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高臨場UXサービスを支える技術

任意背景リアルタイム被写体抽出
技術

イマーシブテレプレゼンス技術
Kirari!では，「競技空間をまるごと，
リアルタイムに遠隔地に伝送する」と
いうコンセプトのもと，選手や演者が，
あたかも聴衆の目の前に現れて演技を
しているかのような，極めて高い臨場
感を与えることをめざしています．映
像中から選手や演者のみを被写体とし
て抽出し，被写体の周囲あるいは客席
などの背景の映像，ならびに会場で聞
こえている音，会場の明るさの情報な
どの，空間を構成するあらゆる情報と
ともにこれを遠隔地にリアルタイム伝
送し，伝送先においてこれらのデータ
から遠隔地の空間を再構成することを
試みています．このとき，被写体のみ
を等身大で表示し，あたかもその場に
選手本人がいるかのように表現します
が，その場にいるはずのない選手や舞
台俳優が本当に目の前に立っているか
のような印象を聴衆に与えるために
は，映像それ自体が鮮明であることは
もとより，被写体の領域が正確に抽出
され表示される必要があります．また，
録画などによって事前に収録され処理
された映像ではなく，今まさに遠隔地

で試合 ・ 演技をしている被写体が目の
前に現れたように聴衆に感じさせるこ
とで，より深い感動やインパクトのあ
る体験につなげたいとNTTでは考え
ています．このため，処理のリアルタ
イム性も求められます．

通常，このようにリアルタイムに被
写体抽出を行う必要のある場面では，
クロマキーと呼ばれる特殊撮影設備が
用いられます．クロマキーでは，あら
かじめ青あるいは緑などの単色のスク
リーンを被写体の背面となる位置に設
置し，被写体と背面スクリーンとの色
の違いに基づいて被写体のみをリアル
タイムに抽出します．イマーシブテレ
プレゼンスKirari!においては，クロ
マキーのような設備を用いることな
く，実際の競技空間や舞台などの被写
体が存在する空間をとらえた映像か
ら，リアルタイムかつ正確に被写体の
領域を切り出す技術の確立をめざして
います．これが，私たちが取り組んで
いる「任意背景リアルタイム被写体抽
出技術」です．

被写体抽出システムの概要

任意背景リアルタイム被写体抽出技
術における取り組みでは，その技術を
進展させる軸として「高速化」「頑健化」

そして「精緻化」の ３ つの軸を置いて
います．それぞれの技術の軸と取り組
みの詳しい内容については後述します
が，ここでは，被写体抽出システム全
体の処理フローの概要を述べ，その中
で，被写体抽出の ３ つの軸について，
それぞれの位置付けを説明します．

被写体抽出の処理フローの概要を図
１ に示します（1）．現在，被写体抽出シ
ステムでは，カメラ映像に加えてセン
サを併用することを想定しています．
これは，将来的にできる限り被写体抽
出における制約条件をなくし，適用で
きる範囲を拡大したいと考えているた
めで，カメラのほかに被写体をとらえ
ることのできるセンシングデバイスを
活用し，被写体抽出の適用範囲を広げ
ようとしています．この点は，被写体
抽出の技術研究における，頑健化に関
係しています．

また，処理は大きく分けて ２ 段階の
処理からなっています．はじめの段階
では，センシングデバイスや背景画像

（あらかじめ取得が可能な場合に限り
利用）を活用し，被写体の領域を大ま
かに特定します．この段階で，画素に
対し前景 ・ 背景 ・ 未分類の ３ 種類のい
ずれかのラベルが付与されたデータ

（TRIMAP）を 生 成 し ま す．次 に，

被写体抽出 高臨場感 イマーシブテレプレゼンス

任意背景リアルタイム被写体抽出技術

イマーシブテレプレゼンス技術Kirari!では，遠隔地の被写体があたかも
目の前にいるかのような高い臨場感をめざしています．このような表現を
可能にする技術の １つが，グリーンバックなどのスタジオ設備を用いずに，
試合会場や演技している舞台を撮影している映像から被写体の領域のみを
正確に抽出する「任意背景リアルタイム被写体抽出技術」です．本稿では，
技術の概要に加え，「高速化」「頑健化」および「精緻化」の ３つの観点で
進めてきた検討内容について紹介します．
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TRIMAPにおいて「未分類」とされ
た領域（＝被写体の境界が含まれてい
ることが想定され，大まかな領域判別
の段階では前景とも背景とも区別のつ
けられない領域）に含まれる画素を，
前景か背景かに高速に判別し，境界を
補正します．ここは，高速化にかかわ
る部分です．

