
全方位画像センシングとそのテレプレゼンスヘの応用に関する研究

横矢 直和

奈良先端科学技術大学院大学 情報科学研究科

〒 630‐0101奈良県生駒市高山町 8916-5

1 は じめに

全方位ビデオカメラの中で,1点 への中心投影の光

学特性を有し単一視点制約を満たす全方位ビデオカメ

ラは,撮 影された全方位画像から任意方向 ・任意形状

のデイスプレイ・スクリーン面への透視投影画像を計

算によつて生成できることから,最 終的に人間への画

像 ・映像提示を目的とした視覚情報メデイアヘの応用

に適している[1,刻.ま た,最 近の仮想現実 ・複合現実

障1応用では,実 環境を対象とした没入型の映像空間を

構築するために,実 環境を撮影した全方位ステレオ画

像降,司や多視点全方位画像からの自由視点 ・視線画像

生成 16,71も行われるようになってきた,こ れらの研

究は仮想化現実とも呼ばれる.遠 隔世界にあたかも実

際にいるかのような没入感を与える技術にテレプレゼ

ンス181があるが,没 入感が得られるための大きな要因

の 1つ は,観 察視点 ・視線の自由な変更に追従した時

間遅れの少ない画像の実時間提示である,

本報告では,単
一視点制約を満たす全方位画像から

の任意視線画像の実時間生成による仮想カメラのパン・

チルト・ロール操作を利用した,テ レプレゼンスヘの

全方位ビデオカメラの応用事例を紹介する。具体的に

は,全 方位ビデオカメラHyperOmni Vision 191を用い

たインタラクテイブ画像 ・映像提示の応用として筆者

らの研究室でこれまでに行つてきたテレプレゼンス方

式と具体的なシステムの実装例の紹介に重点をおいて

述べる.

以下, まず 2章 では,本 研究で用いる全方位ビデオ

カメラの概要について述べる.次 に3章 では,全 方位

画像からの提示画像の生成法について述べる.4章 で

は,全 方位画像からの提示画像の実時間生成の具体的

な応用として,テ レプレゼンス方式と複数人が同時利

用可能なシステムの構成伊」及び実験結果を示す.最 後

に5章 で一連の研究のまとめを行う。

2全 方位 ビデ オカ メラ

メデイア応用では,最 終的には人間への画像提示を

行うため,人 間への提示に適した画像を全方位画像か

ら生成する必要がある。その場合,デ イスプレイ面に

映つている画像の網膜への投影が,通 常の実シーンの

投影と同じであることが望ましい。このためには,網

膜への投影画像が近似的に平面透視投影に従つている

必要がある。

ディスプレイ・スクリーン面の形状は,通 常の計算

機のモニタ,頭 部搭載型画像表示装置 (HMDi Head、

Mounted Display)等における平面,CAVE型 スクリー

ンにおける直方体表面,ア ーチ型スクリーンにおける

円筒面, ドーム型スクリーンにおける球面等,様 々で

ある。これらに透視投影画像を表示するためには,元

の全方位画像が形】犬が既知の投影面への 1点 中心投影

である必要がある。この制約は単一視点制約と呼ばれ

る[1朗.レ ンズ・ミラー系の組合せによる全方位画像セ

ンサにおいて単一視点制約を満たすミラー形状は平面

1111,及曲面 191,放物面 11刻等に限定されることが知

られている。

本研究では,単
一視点制約を満たす全方位ビデオカ

メラの 1つ であるHyperOmni Vision 191を用いる。同

センサは,図 1に 示すように,鉛 直下向きに設置した

回転 2葉 双曲面 ミラーの回転軸上の外側焦点位置 (Oc)

に投影中心が一致するようにビデオカメラを鉛直上向

きに設置し,側 方 360度 の情景の双曲面での鏡像を撮

像する構成になっている。下方視野はカメラ自ffxが映

り込む部分を除いて 90度 に近 く,上 方視野は双曲面 ミ

ラーの形状により変化する.

