある．一方，実世界

の高ダイナミックレンジ画像を用いて仮想物体を埋め込ん

だシーンの大局照明を計算し，仮想物体のソフトシャドウ

を生成する手法を提案されている ���．しかしこの手法は実

時間での処理が難しいという制約がある．一方，あらかじ

め前処理で生成しておいた基礎画像を線形結合することに

よって，仮想物体のソフトシャドウを高速に生成する手法

が提案されている �����．これらの手法は，前処理における

基礎画像のレンダリングにラジオシティ法等を利用し，写

実的な合成画像を生成することができる．しかし，カメラ

の位置が固定された画像ベースの手法であるため，ユーザ
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図 � 影付け平面を用いた影付け
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は視点を変更することができない．

本稿では，��における光学的整合性問題を解決するた

め，シーンの  次元モデル周辺に仮想的な平面状の物体（以

下，影付け平面と呼ぶ）を配置し，この平面群に対して物

体の影を表す画像をテクスチャマッピングすることによっ

て，実光源環境に対応した物体のソフトシャドウを高速に

表現する手法を提案する．本手法は従来手法に比べて次の

二つの新規性がある．

�影付け平面によって視点変更が可能．

��!"による実時間処理が可能．

本手法は前処理段階で影付け平面をシーンに配置し，実

光源環境を近似した基礎光源によって物体の影を生成して

基礎画像として蓄える．逐次処理段階では，魚眼レンズ付

きカメラを用いて取得した全方位画像から実世界の光源分

布を推定し，基礎画像と放射輝度パラメータの線形和を求

めることによって任意の光源環境に対応した影画像を生成

する．次に，図 �に示すように，影画像を影付け平面にマッ

ピングし，アルファブレンドすることによって物体表面の

影を表現する．本稿で提案する影付け手法は，画像ベース

の従来手法 �����と異なりモデルベースであるためユーザの

視点変更が可能である．また基礎画像の合成は単純な線形

結合演算であるため，�!"のシェーダ機能を用いて実時

間で行うことが可能である．そのため本手法は，従来手法

と比べて屋外などの光源環境が変化するアプリケーション

に有効である．

以降，第 �章では提案手法の処理の流れについて概要を

述べる．第  章では，影付け平面の生成方法および�!"

による基礎画像の合成とアルファブレンディングによる影

付け方法を説明する．第 #章では，基礎光源および基礎画

像の生成方法，実光源環境の取得と放射輝度パラメータの

計算方法について述べる．第 $章では，室内・屋外環境に

おける提案手法を用いた実・仮想物体の合成実験の結果を

示す．最後に第 %章でまとめと今後の課題について述べる．

�� 概 要

提案手法の処理の流れを図�に示す．まず（�）前処理段

階で実・仮想物体の  �モデルを分割し，各部分の凸包か

ら影付け平面を生成する．次に（&）実光源環境を近似した

基礎光源を作成し，（�）基礎光源を用いてシーンをレンダ

図 � 提案手法の処理の流れ
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リングする．そして影付け平面に落ちる物体の影を基礎画