さらに，被写体によっては，伝統芸
能の衣装など，極めて複雑な境界を有
するものもあり，そのような被写体に
対しても，実物の質感を毀損しないよ
う，精緻に境界を表現する必要があり
ます．このような場合に，「未分類」
の画素を前景あるいは背景のいずれか
に分類するだけにとどまらず，「α値」
と呼ばれる画素に対する透過度を用い
て，見た目としてより自然な境界が得
られるよう処理します．この部分は，
精緻化にかかわります．

技術進展に向けた３つの取り組み

■高速化に向けた取り組み
任意背景リアルタイム被写体抽出技

術における境界補正処理は，解像度の
低いセンサ画像からでも精緻に被写体
を切り出すことを想定し，被写体領域
の境界部分を色情報によって補正しま
す．この境界補正処理は最近傍探索

（Nearest Neighbor）法に基づいたも
ので，TRIMAPにおいて未分類とラ
ベルされた画素について，その周囲の
画素の色情報と座標に基づいて「もっ
とも近い（似た）」ものを見つけ出し，
その画素のラベルを自身のラベルにコ
ピーします．

しかし，この境界補正処理は計算量
が多く，映像出力までにかかる処理の
ボトルネックとなっていました．一方，
近年では4K/60fps対応の撮影 ・ 表示
機器の普及が進んだことで，Kirari!
においてもさらに高い臨場感を提供す
るために4K/60fps対応が求められる
機会が増えました．そうした機材で撮
影された高解像度の映像を処理する場
合，境界補正処理の計算量はさらに増
加することになります．そこで私たち
は4K/60fps映像でのリアルタイム被

写体抽出の実現をめざし，特に境界補
正処理の計算量削減と抽出精度向上の
両立が可能な，境界補正処理の高速化
に取り組みました．

境界補正処理はすでに並列化してい
たため，計算量削減のためには無駄な
比較をどれだけ省けるかが技術のポイ
ントとなります．そこで私たちは，色
情報と座標の距離が「もっとも近い」
画素ではなく，「ある程度近い」画素
を探索することで，計算量を抑えつつ
正しい境界が得られると考えました．

境界補正処理では補正対象の画素と
周囲の画素を比較しますが，この「周
囲の画素」の相対座標について，近づ
くほど密に，離れるほど疎になるよう
設計し，近い画素から順に比較される
ように調整しました（図 ２ ）．また，
比較を中断するためのしきい値を設
け，色情報と座標から求める距離がし
きい値以下であれば，それ以降の比較
は行わずにラベルを即時決定する仕組
みを設けました．これにより，「ある
程度近い」画素を早期に発見し，かつ
それ以降の比較計算を省略することが
可能になりました．

一方で，4K/60fpsの映像は解像度
の高さから被写体抽出のエラーが目立
ちやすく，これまで以上の抽出精度が
要求されました．特に従来技術には，
TRIMAP生成の時点で前景 ・ 背景の
ラベルが誤っていた場合，周囲の未分
類画素にまで誤りが伝搬してしまうと
いう弱点がありました．

そこで私たちは，次のように背景画
像を取得する手法を提案しました．未
分類の各画素について比較計算の前

カメラ画像

センサ画像等

TRIMAP
生成

　-　Foreground：前景
　-　Background ：後景
　-　Unknown：未分類

TRIMAP

境界領域
補正

マスク
処理

出力画像

マスク画像

・ 1 ch画像を出力とするすべてのセンサに対応可能
・背景が事前撮影できる場合は，背景との差分画像

図 1 　被写体抽出の処理フロー
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に，入力画像と背景画像において補正
対象の座標にある画素を取得し，それ
らの色情報が十分に近いならば，補正
対象のラベルを背景として確定し，比
較計算を省略します．これにより，誤っ
た背景ラベルが伝搬することを防止
し，結果としてより正しい被写体領域
を得ることが可能となりました（２）．
■頑健化に向けた取り組み