図 1の 反射光学系において,外 界から双曲面 ミラー

の内側焦点 OMに 向かう光線はミラーで反射されて外

側焦点 Ocを 通過する。ここで,図 1に 示すように,

Z軸 を鉛直軸 とする 3次 元世界座標系 (X,LZ)と 画

像座標系 (を,υ)を 考えると,カ メラがピンホールカメ
‐

ラモデルに従 う場合,3次 元空間中の点 P(X,LZ)と

全方位画像中の写像点 P(2,7)の間には次式の関係が成

り立つ.

デ(b2_c2ルて" = ( b 2 + C 2 ) ( z _ c ) - 2 b c V t t P  t t  y 2 + ( Z ―
C ) 2 '

す(b2_c2)y
y = ( b 2 + c 2 ) ( z _ c ) - 2 b c v 留

+ y 2 + ( Z 一C ) 2 ・

( 1 )
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図 1:全方位ビデオカメラHyperOmni Visionの光学系

ただし,メ はカメラの焦点距離であり,a,b,cは 双曲

面ミラーの形状を表すパラメータである。このように,

HyperOmni Visionは単一視点制約を満たし,内 側焦

点 (OM)を 投影中心とした双曲面への 1点 中心投影像

が得られる。

3全 方位画像からの提示画像の生成

3.1透 視投影画像の生成

HyperOmni Visionは 上で述べたように,双 出面 ミ

ラーの内倶」焦点位置を投影中心 とする単
一視点制約を

満たすため,式 (1)をもとに,取 得した全方位画像か

ら任意の位置 ・向きに設定された任意形状の投影面ヘ

の再投影画像を計算によつて求めることがで きる。取

得した全方位画像から平面透視投影画像を生成した例

を図 2に 示す。また,円 筒面への再投影によつて求め

た全周パノラマ画像を図 3に 示す.こ れらの透視投影

画像は,基 本的に,全 方位画像の幾何学的変換 (座標変

換)に よつて得られる.

全方位画像からの平面透視投影画像の生成により,通

常のカメラの視点固定でのパン・チル ト・ロール ・ズー

ム操作に対応した仮想カメラ操作を実現することがで

きる。実カメラを用いたこのような操作では一般に,機

械的な動作遅延が発生し,ま た,カ メラが遠隔地にあ

る場合には通信遅延や画像の伝送遅延 も無視できな く

なる.仮 想カメラ操作の場合には,全 方位画像からの

視線に追従した平面透視投影画像生成を観察者側で実

時間で行 うことができれば,実 カメラのような時間遅

れの問題なく,遠 隔地の情景を自由に見回すことがで

きる。また,こ の場合には,実 カメラを用いる場合 と

違つて,仮 想的なカメラ操作を同時に複数人が独立に

行 うことができるという利点もある。
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図 2:全方位画像からの平面透視投影画像の生成

図 3:全 方位画像からの全周パノラマ画像 (円筒面透視

投影画像)の生成

3.2画 像生成の実時間処理

動環境のインタラクテイブな観察を実現するために

は,全 方位ビデオス トリームから前節で示 したような

提示画像をユーザの視線に追従して実時間で計算する

必要がある。現状のワークステーシヨン等でソフトウエ

ア的にこれを実現するのは難しい。そこで,変 換後の

画像内の比較的少数の格子点上でのみ対応する入力全

方位画像内の座標を計算し,格 子間の隙間は画像変形

(イメージワーピング)1131のためのハードウエア機能

を利用 して補間する疑似透視投影画像生成法 (図 4参

照)を開発している [11.本 手法では厳密には透視投影

画像を生成できないため,生 成画像には幾何学的な歪

みが存在する。このため,人 間が不自然さを感じない,

すなわち,幾 何学的な歪みを知覚できない程度の画像

を生成できる格子点数を設定する必要がある.

本手法は,任 意形状の投影面に対応可能であり,平 面

透視投影画像の生成以外に,全 方位画像から円筒面へ

の再投影画像である全周パノラマ画像 (図 3)や C」代VE

型スクリーンヘの再投影画像11引の実時間生成にも適

用できる.

