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適応的なハイダイナミックレンジ画像合成による
拡張現実感のための光学的整合性の実現
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あらまし 拡張現実感 (AR)のための光学的整合性の実現において，光源環境推定に用いるカメラのダイナミックレ

ンジ不足は仮想物体に再現される影や陰影，写り込みに不自然な白とび，黒つぶれを生じる原因になる．本研究では，

ハイダイナミックレンジ (HDR）画像からの光源環境推定と，仮想物体の HDRレンダリングによってこの問題を解

決する．ここで，露光時間を変更して撮影された複数枚の画像からの HDR画像合成においては，推定可能なダイナ

ミックレンジと HDR画像の更新レートはトレードオフの関係にある．そこで，HDR画像の更新レートを向上させる

ため，ARを行う環境に応じて計測する放射照度の範囲を変更することで，ダイナミックレンジ不足と更新レート低

下の問題を軽減する．
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Abstract This paper describes photometric registration for augmented reality (AR) using a high-dynamic-range

(HDR) image. In photorealistic AR, estimating the lighting environment of virtual objects is difficult because of

low dynamic range cameras. In order to overcome this problem, we propose a method that estimates the lighting

environment from an HDR image and renders virtual objects using an HDR environment map. Virtual objects are

overlaid in real-time by adjusting the dynamic range of the rendered image with tone mapping according to the

exposure time of the camera. The HDR image is generated from multiple images captured with various exposure

times. We found through experimentation that the updating rate improves by effectively limiting the dynamic

range, depending on the exposure time. We verified the effect of limiting the dynamic range on the reality of virtual

objects.
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1. は じ め に
仮想環境と実環境を合成する複合現実感 (Mixed Reality:MR)

技術において，主に実環境に対して仮想環境を付加する技術を

拡張現実感 (Augmented Reality:AR)と呼ぶ．ARにおいて合

成映像がユーザに違和感を与えないためには，幾何学的整合性

問題と光学的整合性問題を解決する必要がある．幾何学的整合

性とは実環境と仮想環境の間の位置合わせに関する問題である．

光学的整合性とは実物体の影・陰影や写り込みと仮想物体に再

現される影・陰影や写り込みの矛盾の解決や両者の画質の一致

に関する問題である．特に光学的整合性問題の解決は，写実的
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な仮想物体の描画が要求される Photorealistic AR [1], [2]を実

現する上で重要であり，従来盛んに研究が行われている．

ARにおいて仮想物体の影・陰影や写り込みを再現するため

には，実環境の放射輝度の分布 (以下，光源環境と呼ぶ) を推

定する必要がある．仮想物体の影・陰影を再現するためには，

光源環境中の直接光源のような高い放射輝度を持つ物体の位置

と放射輝度値を推定する必要がある．一方，写り込みの再現に

は，光源環境中の直接光源のみならず，直接光源以外の部分で

ある間接光源の位置と放射輝度を推定する必要がある．特に，

Photorealistic ARの実現のためには直接光源のみならず間接

光源の放射輝度の計測が不可欠である．しかし，環境中の放射

輝度そのものを計測することは困難であるため，光源環境推定

の従来研究では，放射輝度の代わりにカメラが受光した放射照
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度を計測することを光源環境推定としている．ここで，カメラ