被写体のいる環境は，常に変化のな
い固定された環境や，スタジオのよう
に私たちが自由にコントロールできる
環境であるとは限りません．例えばス
ポーツ競技においては，被写体の背景
に当たる照明や影が変化したり，観客
など抽出対象でない人物 ・ 物体が背後
で動いたりするような場面が自然で
す．私たちは，そのような場面におい

てもリアルタイム被写体抽出を実現可
能にするため，頑健化に向けた取り組
みを進めています．

NTT R&Dフォーラム２017では，業
務用カメラの映像に対して，市販のス
テレオカメラで得た深度情報を部分的
に組み合わせることで，フルHDの映
像からリアルタイム（３0 fps以上）で
特定の被写体のみを抽出するシステム
を構築しました（図 ３ ）．

このシステムでは，ステレオカメラ
から得られる被写体までの距離情報を
基に，はじめにシステム運用者が抽出
対象となる被写体のおおよそ存在する
距離範囲を指定します．そして，指定
範囲外の領域と，背景差分処理によっ
て変化のない領域の両方をマスクする
ことにより，単純な背景差分処理のみ

を使う場合よりも，背景の変化に対す
る頑健性を向上させました．これによ
り，NTT R&Dフォーラム２017におけ
るKirari!のステージでは，会議室に
いる複数人の被写体のうち，対象の研
究者 1 人だけを抽出し，ステージ会場
へリアルタイム伝送 ・ 投影し，ステー
ジ上にいる司会者との掛け合いを実現
しました．

しかしながら，本システムは距離に
よって大まかに被写体以外をマスクす
ることはできても，被写体の境界を正
確に分離できるほどの精度（例えば，
カメラから見たときに被写体の背後に
動く物体が重なって存在するような場
合に，前景となっている被写体の輪郭
を正確に切り抜くような精度）には
至っていませんでした．また，本シス
テムでは市販のステレオカメラを用い
ているため，ステレオカメラによって
得られる距離情報から生成するマスク
の映像は，被写体をとらえるメインの
業務用カメラの映像に比べてフレーム
レートが低く，画角にも違いがありま
す．このため，抽出対象となる被写体
が速く動作するようなケースや，動き
の範囲が大きくなるような場合には，
ステレオカメラと業務用カメラとの間
にフレームずれが生じ，結果的に被写
体抽出の精度が低下する場合がありま
した．これまでに，ステレオカメラだ
けでなく，ToF（Time of Flight）セ
ンサやサーモセンサなどをカメラと組
み合わせる検討も進めてきましたが，
市販のいかなるセンサであっても，ス
テレオカメラと同様に，被写体の抽出
に使うカメラ映像との解像度の違い，

カメラ画像

TRIMAP

背景画像

【カメラ画像の周囲の画素と比較】
赤点：補正対象の画素の座標
白点：比較する周囲の画素の座標

【背景画像の画素と比較】
赤点：補正対象の画素の座標

図 2 　境界補正処理
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画角の違い，フレームを取得するタイ
ミングの違いがあり，キャリブレー
ションによって空間的 ・ 時間的に完全
に同期することは非常に困難であるこ
とが分かっています．また，センサデ
バイスによっては，被写体の衣装や照
明の種類が計測できる精度に大きく影
響し，測定可能範囲が狭いなどの制約
もあるので，被写体抽出システムの汎
用性を高めることも課題になっていま
す．今後システムの改良により，さら
なる頑健化をめざしていきます．
■精緻化に向けた取り組み

Kirari!は，コンサートや歌舞伎な
どのエンタテインメントの分野での活
用も期待されます．例えば伝統芸能や
ライブコンサートにおける被写体とし
ては，複雑 ・ 繊細な衣装を着た演者が
抽出対象になる場面も考えられます．
このような場合には，極めて細かい髪
の毛のような境界や，半透明の衣装な

