
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　描画対象を異なる複数の撮影方向から撮影して得られる複数の第１の画像と、前記描画
対象の距離情報に関する第２の画像とを記憶する記憶手段と、
　前記第２の画像に基づいて、前記描画対象の幾何形状モデルを生成する幾何形状モデル
生成手段と、
　前記幾何形状モデルの形状を近似するための を発生する と、
　視線方向に対して所定の角度をなすように、前記複数の面を回転させるビルボーディン
グ処理手段と、
　前記複数の撮影方向と前記視線方向とに基づいて、前記複数の第１の画像の中から前記
各面毎にテクスチャ画像を選択し前記各面に投影することで、前記視線方向に対応した前
記描画対象に関する第３の画像を生成するテクスチャマッピング手段と、
　を具備することを特徴とする画像処理装置。
【請求項２】
　前記幾何形状モデル生成手段は、複数のボクセルを発生させ、当該複数のボクセルによ
って前記幾何形状モデルを生成し、
　 各ボクセル内に発生させること、
　を特徴とする請求項１記載の画像処理装置。
【請求項３】
　幾何形状モデル生成手段は、前記第２の画像の精度に基づいて前記複数のボクセルの発
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複数の面 面発生手段

前記面発生手段は、前記面を



生数を制御することを特徴とする請求項２記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記第２の画像に基づいて、前記複数の第１の画像の各画素に対して距離情報を付加し
、当該各第１の画像の各画素の距離情報と から前記各ボクセルまでの距離とに
基づいて、前記複数の第１の画像に対してクリッピング処理を施すクリッピング処理手段
をさらに具備することを特徴とする請求項２又は３記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記複数の第１の画像の中から、前記視線方向と前記複数の撮影方向とがなす角度の小
さいものから順に少なくとも二枚の第１の画像を選択し、当該少なくとも二枚の第１の画
像に基づいて、補間画像を生成する補間画像生成手段をさらに具備し、
　前記テクスチャマッピング手段は、前記複数の撮影方向と前記視線方向とに基づいて、

前記複数の第１の画像又は前記補間画像をテクスチャ画像として選択し、
投影すること、

　を特徴とする請求項１乃至３のうちいずれか一項記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記第２の画像に基づいて、前記複数の第１の画像及び前記補間画像の各画素に対して
距離情報を付加し、当該各第１の画像及び当該補間画像の各画素の距離情報と
から 各ボクセルまでの距離とに基づいて、前記複数の第１
の画像及び前記補間画像に対してクリッピング処理を施すクリッピング処理手段と、
　を具備することを特徴とする請求項５記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記クリッピング処理手段は、グラフィックスハードウェアであることを特徴とする請
求項４又は６に記載の画像処理装置。
【請求項８】
　

描画対象を異なる複数の撮影方向から撮影して得られ
る複数の第１の画像と、前記描画対象の距離情報に関する第２の画像と 、前記
描画対象に関して所定の視線方向からの第３の画像を生成する画像処理方法であって、
　 前記第２の画像に基づいて、前記描画対象の幾何形状
モデルを生成し、
　 前記幾何形状モデルの形状を近似するための を発生し、
　 視線方向に対して所定の角度をなすように、

を回転させるビルボーディング処理を実行し、
　 前記複数の撮影方向と前記視線方向とに基づいて、前記複数の第
１の画像の中から前記各面毎にテクスチャ画像を選択し に投影することで、前記
第３の画像を生成すること、
　を具備することを特徴とする画像処理方法。
【請求項９】
　 前記幾何形状モデル

　
　を具備することを特徴とする請求項８記載の画像処理方法。
【請求項１０】
　 前記第２の画像の精度に基づいて前記複数のボクセル
の発生数を制御することを具備する特徴とする請求項９記載の画像処理方法。
【請求項１１】
　 前記第２の画像に基づい
て、前記複数の第１の画像の各画素に対して距離情報を付加し、当該各第１の画像の各画
素の距離情報と から前記各ボクセルまでの距離とに基づいて、前記複数の第１
の画像に対してクリッピング処理を施すこと、
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所定の視点

前記各面毎に 前
記各面に

所定の視点
前記幾何形状モデルに含まれる

幾何形状モデル生成手段と、面発生手段と、ビルボーディング手段と、画像生成手段と
を具備する画像処理装置を用いて、

に基づいて

前記幾何形状モデル生成手段が、

前記面発生手段は、 複数の面
前記ビルボーディング手段は、 前記複数の

面
前記画像生成手段は、

前記各面

前記幾何形状モデル生成手段は、 を複数のボクセルから形成される
ボクセルモデルとして生成し、

前記面発生手段は、前記面を各ボクセル毎に発生させること、

前記幾何形状モデル生成手段は、

前記画像処理装置がさらに具備するクリッピング処理手段が、

所定の視点



　をさらに具備することを特徴とする請求項９又は１０記載の画像処理方法。
【請求項１２】
　
　前記複数の第１の画像の中から、前記視線方向と前記複数の撮影方向とがなす角度の小
さいものから順に少なくとも二枚の第１の画像を選択し、当該少なくとも二枚の第１の画
像に基づいて、補間画像を生成し、
　前記複数の撮影方向と前記視線方向とに基づいて、 に前記複数の第１の画像
又は前記補間画像をテクスチャ画像として選択し、 投影すること、
　をさらに具備することを特徴とする請求項８乃至１０のうちいずれか一項記載の画像処
理方法。
【請求項１３】
　 前記第２の画像に基づい
て、前記複数の第１の画像及び前記補間画像の各画素に対して距離情報を付加し、当該各
第１の画像及び当該補間画像の各画素の距離情報と から

各ボクセルまでの距離とに基づいて、前記複数の第１の画像及び前記補間画像に
対してクリッピング処理を施すことをさらに具備することを特徴とする請求項１２記載の
画像処理方法。
【請求項１４】
　描画対象を異なる複数の撮影方向から撮影して得られる複数の第１の画像と、前記描画
対象の距離情報に関する第２の画像とを利用して、前記描画対象に関して所定の視線方向
からの第３の画像を生成するための画像処理プログラムであって、

