
「見せる」画像処理から「伝わる」

画像理解へ

NTTサイバースペース研究所では，

画像・映像メディアが持つ視覚に直接

訴える直感性と情報量の豊富さに注目

し，より魅力的な映像サービスを目指

し，画像処理，映像符号化，3DCG

（３次元コンピュータグラフィックス）

表示など幅広く研究を進めています．

近年，コンピュータの性能向上ととも

に，映像デバイスが大幅に進歩し，高

画質・高解像度のデジタルカメラが普

及してきています．また，写メールな

どの画像メディアを利用したコミュニ

ケーションサービスも浸透しています．

このように，世の中には現実世界を視

覚的にセンシングするデバイスがあふれ

ているようにみえます．しかし，ただ映

像データを遠隔地に提示するだけでは，

スムーズな映像コミュニケーションが達

成できないことも証明されています．現

実世界をセンシングした映像データか

ら，対象人物の行動を理解したり，シー

ンの状況を分析したり，といった機能

が求められているのです．そこで，本

稿では人物動作と表現に焦点を当て，

当研究所における取り組みと大学連携

による研究活動を紹介します．

研究所の強み

■研究概要

映像データから現実世界を理解する

研究は学術的にはコンピュータビジョ

ンの分野に属し，盛んに行われていま

す．その究極のゴールとしては，映像

データから現実世界の完全な３次元モ

デルを復元することです．完全な３次

元モデルとは，CGにおいて，人工的

に作成される形状やテクスチャ，照明

環境などではなく，現実世界を忠実に

再現した３次元モデルを指します．し

かし，一般的に撮影される映像は３次

元の世界を２次元の撮像面に射影さ

れたものなので，２次元から３次元へ

の完全復元は困難です．そこで，アプ

ローチとして，撮影条件や復元対象な

どに制約を加え，一部の３次元復元を

目指す試みが行われています．その中

で我々は復元対象を人物に絞り，映像

から人物の動作情報を３次元的に復元

する研究に取り組んでいます．

■アプローチ

映像からの人物復元の基本的なアプ

ローチを説明します．まず，人物のお

およその形状は次のステップで計算さ

れます．

①　複数のカメラを異なる視点に設

置し，同期撮影を行います．

②　撮影された複数枚の画像につい

て，対象人物のシルエット画像を

計算します．

③　複数枚のシルエット画像を空間

中に逆投影し，複数の錐体が得

られます．これらの錐体を視体積

と呼びます（図１（a））．

④　複数の視体積が空間中で交差

しますが，交差している領域が人

物のおおよその３次元形状を表し

ていますので，それを求めること

で人物の３次元形状が計算できま

す（図１（b））．

以上の方法は視体積交差法と呼ば

れており，動的対象の形状復元の基本

手法となっています．一般的には，３

次元空間は密な立方体の集合として表

され，個々の立方体はボクセルと呼ば

れます．したがって，視体積交差法に

よる３次元形状復元の計算結果はボ

クセルの集合で表されます．

■研究の方向

ボクセルの集合で表現された人物形

状を基に，さらに高度な３次元情報を

求めるため，次の３種類の研究方向が

あります．

（1） ３次元形状の高精度化

視体積交差法が対象のシルエットを
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中国有力大学との連携による国際競争力のある
研究専門ソフト群の開発

NTTサイバースペース研究所では，高臨場感通信技術の確立を目指して映
像３次元情報抽出などのコア研究に取り組んでいます．本稿では，この分野
における中国トップクラスの大学・教授と連携して開発した研究専門ソフト
群について紹介します．
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３次元空間中に逆投影して得た視体