像として蓄積する．

逐次処理では，まず（�）魚眼レンズ付ビデオカメラに

より実光源環境を撮影し，放射輝度パラメータを計算する．

次に（�）仮想物体のシェーディングを行うためにシーンの

仮想光源を設定する．また（'）放射輝度パラメータと基礎

画像・拡散反射成分の線形和を �!"で計算し，影画像を

生成する．そして（(）影画像を影付け平面にマッピングす

る．最後に（�）仮想物体と影付け平面を含むシーンをレン

ダリングし，実画像と合成する．

�� 提 案 手 法

本節では，本稿で提案する影付け手法の概要と利点につ

いて説明する．また，影付け平面の生成方法および基礎画

像の合成と，影付け平面へのテクスチャマッピングによっ

て影を表現する方法について述べる．

�� � 提案する影付け手法の利点

本稿で提案する影付け平面とは， 次元モデルの表面上

に配置した平面状の仮想物体である．この平面群に影の画

像をマッピングし，物体表面とアルファブレンドすること

によって，実・仮想物体が相互に投げかけ合う影を表現す

る．影付け平面は仮想物体自身のセルフシャドウ，仮想物体

が実物体に落とす影，仮想物体が実物体から受ける影，の

 種類の影を表現することが可能である．

提案手法は従来の影付け手法と比較して，ソフトシャド

ウを影画像のマッピングによって，高速に生成できるとい

う利点がある．また影付け平面は  �モデルの微小な形状

差異を �枚の平面内に含み，ユーザの視点からは見えない

モデル凹部の影を省略することができる．さらにユーザか

らの見え方に応じて遠景・近景のモデルに適応的に配置す

ることができる．なお，影付け平面はシーンの幾何形状に

対して前処理段階で配置するため，モデルの移動・変形を

伴わない静的なシーンにのみ適用可能である．

��における影の精度を評価する方法としては，実遮蔽

物体と仮想遮蔽物体によって生じる影の誤差を比較する方
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図 � 影付け平面の生成
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法 ���があるが，実際のアプリケーションではユーザが経験

する主観的な現実感が重要である．そこで提案手法の有効

性を確かめるため，ユーザによる合成画像の主観評価実験

を行った．実験結果については $) 節で述べる．

�� � 影付け平面の生成

影付け平面は実・仮想物体の幾何モデルから生成する．実

世界の  次元幾何形状を取得するには，手作業によるモデ

リングや，レンジセンサを用いた  次元モデルの自動生成

手法 ������ 等を利用する．影付け平面を物体の凸包から生

成することによって，物体表面の凹凸を少ないポリゴン数

で近似的に表現することができる．

提案手法では，図 �（&）に示すように  �モデルを任意

の部分に分割し，分割後の各部分から凸包を生成する（図

 （�））．モデルの分割は凸包が物体表面となるべく一致す

るように，ユーザが手作業で行うものとする．次に各部分

の凸包から面積の大きい主要な面を抽出し，これを影付け

平面として用いる．コーナ部分の微小な凸面等は，ユーザ

視点からの可視性を考慮して適宜除外する．以上の手順に

よって任意の数の影付け平面を生成することができる．

�� � 影付け平面と物体表面のオフセット距離

物体表面に落ちる影を正確に表現するために，影付け平

面は物体表面の近傍に配置する．ただし図 �に示すように，

図 � 物体表面に対する影付け平面のオフセット配置
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物体表面との *+,(����(（複数の面の *バッファ深度が近