が受ける放射照度を正しく計測するには，カメラが計測可能な

最大放射照度と最小放射照度の比 (ダイナミックレンジ)が，実

環境のダイナミックレンジに対して大きい必要がある．しかし，

一般にカメラが計測可能なダイナミックレンジは実環境のダイ

ナミックレンジに対して小さい場合が多いため，計測可能な放

射照度の範囲は制限される．このことを，本稿ではダイナミッ

クレンジ不足と呼ぶ．

ARのための光学的整合性問題の解決を目的とした従来手法

では，放射照度を計測できないことにより光源の位置を正確に

推定できないという問題や，正確な写り込みが再現できない問

題についてあまり議論されていない．そこで本研究では，AR

のための動的な光源環境の推定において，計測対象とするダイ

ナミックレンジを環境に適応的に変更することで，影や写実的

な写り込みを再現し，光学的整合性問題を解決することを目的

とする．以降，2章では本研究の位置付けに関して述べ，3章

では ARのための光源環境推定におけるダイナミックレンジ不

足を解決し，光学的整合性を実現する手法について述べる．4

章で提案手法を用いた実験について，最後に 5章でまとめと今

後の課題を述べる．

2. 関連研究と本研究の位置付け
2. 1 拡張現実感のための光学的整合性に関する従来研究

ARのための光学的整合性に関する従来研究は，主に光源環

境のうち直接光源とみなせる高い放射輝度を計測する手法と，

直接光源のみならず間接光源の放射輝度を計測する手法に大別

できる．前者の例として，環境中に配置された 3次元形状が既

知な物体が他の物体に落とす影を解析して光源の位置や方向

を推定することで，簡易的な機器構成で影・陰影を再現する手

法 [3]がある．後者の例には，カメラで光源環境を直接的に撮

影する手法 [4]や，カメラと反射鏡を組み合わせて光源環境を

撮影する手法 [1]などがある．このような手法では，直接光源

のような強い放射輝度の計測のみならず，写り込みの再現に必

要な，間接光源の放射輝度の計測を試みている．

2. 2 従来研究の問題点と解決策

ARのための光源環境推定に関する従来手法では，実環境の

ダイナミックレンジに対して光源環境推定に用いるカメラのダ

イナミックレンジが不足問題をあまり考慮していない．推定さ

れる光源環境の不正確さは，主に仮想物体に再現される写り込

みに大きな影響を与え，不自然な黒つぶれ，白とびが生じる原

因となる．この問題を解決するには，光源環境を正確に推定す

る必要がある．

図 1 に，光源から放たれた光が物体で反射されユーザ視点

カメラに入射する過程を示す．ユーザ視点カメラが受光する放

射照度 Ecam を求めるには，光源の放射輝度 Ienv を計測する

必要がある．議論の簡単化のため，距離による光量の減衰が起

こらないと仮定し，光源から放たれた光が，物体表面で反射さ

れユーザ視点カメラに到達する光線のみを考えると，Ienv と

Ecam の間には，物体表面の反射係数を S とすると，以下の関

係が成り立つ．

Ecam = Ienv · S． (1)

光源環境推定のためには，環境のさまざまな位置に存在する

光源の放射輝度 Ienv を推定すればよいが，実際には困難であ

る．そこで本研究では，実環境中の仮想物体を重畳表示する位

置にカメラを配置し，物体が受ける放射照度 Eob をカメラで撮

影された画像から推定することで，光源環境の推定を行う．こ

れにより，光源環境推定に用いるカメラのダイナミックレンジ

不足をし，仮想物体表面に再現される写り込みに不自然な黒つ

ぶれ，白とびが生じる問題を解決する．

2. 3 ダイナミックレンジ不足問題の解決に関する研究

撮影機器のダイナミックレンジ不足の問題は，広い範囲の放

射照度を記録したハイダイナミックレンジ (HDR)画像を生成

する技術によって解決されている．HDR画像生成に関する研究

は，主に通常のカメラのみを用いる手法と，通常のカメラとカ

メラ以外の機器を組み合わせた手法に分けられる．前者の手法

として，異なる露光時間で撮影された複数枚の画像から HDR

画像を生成する手法 [5]が提案されている．この手法では，推

定可能なダイナミックレンジと更新レートがトレードオフの関

係にある．また，計測する放射照度の範囲を限定することで高

い更新レートを実現した HDR 動画像を生成する手法 [6] が研

究されている．後者の手法として，カメラと反射率を変更可能

なフィルタ組み合わせることで，機器のダイナミックレンジ不

足を解決する手法 [7]が研究されている．この手法では推定可

能なダイナミックレンジがフィルタの特性に制限されるが，ダ

イナミックレンジと更新レートのトレードオフは存在しない．

一方コンピュータグラフィックス (CG)の分野では，実環境

で生じる光学的な現象を再現して仮想物体を描画するため，仮

想物体の照明計算の際にダイナミックレンジを考慮した HDR

レンダリング技術が研究されている．Debevecらは，HDR画

像から推定した光源環境を元に，仮想物体を HDRレンダリン

グする手法 [8]を提案している．また，HDR画像や HDRレン

ダリングされた仮想物体を，表示機器の特性に合わせてダイナ

ミックレンジの圧縮を行う，トーンマッピング手法 [9] などが

提案されている．

2. 4 本研究の位置付けと方針

実環境と仮想環境を合成するMRのうち，実時間性を必要と

しない分野では，異なる露光時間で撮影した画像群を合成する

HDR画像生成手法を光源環境推定に適用することで，写実的

な仮想物体の描画を実現した画像合成が実現されている [8]．一

方 MR の中で実時間性が要求される AR における光源環境推

定に HDR画像生成技術を応用した先行研究として，Agsanto

ら [1]の手法がある．この手法では，光源環境は静的であると

仮定し，あらかじめ生成した HDR画像を光源環境推定として
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図 2 提案手法の処理の流れ