積の交差から対象の形状を導く計算手

法であるため，原理的に対象のおおよ

その形状しか求められません．しかし，

それを基に，真の形状に近づける３次

元形状修正の研究が多くされてきま

した．

（2） 表面テクスチャの高精細復元

現実空間の照明条件によっては，対

象人物の同一部位であるにもかかわら

ず，異なる角度から撮影された画像上

では，異なる画素値となるケースは多

く存在します．もちろん，これは異な

るカメラを用いるため，撮影時のチュー

ニングによるカメラの個体差も原因の

１つと考えられますが，原理的に，カ

メラの個体差はカメラキャリブレーショ

ンによってある程度その影響を抑える

ことが可能です．つまりここで問題と

なるのは対象表面の反射特性と照明位

置などに由来する表面テクスチャの不

一致です．そこで，高精細に対象の表

面テクスチャを復元するため，反射特

性の推定や照明条件の推定が盛んに行

われています．

（3） 人物動作の３次元解析

ボクセル表現の人物３次元形状を人

体の３次元骨格モデルにフィッティン

グすることにより，３次元骨格の各

パーツの長さおよび各パーツをつなぐ

関節点の回転角度を求めることができ

ます．すなわち，モーションキャプチャ

と同等の３次元運動計測が可能にな

ります．この種類のアプローチはマー

カレスモーションキャプチャと呼ばれま

す．従来のモーションキャプチャと比

べ，撮影の対象にとって，特殊な服装

（全身タイツなど）やマーカによる違和

感をほとんど感じないので，より自由

に自然な動作が計測できるというメリッ

トがあります．ただしデメリットとし

て，推定精度が従来のシステムに達し

ていないことが挙げられます．

ここまで述べてきたように，究極の

ゴールを目指し，人物の３次元復元を

軸とした研究が幅広く行われています．

我々の研究における強みといえるのは，

まさにこれらの研究にあたって，ボク

セル表現の人物３次元形状の技術が

あることです．

大学連携の背景

ここで，最初に連携案件に取り組ん

だ背景を紹介します．前章では，人物

の３次元復元のアプローチと研究の方

向について述べました．この研究を複

数の方向に効率的に展開するため，連

携による研究促進は合理的かつ効果的

といえます．連携候補として挙げられ

た中国の大学の中から，まず上海交通

大学劉允才教授の研究室に提案しま

した．劉教授は海外留学経験があり，

アメリカで博士号取得後，アメリカや

日本など多くの国で研究に従事された

こともあり，コンピュータビジョンにお

ける中国トップの研究者といえます．

劉教授の研究室のプロフィールによる

と，以前から人物動作のモデリングに

ついて研究されてきたことが分かりま

した．国際会議などでの発表も多数あ

り，実力も裏付けられています．研究

の方向として，我々が目指す方向とも

合致します．そこで，NTTサイバース

ペース研究所の強みであるボクセル表

現の３次元人物形状取得技術を効率

的にマーカレスモーションキャプチャに

発展することが可能という判断から，

上海交通大学との連携を決めました．

上海交通大学との連携によるマーカ

レスモーションキャプチャの実現

■基本ツールの開発

まず最初に，我々の強みと上海交通

大学劉教授の研究室の技術力を最大

に発揮できるよう，基本となるツール

の開発を行いました．我々の実験室で

復元されたボクセル表現の人物３次元

形状データを入力し，それを劉教授の

研究チームが３次元骨格モデルにフィッ

ティングし，３次元運動の推定を行う

ソフトウェアを開発しました．このツー

ルの入力と出力を図２に示します．推

定を行う基本アルゴリズムは公知の論

文などから採用しました．ここで簡単

に推定のフローを説明します．

推定は大きく２つのフェーズで行い

ます．まずは初期化のフェーズ，次に

姿勢追跡のフェーズとなります．初期

化のフェーズにおいて，骨格の各パー

ツの長さを推定し，最初の人物姿勢を

推定します．姿勢追跡のフェーズにお

いて，１つ前の時刻の姿勢から，現時

図１　視体積交差法の原理 

（a）　視体積の模式図 （b）　視体積の交差 
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刻の３次元形状を基に，姿勢変化を