接しているために隠面消去が正確に行われず，表示上のち

らつきが生じる問題）を避けるため，システムの*バッファ

のビット数に応じて影付け平面を視点方向に適切な距離だ

けオフセットする必要がある．-���.では，*軸負方向

を向いたカメラの ���/クリップ平面を �，'�/クリップ平

面を �，物体の *座標を ���� とすると，射影変換後の正

規化装置座標における *座標 ����は以下の式で表される．

���� 0
���

1� � �2����

3
� 3 �

� � �
1�2

さらに ���/クリップ平面の深度値が 4，'�/クリップ平

面の深度値が � となるようにビューポート変換を行うと，

���� に対応する深度値 �は以下のように求められる．

� 0
���� 3 �

�
1�2

0
���

1� � �2����

3
� 3 �

�1� � �2
3

�

�
1 2

式  によってカメラと物体表面との距離に対応した深度

値を求め，深度値に差異を生む動作環境固有の最小距離を

オフセットすることによって，物体表面に対する影付け平

面の最適な位置を決定することができる．なお-���.で

は (�!���(��5���関数を使用することによって以上の処

理を行うことが可能である．

�� � アルファブレンディングによる影付け

実・仮想物体表面上のある点における放射照度を�とす

る．この点が影付け平面� ��	��

� によって影付けされた後の

放射照度を��とする．��は基礎画像の合成画像
�

��	����

と拡散反射成分の合成値
�

��	���� を用いて以下のように表

される �	�．

�� 0 �

�
��	�����
��	����

1#2

本手法で提案する影付け平面とのアルファブレンディン

グによる影付けを実現するため，影の強度を表す影画像

���	��
� を次のように定義する．

���	��
� 0 ��

�
��	�����
��	����

1$2
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図 � 影画像の作成と影付け平面へのマッピング
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式 $において，影画像 ���	��
� の中の強度 �となる画素

は本影（完全に物体に遮られた影）となる部分を示し，強

度 4となる画素はまったく影の落ちない部分を示す（図 �

（�））．

本研究では図 $（&）に示すように，影付け平面 � ��	��

�

に影画像 ���	��
� をアルファ値としてマッピングすること

により，物体表面上における影を表現する．ここで影付け

平面は反射率 4の物体とする．影付け平面と物体表面のア

ルファブレンディングを行うことにより，物体表面の放射

照度 �� は以下の式で表される．

�� 0 �1�� ���	��
� 2 3 � ��	��

� ���	��
� 1%2

式 %において，影付け平面 � ��	��

� の反射率は 4と仮定

したため，� ��	��

� ���	��
� 0 4となる．すなわち，

�� 0 �1�� ���	��
� 2 162

式 6に式 $を代入することにより式 #が得られる．つま

り影付け平面に覆われた物体表面の放射照度は影画像の強

度によって減衰し，他の物体による影付けの影響を表現す

ることができる．

最後に，実画像を背景とした状態で仮想物体と影付け平

面を含むシーンのレンダリングを行ない，合成画像を生成

する．影付け平面は仮想物体と実物体のどちらを覆う場合

でも，画素値を減衰させることにより影を表現することが

可能である．

�� � ��	による基礎画像の合成

物体に対して�枚の影付け平面を生成したとして，各々

の影付け平面を � ��	��

� �	 0 �
 �
 � � � 
�� と表す．また

� 個の基礎光源 ��� 0 �
 �
 � � � 
 �� によって影付け平面

� ��	��

� 上に落ちる影を基礎画像 ��	������ として表す．同様

に各々の基礎光源で照射した時に影付け平面� ��	��

� 表面

上で観測される拡散反射成分を ��	������ と表す．さらに，あ
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図 � 放射輝度パラメータと基礎画像および拡散反射成分の線
形結合
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図 � フラグメントシェーダによる基礎画像の合成
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る時刻における実光源環境の放射輝度分布を放射輝度パラ

メータ �� を用いて表す．

基礎光源の放射輝度と物体表面の放射照度は線形的な関

係にある．この線形性は物体間の相互反射や影についても

同様に成り立つ．そこで図 
（�）に示すように，影付け平

面 � ��	��

� において，基礎画像 ��	������ と放射輝度パラメー

タ �� の線形結合を行うことにより，任意の光源環境に対

応したソフトシャドウ画像
�

��	���� を生成する．また図 %

（&）に示すように，放射輝度パラメータと影付け平面の拡

散反射成分 ��	������ の線形和
�

��	���� を計算する．以上の

処理は画像同士の演算であるため，通常の影付け処理に比

べて高速に実行することができる．また，単純な線形演算

であるため，ハードウェアで処理することができる．

図 �に�!"のフラグメントシェーダにおける基礎画像

の合成方法を示す．フラグメントシェーダでは，頂点をラ

スタライズされたフラグメントに対して，テクスチャの合

成が行われる．ここではまず，同一の基礎光源��から生成

した基礎画像をタイル状に敷き詰めたテクスチャ画像を作

成する．テクスチャ画像には影付け平面数�枚の基礎画像

が配置される．次に，テクスチャ画像と影付け平面拡散反

射成分 ��	������ および放射輝度パラメータ �� をフラグメン

トシェーダに転送し，複数のテクスチャユニットを利用し

て線形和を計算する．最後に，合成後のテクスチャ画像に

対して，元の基礎画像に対応する"7座標から画素値を抽

出し，影付け平面にマッピングする．

� � � � 映像情報メディア学会誌 ���� ��� ��� 	 �����
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図 	 基礎画像の生成
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�� 実 装