用いることで，ダイナミックレンジ不足の問題を解決した AR

を実現した．しかし，一般に AR を行う環境は動的であるた

め，HDRでの光源環境推定を実時間で行う必要がある．ここ

で，機器のダイナミックレンジ不足の解決には推定可能なダイ

ナミックレンジの大きさから複数枚の画像を合成する手法 [5]

が望ましいが，計測可能なダイナミックレンジの大きさと更新

レートはトレードオフの関係にある．

本研究では，光源環境推定に用いるカメラのダイナミックレ

ンジ不足の問題を解決することで，動的な光源環境下で写実的

な写り込みを再現可能な ARのを実現を試みる．光源環境の推

定において，カメラのダイナミックレンジ不足を解決するため，

異なる露光時間で撮影された複数枚の画像を合成して生成した

HDR画像 (以下，HDR光源環境画像と呼ぶ)を用いる．この

とき，推定する光源環境の明るさの範囲を影・陰影や写り込み

の再現に必要な範囲に限定することで，ARを行う環境に適応

した HDR画像生成を行い，光源環境推定の更新レートの向上

を図る．仮想物体の写り込みの再現には，推定された HDR光

源環境画像を環境マッピングして仮想物体を HDRレンダリン

グする．また，影・陰影は，光源環境を撮影した HDR画像か

ら光源方向を推定して再現する．

3. 提 案 手 法
3. 1 提案手法の概要

本研究では，ユーザ視点画像を撮影するカメラと光源環境を

撮影するカメラを使用する，ビデオシースルー型 ARシステム

を想定する．提案手法の処理手順を図 2に示す．提案手法では，

AR画像合成処理と光源環境推定処理の 2つの処理を並列・非

同期で動作させて光学的整合性問題を解決したARを実現する．

各処理の流れは以下の通りである．

a ) AR画像合成処理

まず，ユーザ視点画像を撮影する (A–1)．次に，幾何学的整

合性問題を解決するため，ユーザ視点画像中のマーカを用いて，

マーカ座標系に対するカメラの位置姿勢を推定する (A–2)．推

定されたカメラの位置姿勢に基づいて仮想物体を描画する．こ

こで，光学的整合性問題の解決のため，HDR光源環境画像を

環境マッピングすることで仮想物体に写り込みを，HDR光源

環境画像から光源方向を推定することで仮想物体の影を再現す

る (A–3)．最後に，ユーザ視点画像と HDRレンダリングされ

た仮想物体のダイナミックレンジを一致させるため，HDRレ

ンダリング結果をトーンマッピングして，ユーザ視点画像と仮

想物体を合成する (A–4)．

b ) 光源環境推定処理

HDR光源環境画像を推定するため，光源撮影用カメラによ

り異なる露光時間で複数の光源環境画像を撮影する (B–1)．撮

影された光源環境画像群から，露光時間と画素値に基づいて

HDR光源環境画像を生成する (B–2)．仮想物体の影を生成する

ため，HDR光源環境画像から実環境中での光源の方向を推定

する (B–3)．次フレームで計測する放射照度の範囲を，影・陰

影や写り込みの再現のため計測が必要な範囲に設定 (B–4)し，

計測が必要な放射照度の範囲を，最短の撮影時間で計測可能な

撮影枚数と露光時間を決定する (B–5)．

AR 画像合成処理と光源環境推定処理は，HDR 光源環境画

像と光源方向情報を共有する．以下 3. 2節で光源環境推定処理，

3. 3節で AR画像合成処理の各処理について詳述する．

3. 2 光源環境推定処理

3. 2. 1 複数の画像からの HDR光源環境画像生成 (B–2)

本手法では Debevecらの手法 [5]により，異なる露光時間で

撮影された複数枚の画像から HDR画像を生成する．この手法

ではカメラの撮像素子が受光する放射照度を，露光時間と画像

の画素値から推定し，複数枚の画像を合成することで HDR画

像を生成する．撮影環境は静的であり，撮像素子の各格子が単

位時間当たりに受光する光量は一定であると仮定すると，異な

る露光時間で撮影された P 枚の画像から生成された，HDR画

像中の位置 iにおける放射照度 Ei は式 (2)で求まる．

ln Ei =

∑P

j=1
ω(Zij)(g(Zij) − ln∆tj)∑P

j=1
ω(Zij)

． (2)