推定します．技術的に，初期化のフェー

ズは全自動が困難なため，まず手動で

行うとして，姿勢追跡のフェーズに優

先的に取り組みました．すなわち，３

次元骨格モデルの各パーツの長さおよ

び１つ前の時刻の各関節点における

パーツの回転角がすでに分かっている

ものとし，現時刻のパーツの回転角を

推定しようとしました．この姿勢追跡

のアルゴリズムは次のとおりです．ただ

し，１つ前の時刻をt－1で表し，現時

刻をtで表します．

①　t－1における回転角が既知のた

め，各パーツの空間中の位置が計

算できます．

②　各パーツの周りにシリンダと呼

ばれる円柱領域を考えます．t－1

のボクセル表現された３次元形状

について，すべてのボクセルが各

シリンダに含まれるようにそれぞ

れのシリンダの半径を計算します．

③　時刻tについて，骨格モデルの

各関節点における回転角の仮定値

を複数発生し，それぞれの仮定値

に応じ，シリンダの範囲を計算し，

すべてのシリンダの範囲からはみ

出した時刻tの３次元形状のボク

セルの数を誤差として計算します．

④　計算された誤差が最小となる回

転角の仮定値を推定結果とします．

上記アルゴリズムを実装して，「条

件付き」の３次元運動推定を行うソ

フトウェアが開発されました．

■初期化フェーズの自動化

前述したように，基本ツールの段階

では，初期化フェーズを手動で行うよ

うになっていました．しかし，ボクセル

表現の人物３次元形状データを３次元

骨格モデルにフィッティングさせるに

は，関節の個数に比例して，パラメー

タ空間が高次元になり，容易な作業で

はありません．手動初期化の作業は実

用的な３次元運動推定を実現するボ

トルネックといえます．そこで，引き

続き，自動化に向けた初期化フェーズ

のツール開発を行いました．

まず基本的な考え方を示します．研

究ツールとしての性能目標を考えると，

完全自動化はオーバスペックになるた

め，あくまで初期化作業の簡略化とと

らえ，上海交通大学劉教授の研究

チームと議論しました．そこで出た結

論は，インタラクティブ初期化ツール

を開発することでした．つまり，初期

化フェーズを段階的に細分化し，個々

の段階は自動的に行い，途中結果を

段階単位で手動修正できるようにする

という仕様を決めたのです．この段階

的に初期化を行う画面を図３に示しま

す．以下は，細分化された段階につい

ての説明です．

①　頭部探索：３次元形状データ

の高い位置から球体モデルにフィッ

ティングし，頭部を探索します．

②　胴体探索：頭部位置をヒント

として，胴体部分をシリンダモデ

ルで探索します．

③　腕や足の探索：胴体探索と基

本的に同じアルゴリズムを繰り返

し，すべての腕と足の位置・姿勢

を決めます．

段階的探索のアイデアはシンプルで

すが，研究ツールとしての性能は十分

確保されます．手動修正の対象は関節

点のパラメータではなく，段階ごとに

まとめられたパラメータとなるため，作

業の煩雑さは格段と軽減されます．

浙江大学との連携による３次元運動

推定のCGアニメーションへの応用

前述のマーカレスモーションキャプ

チャの実現によって，映像から直接

モーションデータを獲得する見通しが

NTT R&Dのオープンイノベーションをリードする大学連携
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図２　人物３次元形状（上）から骨格モデル（下）の姿勢推定 
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できました．当然性能的にはまだ課題

が多く残っていますが，これをCGア

ニメーションへ応用できないかと考え

ました．そこで，効率的に検討を進め

るため，浙江大学との連携による試み

を行いました．浙江大学の金小剛教授

は日本留学の経験を持ち，豊富な経験

を持つトップクラスのCG研究者です．

金教授の研究チームには我々の要望に

沿って，まずリアルな人物CGモデルを

作成してもらいました．また，比較の

ため，「歩く」「走る」などの典型的な

モーションデータを用意しました．CG

アニメーションにおいて，モーション

データをCGモデルに適用する際，モデ

ルごとのモーションに応じた変形パラ

メータをパーツの連結部に施して，初

めてスムーズな動作が実現されます．

金教授との連携により，マーカレス

モーションキャプチャシステムの出力を

従来のモーションデータの代わりにCG

モデルに適用するツールを開発しまし

た．結果からいうと，このツールを使っ

たCGモデルの動きはなめらかな運動と

はなりませんでした．しかし，CGアニ

メーションへの応用の課題がいくつか

明白になり，今後の研究にとって大変

価値のある試みでした．

清華大学との連携による顔画像復

元へのチャレンジ

全身動作の３次元復元に取り組む

一方，顔画像のモデリングにも検討を

始めました．まず表情のモデリングと

合成顔の可能性についての知見を集め

るために，中国の理工系トップの清華

大学との連携で，表情トラッキングに

挑戦しました．清華大学では徐光祐教

授の研究チームに顔の特徴を追跡する

ソフトウェア開発を依頼しました．こ

のソフトウェアの基本性能は限定的で

はありますが，我々の今後の研究に役

立つ基本ツールとして活用していきます．

ま と め

本稿で述べたように，研究の方向は

複数存在し，効率的な展開が求めら

れています．そのためには，他者との

連携は合理的かつ効率的なアプローチ

となります．研究の方向性が合致し，

中国の有名大学の研究チームの開発リ

ソースを有効活用したことで，我々に

は高品質の研究ツールが整備できまし

た．具体的な例として，マーカレスモー

ションキャプチャの実現により，動作

学習の研究にいち早く着手することが

できました．

さらに，大学連携による活動を通し

て，議論を重ねるうち，互いにインス

ピレーションを与えることも多くありま

す．研究リソースの活用という観点か

ら，ソフトウェアの価値以上のノウハ

ウや知見が得られたといえます．

小軍

付加価値の高い映像サービスを実現する
ため，コンピュータビジョン分野のブレー
クスルーが欠かせないと思います．そのた
めに，研究所内外の連携スキームを活用し，
高度な技術確立を進めています．これから
もこの分野の進歩から目が離せません．

◆問い合わせ先
NTTサイバースペース研究所
画像メディア通信プロジェクト
TEL 046-859-5179
FAX 046-855-1735
E-mail wu.xiaojun lab.ntt.co.jp
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図３　段階的に初期化を行う画面 