本章では前処理における基礎光源および基礎光源を用い

た基礎画像の生成方法について述べる．

�� � 基礎光源による実光源環境の近似

図 �において，物体表面上の微小面 � における放射照

度を考える．微小面�に入射するすべての放射束を考える

ため，微小面 �から天頂角 �，方位角 �の方向を見たとき

の放射輝度が �1�
 �2であるような半球状の面光源を仮定

する．微小面�から 1�
 �2方向に微小角度 1��
 ��2によっ

て構成される面光源上の微小領域�を考えると，微小面�

が半球状面光源全体から受ける総放射照度�は次式で表さ

れる 
	�．

� 0

� 

�

� �
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これまでに，球面調和関数などを用いた基礎光源によっ

て，任意の光源環境を表現する研究が行われている 
��．し

かし従来手法では屋外環境における太陽のような高周波成

分を持つ光源を再現することが困難である．そこで本研究

では，�������� ��9�を用いて半球状面光源を分割し，離

散的な基礎光源を生成する．基礎光源の放射輝度スケール

を変化させることによって，実世界における任意の放射輝

度分布に対応することが可能となる．

�������� ��9�とは，各面が  角形で構成される正多

面体で，各頂点が球に内接するものであり，球面をほぼ等

しい面積に分割する性質を持つ 

�
��．図 （�）に示すよ

うに，�������� ��9�の各領域によって分割された面光源

を基礎光源��とする．半球面の分割が充分に細かく，分割

後の面光源（基礎光源）内の放射輝度が均等であると仮定

Si

図 �
 全方位画像による実世界光源分布推定
/��������� �� ��'�� ����
�-���� �
�� ������
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図 �� 0$ システムの外観
1���
���� �� 0$+������(