　前記第２の画像に基づいて、前記描画対象の幾何形状モデルを生成する幾何形状モデル
生成機能と、
　前記幾何形状モデルの形状を近似するための 発生する面発生機能と、
　視線方向に対して所定の角度をなすように、 回転させるビルボーディン
グ処理を実行するビルボーディング機能と、
　前記複数の撮影方向と前記視線方向とに基づいて、前記複数の第１の画像の中から前記
各面毎にテクスチャ画像を選択し 投影することで、前記第３の画像を生成する
画像生成機能と、
　を実現させるための画像処理プログラム。
【請求項１５】
　前記幾何形状モデル生成機能は、複数のボクセルを発生させ、当該複数のボクセルによ
って前記幾何形状モデルを生成し、
　前記面発生機能は、 各ボクセル内に発生させること、
　を特徴とする請求項１４記載の画像処理プログラム。
【請求項１６】
　 前記第２の画像の精度に基づいて前記複数のボクセル
の発生数を制御することを特徴とする請求項１５記載の画像処理プログラム。
【請求項１７】
　 前記第２の画像に基づいて、前記複数の第１の画像の各画素に対して
距離情報を付加し、当該各第１の画像の各画素の距離情報と から前記各ボクセ
ルまでの距離とに基づいて、前記複数の第１の画像に対してクリッピング処理を施すクリ
ッピング機能 さらに具備することを特徴とする請求項１５又は１６記
載の画像処理プログラム。
【請求項１８】
　前記制御手段に、前記複数の第１の画像の中から、前記視線方向と前記複数の撮影方向
とがなす角度の小さいものから順に少なくとも二枚の第１の画像を選択し、当該少なくと
も二枚の第１の画像に基づいて、補間画像を生成する補間画像生成機能を実現させること
をさらに具備し、
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前記画像生成手段が、

前記各面毎
前記各面に

前記画像処理装置がさらに具備するクリッピング処理手段が、

所定の視点 前記幾何形状モデルに
含まれる

　コンピュータの制御手段に、

複数の面を
前記複数の面を

前記各面に

前記面を

前記幾何形状モデル生成機能は、

前記制御手段に、
所定の視点

を実現させることを



　前記画像生成 は、前記複数の撮影方向と前記視線方向とに基づいて、前記各面毎に
前記複数の第１の画像又は前記補間画像をテクスチャ画像として選択し、前記各面に投影
すること、
　を特徴とする請求項１４乃至１６のうちいずれか一項記載の画像処理プログラム。
【請求項１９】
　前記制御手段に、前記第２の画像に基づいて、前記複数の第１の画像及び前記補間画像
の各画素に対して距離情報を付加し、当該各第１の画像及び当該補間画像の各画素の距離
情報と所定の視点から前記幾何形状モデルに含まれる各ボクセルまでの距離とに基づいて
、前記複数の第１の画像及び前記補間画像に対してクリッピング処理を施すクリッピング
処理機能 実現させることをさらに具備することを特徴とする請求項１８記載の画像処理
プログラム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、コンピュータグラフィックス等において使用される画像処理装置、画像処理方
法、及び当該画像処理プログラムに関する。
【０００２】
【従来の技術】
実世界の物体や風景をコンピュータグラフィクスとして再現することは、仮想現実感、拡
張現実感といった現実感モデルを構築する上で非常に重要な処理である。しかし、複雑な
形状を持つ物体を正確に計測、又は表現（すなわち画像化）することは、非常に困難であ
る。また、仮に実現できた場合であっても、その処理に要するコストは、極めて高額とな
ると考えられる。このような問題に対して、従来より、幾何モデル、光学モデル等の観点
から多くの研究がなされている。しかし、依然として樹木の葉や毛髪等の極端に複雑な物
体の幾何学形状を正確な計測、及び厳密な画像化は困難である。この困難性について具体
的に説明すると、次のようである。
【０００３】
例えば、コンピュータグラフィックスにおける代表的な描画手法の一つに、計測等によっ
て得られた形状モデルに基づいて描画を行うＭＢＲ（ Model Based Rendering）がある。
この手法では、ある程度の大きさを持つ物体の形状を、レーザーレンジファインダーによ
って高精度（０．１～１０．０ｍｍの精度）で計測して形状モデルを作成し、これに基づ
いて描画処理を行う。従って、この手法での描画の正確さは、形状モデルの計測精度に依
存することとなる。しかしながら、毛髪等の細かく入り組んだ形状を画像として表現する
には、上記計測精度では不十分であり、正確な画像化を実現することができない。また、
当該手法は、計測精度が撮影対象の表面特性に影響されやすく、かつ撮影できない対象も
多い。さらに、複雑な幾何形状を正確に表現するために必要なデータ量は膨大であり、こ
れらのデータを全て保持することは現実的ではない。
【０００４】
また、コンピュータグラフィックスにおける代表的な他の描画手法として、二次元画像か
ら見え（ appearance）を合成して描画を行うＩＢＲ（ Image Based Rendering）がある。
この手法は、ＭＢＲの様に幾何形状を取得する必要がなく、入力するカメラ画像を増やす
ことにより原理的にはあらゆる風景を再現することが可能である。しかしながら、撮影に
要するコストとデータを保持するコストが高いことから利用できる状況は限られてしまう
。また、幾何形状を持たないことから、合成された形状を他の環境に持ち込んだり、視点
を大きく変える等の変化が困難である。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上記事情を鑑みてなされたもので、計測によって得られた幾何形状を最大限に
活用しつつ、画像に基づく見えの合成を行うことで、任意の対象物体を表示することがで
きる画像処理装置、画像処理方法、及び当該画像処理プログラムを提供することを目的と
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機能