どの質感を忠実に再現する必要があり
ます．このとき，画素の分類による境
界補正手法よりも，これらの複雑かつ
繊細な境界の再現にすぐれた手法が必
要となります．

私たちは，このような複雑な境界を
有する被写体に対しても，抽出した結
果より精緻かつ自然に見せることをめ
ざし，TRIMAPにおいて未分類とさ
れた領域の画素に対し，透明度を与え
る手法を検討しました．この手法は
マッティングと呼ばれ，抽出した被写
体と別の（背景）画像とを自然になじ
ませるための手法として知られていま
す．マッティング自体はさまざまなア
ルゴリズムが提案されていますが，グ
リーンバックを使わない条件下で撮影
した映像からの被写体抽出に適するア
ルゴリズムを使用した場合，計算に膨
大な時間がかかるためリアルタイム被
写体抽出においてそのまま用いること

は困難です．
そこで私たちは，被写体の境界は必

ずしもすべてが複雑とは限らないこと
から，背景とのコントラストが低い境
界領域や，髪の毛などの極めて複雑な
境界領域をエッジ強度の評価によって
分類し，選択的に最小限のマッティン
グ処理を適用することにしました（３）．
被写体の領域と背景とが明瞭に区別で
きるような境界領域に対しては，従来
どおりの方法で境界補正を行いました

（図 ₄ ）．これにより，負荷の高い計算
が必要となる領域を最小限にすること
ができるため，計算時間の短縮が期待
されます．また，マッティング処理に
おいて近似を導入します．マッティン
グでは，対象画素に与える透明度を周
囲の画素（候補点）から導出しますが，
候補点は対象画素ごとに毎回求めるた
め，計算に時間がかかります．そこで，
マッティング対象の領域を複数の小領

ステレオカメラ左右画像
（低解像度）ステレオカメラ

業務用カメラ

抽出対象カメラ画像
（高解像度）

被写体抽出画像合成したマスク画像
（青：背景差分によるマスク）
（緑：距離利用によるマスク）

背景差分によるマスク画像

距離利用によるマスク画像
（被写体領域が含まれるまで拡張）

図 3 　ステレオカメラを組み合わせた被写体抽出システム
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域に分割し，小領域の単位で候補点を
求めます．これによって，計算の回数
を削減することができます．なお，小
領域内の互いに隣接する画素は，輝度
および色が類似していますので，この
ような近似を行って透明度を求めて
も，境界部分の品質は大きく劣化させ
ずに抽出することが可能です（図 ５ ）．
さらに，このような計算上の工夫に加
え，GPU（Graphics Processing 
Unit）を活用した並列処理を行うこと
で，従来比で約３0倍の処理向上を達成
しました．本処理結果は，熊本におけ
る実証実験「歌舞伎シアター ・ バー
チャル座」のハイライト場面で活用い
ただくことができました．今後は，さ
らなる工夫によって速度の向上を検討
します．

今後の展開

Kirari!の中核技術としての任意背
景リアルタイム被写体抽出技術につい
て，「高速化」「頑健化」および「精緻
化」の ３ つの軸からの取り組みを紹介
しました．高速化では4K/60fpsの処
理速度を精度向上と両立させました．
頑健化では，測距デバイスとして市販
のステレオカメラを活用し，背景や撮
影環境に対して頑健な抽出を実現させ
ました．精緻化では，複雑な境界に対
する処理を，速度をできるだけ落とさ
ずに行うアルゴリズムを生み出しまし
た．本稿で紹介してきた被写体抽出の
３ つの軸それぞれの取り組みは，現時
点まで個別に研究開発を推進してきま
したが，今後はこれらの統合を推進す
るとともに，さらなる実証実験等の機
会を通じて，技術の適用領域の拡大を

図り，実用化に向けて加速を図ります．
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見る人 ・使う人に驚きと感動をもたらす
ようなサービスやシステムの実現のため，
今後も技術をさらに進化させていきます．
被写体抽出技術を使うことで，今までにな
かったような観戦 ・観劇のスタイルや，SF
映画で見たようなコミュニケーションスタ
イルが実現できると信じています．

◆問い合わせ先
NTTサービスエボリューション研究所
	 ナチュラルコミュニケーションプロジェクト
TEL	 046-859-3780
E-mail　nagata.hidenobu lab.ntt.co.jp

図 4 　最小限のマッティング処理の適用
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図 5 　マッティング処理の近似

候補点の共有輪郭線の離散的探索
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