すると，物体表面上の微小面�における総放射照度� は

基礎光源 �� の放射輝度の和によって表すことができる．

�� � 基礎画像の生成

図 :に基礎画像の生成方法を示す．地平面に配置した影

付け平面 � ��	��

� に対し，�������� ��9�上の基礎光源

�� によって照射したときに落ちる物体の影を，基礎画像

��	������ として取得する．また，物体を除いた状態で同様に

レンダリングを行い，影付け平面の拡散反射成分 ��	������ を

取得する．

�� � 実光源環境の取得

まずカメラを用いて実世界の光源環境を計測し，図 ��に

示すようなすべての光源入射方向に対応する全方位画像を

取得する．次に，全方位画像に �������� ��9�を投影し，

画像を各々の基礎光源 �� に対応する三角形領域に分割す

る．さらに各領域内の画素値の和を求め，これを領域内の

画素値の最大値（�$$）の和で割ることによって，4�4 � ��4

の範囲に正規化された対象領域の放射輝度パラメータ ��を

計算する．そしてシーン内の基礎光源に放射輝度パラメー

タの値を反映させることによって実世界の光源分布を再現

し，仮想物体のシェーディングを行う．また同時に放射輝

度パラメータを  )$節で述べた基礎画像の線形結合に用い

ることによって，任意の光源分布に対応した影画像を合成

し，影付け平面を用いて物体の影付けを行う．

�� 実画像との合成実験

提案手法の有効性を確認するため，室内・屋外環境におい

て実画像に仮想物体を合成し，仮想物体の陰影を表現する

実験を行った．本章ではまず実験に用いた��システムに

ついて説明する．次に室内および屋外での実験結果につい

論 文□影付け平面を用いた複合現実感における高速陰影表現手法 � � � �



て説明する．なお本稿では計算効率を高めるため，基礎画

像をグレースケール画像として保存し，�!"のテクスチャ

��;<チャネルにそれぞれ異なる基礎画像を割当てた．そ

のため光源と影の色は考慮しないものとする．

�� � ��システム

基本となる��システムには，キヤノン社の�� !���+

'�/9
�� を用いた．�� !���'�/9はビデオシースルー方式

の���，!����9��社の %自由度磁気センサ =<���<�

によって構成される．このシステムでは，実画像の取得，実

世界と仮想物体の幾何学的位置合わせ，実画像と仮想物体

の合成処理を行うことができる．���上に表示される合

成画像の大きさは %#4�#84画素である．実光源環境の撮影

には魚眼レンズ（=��社 =�+�:）を装着した ���カメラ

（7����/社 �>+$6）を使用した．実験に用いた !�の仕様

は，�� ?������ @!（�!�），�!"� ��/����� A%8$4

 )4��B，�<�� #�;，�!"� �7���< ��=�/��8844���

%#4�;である．��システムの外観を図 ��に示す．

�� � 実験結果（室内環境）

室内環境における実画像との合成結果を図��に示す．影

付け平面は地面に対して �枚設置し，#4個の基礎光源を用

いて ��8� ��8画素の基礎画像#4枚を生成した．図 ��（�）

では仮想物体の陰影を全く表現していないため，不自然な

合成画像になっている．次に図 ��（&）では仮想物体の表

面におけるシェーディングを表現している．仮想物体の立

体感が追加されたが，実画像の地面からは浮いているよう

に見える．さらに図 ��（�）では影付け平面を用いて地面

に落ちる仮想物体の影を表現している．仮想物体の違和感

が解消され，より自然な合成画像が生成されている．さら

に図 ��（�）に示すように，ユーザ視点を移動した場合で

も，影付け平面によって正しい位置に影が表現されている．

なお本実験では，仮想物体表示位置の地面において光源環

境の撮影を行った．また仮想物体のポリゴン数は ��であ

る．ディスプレイとの垂直同期を有効にした場合，陰影処

理を含めた描画フレームレートはディスプレイの垂直同期

周波数と一致した．垂直同期を無効にした場合，�フレー

ムあたりの処理速度は 4): ミリ秒であった．

�� � 実験結果（屋外環境）

屋外環境における実画像との合成結果を図��に示す．図

� （�）は仮想物体のシェーディングは行っているが，影付

けは行っていない画像，図 � （&）は仮想物体のシェーディ

ングと影付けを行っている画像である．ここでは  %枚の影

付け平面と #4個の基礎光源を用い，合計 �$�4枚の基礎画

像を生成した．

実験環境は周囲に建物等が存在しない平地である．光源

環境の撮影はユーザや機材等が映り込まないように，��

システムから約$9離して行った．また仮想物体のポリゴン

数は約 $4444である．ディスプレイとの垂直同期を有効に

した場合，陰影処理を含めた描画フレームレートはディス

プレイの垂直同期周波数と一致した．垂直同期を無効にし