を



している。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記目的を達成するため、次のような手段を講じている。
【０００７】
　請求項１に記載の発明は、描画対象を異なる複数の撮影方向から撮影して得られる複数
の第１の画像と、前記描画対象の距離情報に関する第２の画像とを記憶する記憶手段と、
前記第２の画像に基づいて、前記描画対象の幾何形状モデルを生成する幾何形状モデル生
成手段と、前記幾何形状モデルの形状を近似するための複数の面を発生する面発生手段と
、視線方向に対して所定の角度をなすように、前記複数の面を回転させるビルボーディン
グ処理手段と、前記複数の撮影方向と前記視線方向とに基づいて、前記複数の第１の画像
の中から前記各面毎にテクスチャ画像を選択し前記各面に投影することで、前記視線方向
に対応した前記描画対象に関する第３の画像を生成するテクスチャマッピング手段と、を
具備することを特徴とする画像処理装置である。
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の画像処理装置であって、前記幾何形状モデ
ル生成手段は、複数のボクセルを発生させ、当該複数のボクセルによって前記幾何形状モ
デルを生成し、前記面発生手段は、前記面を各ボクセル内に発生させること、を特徴とす
るものである。
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の画像処理装置であって、幾何形状モデル生
成手段は、前記第２の画像の精度に基づいて前記複数のボクセルの発生数を制御すること
を特徴とするものである。
　請求項４に記載の発明は、請求項２又は３記載の画像処理装置であって、前記第２の画
像に基づいて、前記複数の第１の画像の各画素に対して距離情報を付加し、当該各第１の
画像の各画素の距離情報と所定の視点から前記各ボクセルまでの距離とに基づいて、前記
複数の第１の画像に対してクリッピング処理を施すクリッピング処理手段をさらに具備す
ることを特徴とするものである。
　請求項５に記載の発明は、請求項１乃至３のうちいずれか一項記載の画像処理装置であ
って、前記複数の第１の画像の中から、前記視線方向と前記複数の撮影方向とがなす角度
の小さいものから順に少なくとも二枚の第１の画像を選択し、当該少なくとも二枚の第１
の画像に基づいて、補間画像を生成する補間画像生成手段をさらに具備し、前記テクスチ
ャマッピング手段は、前記複数の撮影方向と前記視線方向とに基づいて、前記各面毎に前
記複数の第１の画像又は前記補間画像をテクスチャ画像として選択し、前記各面に投影す
ること、を特徴とするものである。
　請求項６に記載の発明は、請求項５記載の画像処理装置であって、前記第２の画像に基
づいて、前記複数の第１の画像及び前記補間画像の各画素に対して距離情報を付加し、当
該各第１の画像及び当該補間画像の各画素の距離情報と所定の視点から前記幾何形状モデ
ルに含まれる各ボクセルまでの距離とに基づいて、前記複数の第１の画像及び前記補間画
像に対してクリッピング処理を施すクリッピング処理手段と、を具備することを特徴とす
るものである。
　請求項７に記載の発明は、請求項４又は６に記載の画像処理装置であって、前記クリッ
ピング処理手段は、グラフィックスハードウェアであることを特徴とするものである。
　請求項８に記載の発明は、幾何形状モデル生成手段と、面発生手段と、ビルボーディン
グ手段と、画像生成手段とを具備する画像処理装置を用いて、描画対象を異なる複数の撮
影方向から撮影して得られる複数の第１の画像と、前記描画対象の距離情報に関する第２
の画像とに基づいて、前記描画対象に関して所定の視線方向からの第３の画像を生成する
画像処理方法であって、前記幾何形状モデル生成手段が、前記第２の画像に基づいて、前
記描画対象の幾何形状モデルを生成し、前記面発生手段は、前記幾何形状モデルの形状を
近似するための複数の面を発生し、前記ビルボーディング手段は、視線方向に対して所定
の角度をなすように、前記複数の面を回転させるビルボーディング処理を実行し、前記画
像生成手段は、前記複数の撮影方向と前記視線方向とに基づいて、前記複数の第１の画像
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の中から前記各面毎にテクスチャ画像を選択し前記各面に投影することで、前記第３の画
像を生成すること、を具備することを特徴とする画像処理方法である。
　請求項９に記載の発明は、請求項８記載の画像処理方法であって、前記幾何形状モデル
生成手段は、前記幾何形状モデルを複数のボクセルから形成されるボクセルモデルとして
生成し、前記面発生手段は、前記面を各ボクセル毎に発生させること、を具備することを
特徴とするものである。
　請求項１０に記載の発明は、請求項９記載の画像処理方法であって、前記幾何形状モデ
ル生成手段は、前記第２の画像の精度に基づいて前記複数のボクセルの発生数を制御する
ことを具備する特徴とするものである。
　請求項１１に記載の発明は、請求項９又は１０記載の画像処理方法であって、前記画像
処理装置がさらに具備するクリッピング処理手段が、前記第２の画像に基づいて、前記複
数の第１の画像の各画素に対して距離情報を付加し、当該各第１の画像の各画素の距離情
報と所定の視点から前記各ボクセルまでの距離とに基づいて、前記複数の第１の画像に対
してクリッピング処理を施すこと、をさらに具備することを特徴とするものである。
　請求項１２に記載の発明は、請求項８乃至１０のうちいずれか一項記載の画像処理方法
であって、前記画像生成手段が、前記複数の第１の画像の中から、前記視線方向と前記複
数の撮影方向とがなす角度の小さいものから順に少なくとも二枚の第１の画像を選択し、
当該少なくとも二枚の第１の画像に基づいて、補間画像を生成し、前記複数の撮影方向と
前記視線方向とに基づいて、前記各面毎に前記複数の第１の画像又は前記補間画像をテク
スチャ画像として選択し、前記各面に投影すること、をさらに具備することを特徴とする
ものである。
　請求項１３に記載の発明は、請求項１２記載の画像処理方法であって、前記画像処理装
置がさらに具備するクリッピング処理手段が、前記第２の画像に基づいて、前記複数の第
１の画像及び前記補間画像の各画素に対して距離情報を付加し、当該各第１の画像及び当
該補間画像の各画素の距離情報と所定の視点から前記幾何形状モデルに含まれる各ボクセ
ルまでの距離とに基づいて、前記複数の第１の画像及び前記補間画像に対してクリッピン
グ処理を施すことをさらに具備することを特徴とするものである。
　請求項１４に記載の発明は、描画対象を異なる複数の撮影方向から撮影して得られる複
数の第１の画像と、前記描画対象の距離情報に関する第２の画像とを利用して、前記描画
対象に関して所定の視線方向からの第３の画像を生成するための画像処理プログラムであ
って、コンピュータの制御手段に、前記第２の画像に基づいて、前記描画対象の幾何形状
モデルを生成する幾何形状モデル生成機能と、前記幾何形状モデルの形状を近似するため
の複数の面を発生する面発生機能と、視線方向に対して所定の角度をなすように、前記複
数の面を回転させるビルボーディング処理を実行するビルボーディング機能と、前記複数
の撮影方向と前記視線方向とに基づいて、前記複数の第１の画像の中から前記各面毎にテ
クスチャ画像を選択し前記各面に投影することで、前記第３の画像を生成する画像生成機
能と、を実現させるための画像処理プログラムである。
　請求項１５に記載の発明は、請求項１４記載の画像処理プログラムであって、前記幾何
形状モデル生成機能は、複数のボクセルを発生させ、当該複数のボクセルによって前記幾
何形状モデルを生成し、前記面発生機能は、前記面を各ボクセル内に発生させること、を