4テ レプレゼンス

時間的あるいは空間的に離れた遠隔実世界にあたか

も実際にいるかのような没入感を与えるテレプレゼン

スにおいて,没 入感が得 られるための大 きな要因の 1

つは視点 ・視線の自由な変更による観察のインタラク



wiretess

Source image    Destnatton image

図 4:画 像変形による全方位画像からの平面透視投影画

像の生成

テイブ性である。

4.1全 方位ビデオ映像 を用いたテレプレゼンス方式

前節で述べた全方位画像からの透視投影画像生成方

式を用いて視線の自由な変更による見回し機能を実現

することによつて,以 下のようなテレプレゼンスシス

テムを構築できる 1161.V ず`れもライブビデオによる

実時間型 とテープ等への記録ビデオを用いた蓄積再生

型での利用が可能である (図 5参 照).

(1)ス タンドアロン型システム:

入力した全方位ビデオス トリームから視線に追従

した透視投影画像を実時間で生成 ・提示する.入

カビデオ信号を分岐すれば複数人の独立視聴 も可

能になる.

(2)ネ ットワーク型システム:

1つ のサ イトからネットワークを介して多地点に

全方位ビデオス トリームをマルチキャス トし,受

信狽」で (1)と同様の処理を行 う。本方式では,1つ

のビデオストリームをもとに複数人が異る視聴を

行 うことができる.

(3)放送型システム:

放送網を利用して全方位ビデオストリームをブロー

ドキャストすることによつて,(2)と 同様の機能を

実現する.

これらのシステムでは,視 線情報の与え方によつて

様々なユーザインタフェースが考えられる。例えば,視

線検出,頭 部追跡,ジ ヨイステイックやマウスの利用な

どがある。以下では,複 数人に対して全方位ビデオス

トリームのインタラクテイブな観察 ・観賞を可能にす

る具体的なスタンドアロン型プロトタイプシステムに

ついて述べる.

4,2複 数人が同時利用可能なテレプレゼンスシステム

HyperOmni Visionと 3次 元磁気 トラッカー付 き

IMDを 用いた,4人 が独立に利用可能な蓄積再生型

テレプレゼンスシステムの構成を図 6に 示す。また,

常ype「Onni Vislo台

図5:HMDを用いた実時間/蓄積再生型テレプレゼン

スシステムの構成

実際に開発 したシステムの外観を図 7に 示す。本シス

テムでは,ユ
ーザの視線情報は頭の向きを変えるとい

う自然な動作で与えられる。この場合,ユ
ーザの視線

変化に追従 した実時間画像提示が不可欠であ り,さ ら

に視線の変更から画像提示 までの時間遅延を極力抑え

る必要がある。従来の可動 カメラを用いたシステムで

は,ユ
ーザの視線方向に応じてカメラを機械的に動か

すための時間遅延が生 じ,ま た,遠 隔地の観察では通

信時間による遅延 も無視できないが、全方位ビデオカ

メラを用いることによつてこれらの問題点を解決する

とともに,複 数人の同時独立使用が可能なマルチユー

ザシステムの構成を可能にしている。
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図 6:複数人が同時利用可能な蓄積再生型テレプレゼン

スシステムの構成

試作システムにおける全体の処理の流れは以下の通

りである.

1.HyperOmni Visionで撮影した DVDへ の記録全

方位ビデオを再生し,計 算機に伝送する.

ヽ

ト
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図 7:複数人が同時利用可能な蓄積再生型テレプレゼン