た場合，�フレームあたりの処理速度は �)#%ミリ秒であっ

た．なお図 � （&）において， %枚の影付け平面のうちカ

メラの視野に含まれない ��枚の描画を省略した場合，�フ

レームあたりの処理速度は �)�:ミリ秒となり約 � Cの向

上が確認された．

影付けによる現実感の向上を確認するために，屋外環境

における合成画像を用いて，ユーザによる主観評価を行っ

た．7�・��における��の影の有無と誤差がユーザに与

える影響を評価した事例としては，
��
�� が挙げられる．本

稿では � ～  歳の大学院生 � 名に合成画像を呈示し，影

がある場合とない場合では，画像から受ける現実感がどの

程度変化するかを調査した．評価方法は，図 � の仮想物

体を様々な視点から見た，影の有無を含む合成画像�:枚を

ランダムに呈示し，各画像から受ける印象について，調査

用紙に 6段階（�：非常に不自然～6�非常に自然）で評価し

てもらった．影の有無で分けた画像グループごとの平均値

を図 � （�）に示す．影付けによって見た目の現実感は約

��C向上しており，提案手法の有効性を確認することがで

きた．

�� む す び

本稿では，影付け平面と基礎画像を用いた��における

高速陰影表現手法を提案した．この手法は従来手法に比べ

て，�）影付け平面を用いたモデルベース手法のため，視点

の移動が可能，�）�!"による処理の高速化が可能，とい

う新規性がある．提案手法では前処理の段階で，影を受け

る物体の表面上に影付け平面を設置し，実光源環境を近似

した基礎光源により，各々の影付け平面に落ちる仮想物体

の影を基礎画像として取得する．逐次処理の段階では，ま

ず魚眼レンズ付ビデオカメラにより実光源環境の全方位画

像を撮影し，分布を表す放射輝度パラメータを求める．次

に放射輝度パラメータを元に仮想物体のシェーディングを

行い，基礎画像の線形和を求める．最後に合成後の基礎画

像と影付け平面の拡散反射成分から影画像を生成し，影付

け平面にアルファ値としてマッピングすることにより，ソ

フトシャドウを表現する．また �������� ��9�を用いた

光源分布推定では，実環境光源の複雑な配光特性を正確に

取得することは困難である．光源推定手法を改良し，複雑

で規模の大きい仮想物体に対しても，実物体の影を正確に

表現することが，今後の課題として挙げられる．

本研究の一部は，文部科学省技術振興調整費リーディン

グプロジェクト「大型有形・無形文化財の高精度デジタル

化ソフトウェアの開発」の援助を受けて行った．また，実

験の場を与えて下さった明日香村役場，復元図面をご提供

いただいた橿原考古学研究所，奈良文化財研究所，論文の

構成についてご助言をいただいた東京大学生産技術研究所

の高松淳氏に感謝の意を表する．

� � � � 映像情報メディア学会誌 ���� ��� ��� 	 �����



図 �� 仮想物体の陰影付けの比較（室内）
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図 �� 仮想物体の陰影付けの比較（屋外）
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�;）中村宣孝，宮里勉，岸野文郎：“仮想空間における影の効果に関する評
価”，信学会 ���; 年総合大会講演論文集，��(�43 50�
�� ���;6

�4）中野学，北原格，亀田能成，大田友一：“複合現実感における影の不整
合に関する実験的検討”，信学会 ���� 年総合大会講演論文集，��(�4�
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か く た

角田
て つ や

哲也 ���� 年，京都大学工学部建築学科卒
業．���; 年，東京大学大学院学際情報学府学際情報学専
攻修士課程終了．現在，同大大学院学際情報学府学際情
報学専攻博士課程在籍．日本学術振興会特別研究員 ��．
複合現実感の研究に従事．

おおいし

大石
た け し

岳史 ���� 年慶應義塾大学理工学部電気工
学科卒業．���� 年東京大学大学院学際情報学府学際情報
学専攻修士課程修了．���; 年東京大学大学院学際情報学
府学際情報学専攻博士課程修了．同年東京大学生産技術
研究所特任助手，���4 年特任助教を経て，���� 年より
東京大学大学院情報学環特任講師．実物体の形状モデリ
ングの研究に従事．博士（学際情報学）．

いけうち

池内
か つ し

克史 京都大学工学部機械工学科卒業．����
年，東京大学大学院工学系研究科情報工学専攻博士課程
終了．0�� 人工知能研，電総研，�0� 計算機科学科を
経て，���4年より，東京大学生産技術研究所教授．����
年より，東京大学大学院情報学環教授兼担．人間の視覚
機能，明るさ解析，物体認識，人間による組立て作業の
自動認識などの研究に従事．正会員．
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