特徴とするものである。
　請求項１６に記載の発明は、請求項１５記載の画像処理プログラムであって、前記幾何
形状モデル生成機能は、前記第２の画像の精度に基づいて前記複数のボクセルの発生数を
制御することを特徴とするものである。
　請求項１７に記載の発明は、請求項１５又は１６記載の画像処理プログラムであって、
前記制御手段に、前記第２の画像に基づいて、前記複数の第１の画像の各画素に対して距
離情報を付加し、当該各第１の画像の各画素の距離情報と所定の視点から前記各ボクセル
までの距離とに基づいて、前記複数の第１の画像に対してクリッピング処理を施すクリッ
ピング機能を実現させることをさらに具備することを特徴とするものである。
　請求項１８に記載の発明は、請求項１４乃至１６のうちいずれか一項記載の画像処理プ
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ログラムであって、前記制御手段に、前記複数の第１の画像の中から、前記視線方向と前
記複数の撮影方向とがなす角度の小さいものから順に少なくとも二枚の第１の画像を選択
し、当該少なくとも二枚の第１の画像に基づいて、補間画像を生成する補間画像生成機能
を実現させることをさらに具備し、前記画像生成 は、前記複数の撮影方向と前記視線
方向とに基づいて、前記各面毎に前記複数の第１の画像又は前記補間画像をテクスチャ画
像として選択し、前記各面に投影すること、を特徴とするものである。
　請求項１９に記載の発明は、請求項１８記載の画像処理プログラムであって、前記制御
手段に、前記第２の画像に基づいて、前記複数の第１の画像及び前記補間画像の各画素に
対して距離情報を付加し、当該各第１の画像及び当該補間画像の各画素の距離情報と所定
の視点から前記幾何形状モデルに含まれる各ボクセルまでの距離とに基づいて、前記複数
の第１の画像及び前記補間画像に対してクリッピング処理を施すクリッピング処理機能
実現させることをさらに具備することを特徴とするものである。
【００２６】
このような構成によれば、計測によって得られた幾何形状を最大限に活用しつつ、画像に
基づく見えの合成を行うことで、任意の対象物体を表示することができる画像処理装置、
画像処理方法、及び当該画像処理プログラムを実現することができる。
【００２７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施形態を図面に従って説明する。なお、以下の説明において、略同一の
機能及び構成を有する構成要素については、同一符号を付し、重複説明は必要な場合にの
み行う。
【００２８】
図１は、本実施形態に係る画像処理装置１０のブロック構成図を示している。同図に示す
ように、本画像処理装置１０は、主記憶部１２、ホストコントローラ１４、操作部１６、
表示部１８、補助記憶部１９、画像処理部２０を具備している。
【００２９】
主記憶部１２は、所定の描画対象に関する二次元画像列（カメラ画像その他の実画像から
なる画像列）と幾何形状情報とを記憶する不揮発性メモリである。ここでは、二次元画像
列は、描画対象を被写体として、その周囲の複数撮影位置において撮影されたカメラ画像
とする。このカメラ画像は、後述する画像処理においてテクスチャ画像として使用される
。また、幾何形状情報とは、例えば光学的センサ等を用いた計測等によって得られる距離
画像（各画素の画素値として、センサから描画対象までの距離を有する画像）である。
【００３０】
ホストコントローラ１４は、画像生成、画像処理、画像表示、データ記憶・通信等に関す
る統括的な制御を行う。
【００３１】
操作部１６は、キーボード、マウス、トラックボール、ロータリエンコーダ等からなり、
オペレータが画像処理装置１０に対しての各種入力指示を行うためのインタフェースであ
る。
【００３２】
表示部１８は、画像を表示するＣＲＴ等の表示手段である。
【００３３】
補助記憶部１９は、フロッピーディスク（ＦＤ）、ＤＶＤ、ＣＤＲＯＭ、ＤＡＴ等の着脱
式記憶媒体である。
【００３４】
アラインメント処理部１９は、カメラ画像と距離画像とを同一の座標系で表現するための
対応付け（アラインメント）を行う。このアラインメントは、特徴量に着目するものや点
群同士の対応に着目するものその他種々の手法を採用することができる。
【００３５】
画像処理部２０は、主記憶部１２に格納されたカメラ画像列、幾何形状情報を入力として
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後述する各処理を実行し、微小面ビルボーディングを用いて描画対象を描画（レンダリン
グ）する。本画像処理部２０は、各処理を実行するための構成要素として、微小面発生部
２０１、ビルボーディング処理部２０３、テクスチャ画像選択部２０２、描画処理部２０
９を有している。
【００３６】
微小面発生部２０１は、例えば描画対象に関するボクセルモデルを生成し、各ボクセル内
に当該描画対象の幾何形状を近似するための微小面を発生する。
【００３７】
ビルボーディング処理部２０３は、視線方向と各微小面とが常に所定の角度（本実施形態
では、９０度）をなすように、視線方向の変化に応じて各微小面を回転させる。この様な
各微小面の回転処理による拘束は、「ビルボーディング」と呼ばれる。このビルボーディ
ングを行うのは、任意の視線方向から観察した場合、上記複数の微小面によって描画対象
全体が被覆される様にするためである。ここで、「視線方向」とは、描画処理において設
定される視点から描画対象を見た場合の方向を意味する。
【００３８】
テクスチャ画像選択部２０２は、視線方向とカメラ画像列を撮影した複数のカメラの撮影
方向とに基づいて、各微小面に関するテクスチャ画像を複数のカメラ画像の中から選択す
る。
【００３９】
描画処理部２０９は、テクスチャ画像選択部２０２によって選択された各カメラ画像を、
対応する各微小面に投影することで、描画処理を行う。ここで、「撮影方向」とは、撮影
用カメラ位置から描画対象を見た場合の方向を意味する。
【００４０】
前処理部２１は、距離画像を利用して各カメラ画像の画素毎に視点からの距離（深さ）に
関する情報（αチャネル情報）を与える。このαチャネル情報は、ダブルイメージの発生
を防止するため、レンダリングにおけるクリッピング処理に利用される。
【００４１】
次に、上記のように構成した画像処理装置１０によって実現される、微小面ビルボーディ
ングを用いた表示手法について説明する。この手法は、描画対象の幾何形状を、視線方向
に依存してその向き（方向）が変化する微小面の集合で近似し、二次元画像をテクスチャ
として張り付けることにより、任意形状の物体や風景を効率的に表示するものである。こ
の表示手法によれば、描画対象がどのような外形を有する場合であっても、遠近感があり
、且つ遮蔽や光源の影響その他の他物体との相互作用を考慮した描画を実現できる。特に
、描画対象が複雑な外形を有する場合（例えば、描画対象が樹木である場合、毛状の部分
を有する場合等）に実益がある。
【００４２】
なお、本表示手法は、例えば本ホストコントローラ１４が有する、又は別途設けられた揮
発性メモリにおいて、主記憶部１２又は補助記憶部１９等に格納された所定のプログラム
を読み出し実行することによって実現することができる。
【００４３】
図２は、画像処理装置１０が実行する上記生成・表示方法において実行される各処理のフ
ローチャートである。図２に示すように、まず、カメラ画像列データ、及び距離画像デー
タを収集する（ステップＳ１）。カメラ画像列データは、例えば描画対象を中心として所
定角度間隔にある複数の撮影位置から撮影することで得られる。また、距離画像データは
、例えば描画対象をレーザーレンジファインダーによって計測することで得られる。なお