スシステムの外観

2.4人 のユーザの装着する HMDに 取 り付けた 3次

元磁気 トラッカーで各ユーザの視線 (頭部)の方向

(3自由度)を計測する。

3.計 算機で各ユーザの視線に対応した平面透視投影

画像を生成し,そ れぞれの HMDに 表示する。

本システムは,ス テツプ 1に おいて,記 録された全方

位ビデオを再生する代わ りに,HyperOmni VisiOnで

撮影された全方位ビデオを直接 (無線)伝送すれば,実

時間型システムになる。

ステップ 3で の画像生成には 3.2節で述べた高速化

手法を用いている。この場合,先 にも述べたように,格

子点が少ないと,画 像の幾何学的な歪みが 日立つため,

生成画像に歪みが 目立たない程度の格子点数を設定す

る必要がある。画像生成時間と画像の幾何学的歪みに

関する評価実験を行ない,全 方位画像,生 成画像 ともに

720× 486画 素の場合,単
一ユーザシステムにおいて

は,ビ デオレートの画像更新を実現するために画像生

成時間を1/30秒以下に抑えるためには格子数は32×

24以下,幾 何学的歪みが視覚的に目立たないためには

格子数は 16× 12以上という結論を得ている 111.こ

れらの値は計算機の性能とHMDの 解像度に依存する。

図 6の 4ユ ーザシステムでは,各 ユーザの独立した視

線追従を行い,約22フレーム/秒の画像更新レートを

実現している。

本システムでのユーザの視線変化から対応する画像

表示までの時間遅延は,ビ デオ映像の実時間伝送が可

能である限 り,遠 隔地 との通信時間や画像伝送時間に

は依存せず,視 線検出および画像生成 ・提示に要する

時間で決まる。現状のシステム構成における時間遅延

ヤよ10oミリ秒以下である。この程度の時間遅れであれ

図 8:神 戸 。みらい体験博 (2001.7.20～9.2)での様子

図 9i4人 のユーザによるインタラクテイブ観察におけ

る提示画像の例 (入力全方位ビデオ映像は NHKエ ン

タープライズ 21の 提供による)

ば,ユ
ーザは頭を速 く動かした場合に提示画像の時間

遅れを知覚するが,ほ とんど違和感を感じることなく

見回しが行えることを実験により確認した。

本システムでは,ユ
ーザの視線情報 としてユーザの

頭部の 3軸 回りの回転角度を計測 しているため,仮 想

カメラのパン ・チル ト・ロール操作の結果が HMDに

提示される。ただし,観 察視″点は Hyperomni Vision

を構成する及曲面 ミラーの内側焦点位置 (図 1中 の点

0〃 )に固定されてお り,観 察視点の移動はJSx影時のセ

ンサの移動によつてのみ可能である.

本システムを複数のユーザが実際に使用している様

子を図 8に 示す.図 9は ,エ ジプ トで撮影された全方

位ビデオ映像をもとに 4人 のユーザに提示されている

透視投影画像の例である。本研究では,開 発 したシス

テムを図 8に 示 したデモ展示に供し、多数の一般ユー

ザの体験を通して有効性を実証した。



5お わ りに

本報告では,単
一視点制約を満たす全方位画像から

の任意視線画像の実時間生成による仮想カメラのパン・

チル ト・ロール操作を利用 した,筆 者らの研究室でこ

れまでに行ってきたテレプレゼンスヘの全方位ビデオ

カメラHyperOmni Visionの応用事例について述べた。

特に,数 万人規模の使用体験によつて新しいメデイアと

しての有効性を確認した多人数型テレプレゼンスシス

テムの構成 と実験の様子を紹介した。本報告では,ス

タンドアロン型テレプレゼンスシステムに話題を限つ

たが,関 連プロジエクトとして,放 送型テレプレゼン

スシステムの実用化を目指 したインタラクテイブテレ

ビの実験等 も行われている [1倒.

HyperOmni Visionに 代表される 1台 のカメラを用

いて全周の映像を取得する全方位画像センサは,複 数

カダラを用いる方法 (例えば,文 献 [5,111)に較べて,

機器の構成が簡単で製作 し易い,取 得画像からの提示

画像の生成が容易である,と いつた優れた特長をもっ

ている反面,原 理的に提示画像の解像度が低いという

問題がある。最終的に人間への画像 ・映像提示を目的と

する視覚情報 メデ イア応用では,臨 場感を高めるため

に高解像度化への要求が強い.最 近では,ビ デオカメ

ラ部にハ イビジヨンカメラを用いたもの 〔181や全方位

画像センサを回転あるいは移動させながら取得した複

数の画像を用いた超解像度化の試みなどがあるが,今

後の仮想現実 ・複合現実応用が期待される大型の没入

型投影デ イスプレイヘの映像提示では,ま だ解像度が

足 りないとい うのが現状である.全 方位画像センサに

関しては,さ らなる高解像度化が望まれる.

謝辞:本 研究は,高 柳記念電子科学技術振興財団の
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