、カメラ画像と距離画像とは、同じ撮影位置から撮影される構成であってもよい。この場
合、両者の間の空間的な対応関係を取るアラインメント処理をする省略することができる
。また、幾何形状情報としては、距離画像の他に、三角パッチなどで表現されるメッシュ
モデルであってもよい。
【００４４】
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次に、アラインメント処理部１９は、各カメラ画像と距離画像と間の位置合わせ（アライ
ンメント）を行う（ステップＳ２）。本実施形態においては、例えばＩＣＰ法（ Iterativ
e Closest Part method）等を採用する。
【００４５】
次に、微小面発生部２０１は、微小面（ポリゴン）の集合により、描画対象の形状を近似
する（ステップＳ３）。すなわち、空間を微小領域に分割し、上記計測によって得られた
幾何学形状を再サンプリングすることで、描画対象について粗い幾何学形状を取得する。
この粗い幾何学形状取得するため、本実施形態では、例えばボクセル分割に基づき微小面
を発生させる方法を採用する。具体的な内容は、次のようである。
【００４６】
まず、描画対象を完全に含むボリューム空間を設定する。すなわち、各ボクセルに二値化
処理を施し、その中に何も存在しなければ、そのボクセルは空（ボクセル値０を設定）と
し、一方、その中に何からの形状が存在すればボクセル値１を設定する。次に、当該ボク
セル内に微小面を発生させることで、幾何形状を再サンプリングして表面対象の形状を近
似する。
【００４７】
なお、近似するための微小面の形状としては、多角形や楕円を採用することができる。本
実施形態では、標準的なグラフィックハードウェアを使用した容易な描画、マッピング等
が可能であることから、四辺形の微小面を発生させるものとする。
【００４８】
図３は、ボクセル内に発生させる微小面の一例を示した図である。図３に示すように、微
小面は、各ボクセル内の四辺形として定義される。また、その中心はボクセルの中心と一
致するように設定される。この微小面は、後述するように視点の移動に伴って当該ボクセ
ル内を回転する。この回転の際、微小面によって当該ボクセル全体を常に被覆するために
は（すなわち、所定の視点から見た場合、微小面が当該ボクセルモデルの表面を完全に被
覆するためには）、１ボクセルの幅をｗとした場合、微小面の幅を３１ ／ ２ ｗ以上とする
必要がある。
【００４９】
図４は、各ボクセルに微小面を発生させた場合の描画対象断面の模式的な図を示している
。同図に示すように、描画対象の幾何形状は、微小面の集合によって近似される。
【００５０】
次に、ビルボーディング処理部２０３は、視線方向と常に垂直となるように、各微小面を
回転させる（ビルボーディング：ステップＳ４）。このビルボーディングにより、どの視
線方向からでも微小面によって隙間無く覆い尽くされた状態で描画対象物を観察すること
ができる。
【００５１】
次に、テクスチャ画像選択部２０２は、テクスチャ画像として貼り付けるためのカメラ画
像を、各微小面毎に選択する（ステップＳ５）。複数のカメラがある場合（カメラ画像列
がカメラ毎に複数ある場合）には、いずれのカメラから撮影されたカメラ画像を選択する
かは、視点の変動とともに描画時に動的に決定される。本実施形態では、視線方向とカメ
ラの撮影方向とのなす角θが最も小さい画像から優先させ、かつ微小面を完全に含むもの
を選択する。
【００５２】
なお、本手法では、撮影したカメラ画像列から、視線方向に最も近い画像を選択し、使用
するため、視線の連続的な移動に伴い、選択される画像も変化する。撮影したカメラ画像
が十分に密でなければ、視点移動によって選択する画像が変化する際、見え方も大きく変
わるため、連続性が失われ現実感が損なわれてしまう。
【００５３】
この不具合を防止するため、例えば、微小面に対して投影されるカメラ画像を上記θが小
さいものから順番に複数枚選択しておき、選択画像が変わる際、連続的に画像が変化する
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ように、変化前と変化後の画像を重み付けし、ブレンドした補間画像を生成して用いる。
これにより、視線移動に伴うカメラ画像間の移動を滑らかにすることができ、自然な描画
を実現することができる。
【００５４】
次に、描画処理部２０９は、選択された各テクスチャ画像を切り抜き、各微小面に遠近投
影する（テクスチャ画像のマッピング：ステップＳ６）。これにより、描画対象がどのよ
うな外形を有する場合であっても、遠近感があり、且つ遮蔽や光源の影響その他の他物体
との相互作用を考慮した描画を実現することができる。
【００５５】
（デプスクリッピング）
上記表示手法においては、微小面に対するテクスチャ画像の選択は、視線方向とカメラの
撮影方向とに基づいて決定している。そのため、複数個の面に対して同一のテクスチャが
選択されることがあり、その結果、視線がカメラの撮影地点から離れるに従って、テクス
チャ上の一つの画素が複数回描画されることになる。一方、テクスチャ画像の各画素は、
描画対象の一つの点から得られた情報である。従って、この同一テクスチャの複数回描画
は、同一の物体が複数現れる、所謂ダブルイメージとして現れ、見えの不具合を発生させ
る。この不具合を改善するため、本画像処理装置は、次に述べるデプスクリッピングと称
される手法を採用することができる。
【００５６】
デプスクリッピングとは、カメラ画像中の各画素に対して、予め画像対象までの距離情報
を持たせておき、描画時に当該カメラ画像の各画素がボクセル内に含まれる場合に限り、
微小面上に画素を書き出すことで、ダブルイメージを除去する手法である。なお、カメラ
画像中の各画素に距離情報を持たせる処理は、前処理として予め行っておくことが可能で
ある。本実施形では、前処理部２１において、例えばアラインメントの前段処理として実
行することができる。
【００５７】
図５（ａ）～（ｃ）は、デプスクリッピングを説明するための図である。まず、前処理部
２１は、図５（ａ）に示すようなカメラ画像（鉢植え）と、これに対応する距離画像とを
入力し、距離画像に基づきカメラ画像の各画素に対してαチャネル情報を与える。図５（
ｂ）は、カメラ画像の各画素について、αチャネル情報がマスクされた画像の一例を示し
ている。
【００５８】
描画処理部２０９は、図５（ｂ）に示した画像の各画素に与えられた距離と各微小面との
距離とを比較して、テクスチャ画像として必要か否かの判定し、不要な画素については切
り抜いて除去する。すなわち、微小面の発生間隔をｗ、微小面の撮影方向の微小面上の奥
行きをＤ、画面に割り当てられている奥行きをｄとすると、描画処理部２０９は、カメラ
画像上の画素単位で、次の関係式に従ってテクスチャ画像の切り抜きに関する判定を実行
する。
【００５９】
｜ｄ－Ｄ｜＜ｗ／２　　（画素を現在の微小面上に描画）　　　　（１－１）
上記以外　　　　（画素を破棄、すなわち透明色をマッピング）　（１－２）
なお、この判定・切り抜き処理は、例えば nVidia GeForce3グラフィックスカード（商品
名）の Register Combinersテクスチャ合成機能を利用して、ハード的に実行することがで
きる。図６は、テクスチャ画像の判定・切り抜き処理を実現するハード装置の一例を示し
た図である。当該装置におけるレジスタの割り当ては、次の通りである。
【００６０】
まず、図６に示すように、テクスチャユニット０のα－ｐｏｒｔｉｏｎに、距離画像Ｄを
ロードする。すなわち、テクスチャとして使用されるカメラ画像は、ＲＧＢチャネルに撮
影によって得られた色画像を、αチャネルに幾何形状を射影して得られた距離画像Ｄを割
り当てる。次に、テクスチャ画素値ｄをテクスチャユニット１にロードする。今の場合、

10

20

30

40

50

(10) JP 3855053 B2 2006.12.6



微小面は四辺形ポリゴンで表現しているから、視点の位置からポリゴンの向きを決定した
後、当該四辺形の四つの頂点を撮影方向に見た時の距離を一次元テクスチャ座標として、
各頂点に割り当てる。微小面上の各点を描画する際には、これらのテクスチャ座標を補間
した値を、テクスチャ画素値として使用する。これらの値Ｄ、ｄは、 general combiner 0
にそれぞれ値Ａ、Ｃとして入力される。 general combiner 0は、入力された値Ａ、Ｄに基
づいて、Ａ－Ｃ＋０．５の演算値を求め、 general combiner 1、 general combiner 3に対
しそれぞれ値Ａとして出力する。
【００６１】
次に、 general combiner 1では、値Ａ及び値Ｃ＝ｗ／２（ｗはボクセルサイズ）とを入力
し、Ａ－Ｃの演算値を求め、 general combiner 2に出力する。 general combiner 2は、入
力した演算値が０．５を越えるか否かを判別し、０．５を越えない場合には１が、越える
場合には０が値Ｃとして general combiner 4に入力される。一方、 general combiner 3で
は、値Ａ及び値Ｃ＝ｗ／２（ｗはボクセルサイズ）とを入力し、Ａ＋Ｃの演算値を求め、
general combiner 4に出力する。
【００６２】
general combiner 4は、 general combiner 2及び general combiner 3から入力した各値Ｃ
が０．５を越えるか否かを判別し、０．５を越えない場合には０が、越える場合にはＣが
値Ｃとして final combiner のα－ｐｏｒｔｉｏｎに入力される。この演算は上記式（１
－１）、（１－２）の判定に対応している。 final combiner のα－ｐｏｒｔｉｏｎでは
、画素を描画する場合にはα＝１、切り取る場合にはα＝０に置換され、画素の描画／破
棄が実行される。なお、
このように、式（１－１）、（１－２）の判別を実現するレジスタ合成器を使用すること
で、カメラ画像の各画素に対してデプスクリッピング処理を実行することができる。
【００６３】
（誤差に基づくパラメータの決定）
微小面の発生密度は、画質と描画速度とに大きく影響する。一般に、発生密度が高ければ
高いほど画質は向上するが、描画速度は低下する。そこで、画質と描画速度との間の関係
式に基づいて、最適な微小面の発生密度を決定する手法について説明する。
【００６４】
上述した表示手法では、微小面には、入力したカメラ画像がテクスチャとして投影される
。このため、視点がカメラ位置にある場合は、微小面の解像度によらず、描画によって与
えられる画像は入力したカメラ画像と一致する。この場合、描画結果の画像には、幾何形
状を近似したことによる誤差は全くないと考えることができる。一方、視点がカメラ位置
から外れるに従って、もともと連続である幾何形状を不連続な微小面の集合で近似したこ
とによる見えの不連続が発生する。
【００６５】
図７は、見えの不連続性を幾何学的に説明するための図である。図７に示すように、隣り
合う微小面ｖ１ 、ｖ２ に対し、Ａ方向のカメラが選択され描画された画像を、Ｂ方向から
観測しているとする。このとき、微小面の発生間隔（隣り合う微小面の中心間の距離）を
ｗ、視線の角度を図の様にθ、カメラの撮影方向をφとすると、視線方向の微小面の間隔
は、ｗ・ｃｏｓθと表せる。また、点ｐ１ 、点ｐ２ は、カメラ画像上の同一点であるので
、これらの近傍は描画時にも連続していることが望ましい。微小面が不連続であるため、
これらの点は次のｅだけ離れて観察されることになる。
【００６６】
ｅ＝ｗ・ｃｏｓθｔａｎ｜φ－θ｜　　　　　（２）
ある入力カメラ画像列に対して、δ＝ｍａｘ｜φ－θ｜を考えると、ｗｃｏｓθ＜ｗより
、次の式が成立する。
【００６７】
ｅ＜ｗ・ｔａｎδ　　　　　　　　　　　　　（３）
式（３）より、テクスチャの不連続を抑制するためには、第１に、ｗを減少させる、すな
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わち、ボクセルの分割を密に行っていき、微小面の発生密度を上げること、第２に、δを
減少させる、すなわち、入力するカメラ画像を密に撮影すること、が有効である。
【００６８】
しかしながら多くの場合、作業の手間やサイズが増大することなどから、入力するカメラ
画像列をある程度以上密にすることは困難である。従って、本実施形態では、与えられた
入力するカメラ画像列に対して、可能な限りボクセル分割数を変更することで微小面の発
生密度を好適に制御する。例えば、計測物体を設置し、周囲から３０°間隔でカメラ撮影
した画像をテクスチャとする場合、δ＜１５°からｅ＜０．１３ｗを得る。ｅをスクリー
ン上でのずれと考えると、ｅ＜１、すなわちｗ＜７４（単位は、スクリーン上の画素）で
あれば、テクスチャは連続して表示されることがわかる。従って、式（３）により、視点
が移動した際の微小面の発生密度を、閾値処理によって決定することができる。
【００６９】
図８（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）は、式（３）に従う視点の移動に応じた解像度の変
更（ｅの変更）を示した図である。（ａ）から（ｄ）に進むに従ってｅの値が小さく、高
解像度となっている。
【００７０】
このｅの値により発生する微小面のサイズを制御し、観察に最適な画像表示を実現するこ
とができる。当該制御の一つの基準として、計測された幾何形状の精度を挙げることがで
きる。例えば、計測された幾何形状の精度が良い場合には、サイズを小さくすることで、
本手法によって得られる画像は、形状モデルに基づくＭＢＲ法によって得られるものに近
づく。一方、幾何形状が信頼できない場合には、サイズを大きくすることで、本手法によ
って得られる画像は、二次元画像に基づくＩＢＲ法に近づけることができる。
【００７１】
（実施例）
次に、本発明の実施例について説明する。本実施例では、本手法の有効性を検証するため
、（Ａ）物体を座標系の原点付近に設置し、周囲から中心方向に計測する場合（Ｂ）カメ
ラを座標系の原点付近に設置し、周囲に向かって計測・撮影する場合、の二種類のカメラ
配置で実験を行う。
【００７２】
実験に用いた描画対象（毛状素材で覆われた物体）の幾何形状、カメラ画像（カメラ画像
）は、 VIVID900（商品名）を用いて計測・撮影する。この計測系では、カメラ画像と幾何
形状とを同時に計測することができる。そのため、両者の位置合わせ（アラインメント）
を行う必要がない。撮影時のカメラ位置は測定せず、得られた点群を P. Neugebauerらの
手法（例えば、 Geometrical cloning of 3d objects via simultaneous registration of
 multiple range images. In Proc. Shape Modeling and Application ’ 97, pages 130-
139, 1997）を用いて位置合わせした結果を利用して、カメラ位置を校正する。実験では
、描画対象をターンテーブル上に設置し、周囲３６０°から１０°以上の間隔で計測・撮
影を行った。
【００７３】
図９（ａ）は、上記（Ａ）の状況下で計測を行って得られた幾何形状、及びカメラ画像の
一つを示す。なお、描画対象は、毛状の外形を有するぬいぐるみである。得られた幾何形
状列に符号付距離変換を行い、ボリューム空間で再サンプリングしたとすると、図９（ｂ
）に示すようなボリュームデータを得る。
【００７４】
次に、 Wheelerらの方法（例えば、 M. D. Wheeler, Y. Sato, and K. Ikeuchi. Consensus
 surfaces for modeling 3d objects from multiple range images. In Proc. ICCV ’ 98
, page 917-924,1998）に従って、表面形状を再構成した結果が図９（ｃ）である。この
段階では、物体表面は毛で覆われているため計測は不完全であり、正確な幾何形状を復元
することができない。
【００７５】
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次に、図９（ｄ）にあるように、６４×６４サイズのボクセル集合から微小面を発生させ
て幾何形状を近似する。なお、同図の微小面の色は、選択されているカメラの番号に対応
している。これに基づいてテクスチャマップを実行し、距離に応じて切り抜くことで、図
９（ｅ）の結果を得る。同図より、本手法によれば、物体境界付近の幾何形状が曖昧な部
分も正確に再現できることがわかる。
【００７６】
図１０（ａ）～（ｄ）は、（Ｂ）の状況下で計測を行って得られた実験結果を示している
。なお、実験に用いた VIVID900では、一度に計測可能な範囲が狭いため、シーン全体を撮
影するために必要な撮影回数は、５２枚であった。図１０（ａ）、（ｂ）に描画された結
果を、それぞれ図１０（ｃ）、（ｄ）に微小面ごとに選択されているカメラ位置を示す。
図からわかるように、幾何形状を利用することで、遠近感のある描画を行うことが可能で
あるが、遮断のためのテクスチャ画像が存在しない領域には穴があく（例えば図１０（ｃ
）の左上隅及び左～中央下部。図１０（ｄ）の中央下部。）。
【００７７】
また、 PentiumIII（登録商標）１ＧＨｚ、主記憶５００ＭＢｙｔｅ、グラフィックスカー
ドＧｅＦｏｒｃｅ３、ビデオメモリ６４ＭＢｙｔｅのパーソナルコンピュータ（ＰＣ）で
上記表示実験を行った結果、（Ａ）、（Ｂ）いずれの結果においても、本実施形態を実現
した場合の解像度において、実時間で表示することができた。
【００７８】
以上述べた構成によれば、以下の効果を得ることができる。
【００７９】
本手法は、描画対象の幾何形状を、視線方向に依存してその向き（方向）が変化する微小
面の集合で近似し、二次元画像をテクスチャとして張り付けることにより、任意形状の物
体や風景を効率的に表示することができる。従って、例えば、樹木、毛状等描画対象が複
雑な外形を有する場合であっても、遠近感があり、且つ遮蔽や光源の影響その他の他物体
との相互作用を考慮した描画を実現できる。
【００８０】
なお、本手法では、幾何形状を微小面で表現するため、微小面の大きさや視線の方向によ
っては、実際の幾何形状と微小面との乖離幅が大きくなり、歪みが発生する。また、テク
スチャをｖｉｅｗ　ｄｅｐｅｎｄｅｎｔにマッピングするため、サンプリングの周期も生
成画像に影響を与える。これらの点については、次の手法にて評価でき、その精度の高さ
を確認することができる。
【００８１】
今、注目微小面を一つ選び、図１１に示すような配置を考える。図１１の記号を用いて、
仮想視点におけるピクセル位置と実際のピクセル位置とのずれ（乖離幅）を、本手法によ
るビルボード微小面における場合と従来の固定微小面における場合のそれぞれについて計
算する。固定微小面の乖離幅Ｄａ 、ビルボード微小面の乖離幅Ｄｂ は、それぞれ以下の式
によって計算される。
【００８２】
【数１】
　
　
　
　
　
　
　
　
【００８３】
ただし、上記各式は、仮想視点の焦点距離をｆとし、微小面の大きさに比べて、視点・カ
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メラ位置が十分に物体から離れていることを用いて簡略化されている。
【００８４】
上記各式より、サンプリング周期の上昇に伴い、歪みが減少することがわかる。また、距
離に応じたテクスチャ切り抜きにより、ある閾値以上に幾何形状と微小面が乖離しないこ
とを勘案すれば、現在行っている実験環境においては、発生するピクセル誤差は非常に小
さいことがわかる。
【００８５】
また、固定微小面とビルボード微小面との歪みを比較すると、視線方向の変化が大きくな
ると、固定微小面においては急激に歪みが拡大するのに対して、ビルボード微小面におい
ては、歪みが安定していることがわかる。
【００８６】
図１２（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、上記式（４）をプロットしたグラフを示している。な
お、ここでは、ｆ＝ｄｖとし、ビルボード微小面及び固定微小面の各サイズを１６×１６
ピクセルとしている。また、図１３（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、図１２の（ａ）、（ｂ）
、（ｃ）を二次元グラフ上に射影したものである。ここでは、歪みが最も大きくなる状況
で計算するため、Δｕは微小面の両端の位置とし、φはサンプリング周期／２としている
。
【００８７】
図１２、１３より、サンプリング周期の上昇に伴い、歪みが減少していることがわかる。
また、ｆ＝ｄｖとしていること、距離に応じたデクスチャ切り抜きにより、ある閾値以上
に幾何形状と微小面とが乖離しないことを勘案すれば、現在行っている実験環境において
は、発生するピクセル誤差は非常に小さいことがわかる。また、図１２（ｃ）、図１３（
ｃ）より、固定微小面とビルボード微小面との歪みを比較すると、視線方向の変化が大き
くなるに従って、固定微小面においては急激に歪みが拡張するのに対して、ビルボード微
小面においては、歪みが安定していることがわかる。
【００８８】
以上の評価により、ある程度の大きさを持った微小面であっても、幾何形状とのずれによ
るピクセル誤差は小さいため、ビルボーディングを行う微小面を利用する本手法が、現実
感ある表示に有効であることがわかる。
【００８９】
また、本手法は、描画対象の特徴抽出や背景抽出を一切必要とせず、単純に幾何要素の集
合を利用するだけである。従って、比較的簡便な処理にて迅速に精度の高い描画を提供す
ることができる。また、本手法は、パーソナルコンピュータやワークステーション、その
他の通常のコンピュータグラフィックス環境に本手法を実現するプログラム等を実装する
ことで、簡単かつ低コストにて実現することができる。
【００９０】
また、本手法によれば、デプスクリッピング処理により予めカメラ画像の切り抜きを行い
、これを利用して各微小面への描画処理を行うことができる。従って、ダブルイメージを
効率よく除去することができ、見えのよい画像を提供することができる。また、デプスク
リッピング処理により余分な描画処理を排除することができるから、処理時間を短縮する
ことができ、リアルタイム性の高い画像提供を実現することができる。
【００９１】
また、本画像処理装置では、デプスクリッピング処理をグラフィックスハードウェアによ
って効率的に実現することができる。従って、ソフト構成への負担を低減させることがで
き、処理時間の短縮を実現することができる。
【００９２】
また、本手法は、描画対象を中心に視点が移動する場合にも、視点を中心として描画対象
が周囲に分布する場合にも、利用可能である。従って、例えば幾何形状の取得が容易な物
体と困難な物体とが混在する環境であっても、遠近感があり、且つ遮蔽や光源の影響その
他の他物体との相互作用を考慮した描画を実現できる。
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【００９３】
以上、本発明を実施形態に基づき説明したが、本発明の思想の範疇において、当業者であ
れば、各種の変更例及び修正例に想到し得るものであり、それら変形例及び修正例につい
ても本発明の範囲に属するものと了解される。
【００９４】
以上、本発明を実施形態に基づき説明したが、本発明の技術的思想は上記説明に限定され
ず、その要旨を逸脱しない範疇において、修正及び変形することが可能である。これらに
ついても、本願発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【００９５】
また、各実施形態は可能な限り適宜組み合わせて実施してもよく、その場合組合わせた効
果が得られる。さらに、上記実施形態には種々の段階の発明が含まれており、開示される
複数の構成要件における適宜な組合わせにより種々の発明が抽出され得る。例えば、実施
形態に示される全構成要件から幾つかの構成要件が削除されても、発明が解決しようとす
る課題の欄で述べた課題が解決でき、実施形態の効果の欄で述べられている効果の少なく
とも１つが得られる場合には、この構成要件が削除された構成が発明として抽出され得る
。
【００９６】
【発明の効果】
以上本発明によれば、計測によって得られた幾何形状を最大限に活用しつつ、画像に基づ
く見えの合成を行うことで、任意の対象物体を表示することができる画像処理装置、画像
処理方法、及び当該画像処理プログラムを実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本実施形態に係る画像処理装置１０のブロック構成図を示している。
【図２】図２は、画像処理装置１０が実行する上記生成・表示方法において実行される各
処理のフローチャートである。
【図３】図３は、ボクセル内に発生させる微小面の一例を示した図である。
【図４】図４は、各ボクセルに微小面を発生させた場合の描画対象断面の模式的な図を示
している。
【図５】図５（ａ）～（ｃ）は、デプスクリッピングを説明するための画像である。
【図６】図６は、テクスチャ画像の判定・切り抜き処理を実現するハード装置の一例を示
した図である。
【図７】図７は、見えの不連続性を幾何学的に説明するための図である。
【図８】図８（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）は、視点の移動に応じた解像度の変更を示
した画像である。
【図９】図９（ａ）～（ｅ）は、本発明の実施例を説明するための画像である。
【図１０】図１０（ａ）～（ｄ）は、カメラを座標系の原点付近に設置し、周囲に向かっ
て計測・撮影する状況下で計測を行って得られた実験結果を示している。
【図１１】図１１は、本実施形態の効果を説明するための図である。
【図１２】図１２（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、式（４）をプロットしたグラフを示してい
る。
【図１３】図１３（ａ）、（ｂ）、（ｃ）は、図１２の（ａ）、（ｂ）、（ｃ）を二次元
グラフ上に射影したものである。
【符号の説明】
１０…画像処理装置
１２…画像記憶部
１４…ホストコントローラ
１６…操作部
１８…表示部
１９…補助記憶部
１９…アラインメント処理部
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２０…画像処理部
２１…前処理部
６４…ビデオメモリ
２０１…微小面発生部
２０２…テクスチャ画像選択部
２０３…ビルボーディング処理部
２０９…描画処理部

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

(16) JP 3855053 B2 2006.12.6



【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】 【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】 【 図 １ ３ 】
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