以下に，それぞれの変数の意味を示す．

j : 異なる露光時間で撮影された画像の番号

∆tj : j 番目の画像を撮影したときの露光時間

Zij : 撮影画像 j の画素 iの輝度値

g : 光源撮影用カメラで撮影した画像の画素値と

放射照度の関係を表す応答関数

ω : 画素値 Zij から推定される放射照度の信頼度

なお，関数 gは文献 [5]の手法を用いて，同一の環境に対して異

なる露光時間で撮影した画像郡から推定できる．また，関数 ω

は輝度値が中間階調である場合に大きな値をとる関数を用いた．

式 (2)により，撮影画像の画素値 Zij と露光時間から環境の

放射照度を計測することが可能である．計測した放射照度を画

素値として，HDR画像を生成する．ただし，黒つぶれしてい

ると見なせる画素値を Zblack，白とびしていると見なせる画素

値を Zwhite とすると，Zij < Zblack となる画素は黒つぶれし

ており，放射照度を計測できない．同様に，Zij > Zwhite とな

る画素は白とびしており，放射照度を計測できない．最も短い

露光時間で撮影した画像中に Zij > Zwhite となる画素値が存

在する場合，光源環境中に放射照度を推定できない部分が生じ，



生成された HDR画像が不完全なものとなる．そこで，本手法

では白とびした画素の画素値を Zwhite − 1，黒つぶれした部分

の画素値を Zblack + 1とした．

3. 2. 2 HDR光源環境画像からの光源位置の推定 (B–3)

本手法では，前項の処理によって生成された HDR光源環境

画像の縮小画像生成し，縮小画像中の輝度値が最も大きい点を

光源と見なす．そして，光源は無限遠にあり，マーカと光源環

境推定に用いるカメラは固定されていると仮定し，マーカ座標

系における光源方向のみ推定する．なお，環境中に複数の光源

がある場合には，輝度値が大きい画素をクラスタリングするこ

とで光源を抽出することなどが考えられる．

3. 2. 3 計測する放射照度の範囲の設定 (B–4)

複数枚の光源環境画像から HDR光源環境画像を生成したと

き，最大輝度値 Eenvmax が環境の最大放射照度，最小輝度値

Eenvmin が最小放射照度である．本手法では，光源環境推定処

理の高速化を図るため，計測する放射照度の範囲を ARを行う

環境に適応的に設定する．計測する放射照度の最大値 Emax と

最小値 Emin は，環境の最大放射照度と最小放射照度，ユーザ

視点カメラの露光時間と仮想物体の最大反射係数から求める．

ユーザ視点カメラの露光時間が ∆Tar の場合に，光源撮影

用カメラで計測が必要な最小放射照度 Earmin，最大放射照度

Earmax は式 (3)，式 (4)で表される．

Earmin =
exp(Gar(Zblack) − ln∆Tar)

Smax
， (3)

Earmax =
exp(Gar(Zwhite) − ln∆Tar)

Smin
． (4)

ここで，Gar はユーザ視点カメラの撮影画像の画素値と放射照

度の応答関数を表し，Zblackは黒つぶれと見なす画素値，Zwhite

は白とびと見なす画素値である．Smaxは，描画する仮想環境中

で最も大きい反射係数を，Smin は最も小さい反射係数を表す．

一方，仮想物体に再現される影の形状や濃さは，光源環境に

おいて直接光源のような強い放射輝度を持つ部分に依存するた

め，撮影環境中の最大放射照度 Eenvmax までを推定する必要

がある．放射照度を正しく測定して HDR画像が生成され，さ

らにフレーム間での環境の放射照度の変化が小さいとすると，

Eenvmax は前フレームで生成した HDR光源環境画像の最大放

射照度であると仮定できる．ただし，光源環境の最大放射照度

の変化に応じて計測する放射照度の範囲を変更するため，最も

短い露光時間で撮影した画像において，Zij > Zwhite となる画

素の数が閾値 Thを超えたとき，

E′
envmax = Eenvmax · K (5)

とする．ただし K は定数であり，E′
envmax は補正後の最大放

射照度を表す．また，光源環境の最小放射照度の変化に応じて

計測する放射照度の範囲を変更するため，最も長い露光時間で

撮影した画像において Zij < Zblack となる画素の数が閾値 Th

を超えたとき，

E′
envmin = Eenvmin · K (6)

とする．ただし，E′
envin は補正後の最小放射照度を表す．こ

れにより，環境の明るさの変化に応じて，計測する放射照度の

範囲を適応的に変更することが可能である．計測が必要な最大

放射照度 Emax は，影を再現するために計測が必要な放射照度

Eenvmax である．一方，計測が必要な最小放射照度 Emin は，

写り込みの再現のために計測が必要な最小放射照度 Earmin で

ある．ただし，環境中の最小放射照度 Eenvmin が Earmin より

大きい場合，Eenvmin より小さい値を推定する必要はない．以

上より，写実的な仮想物体を描画するために推定が必要な最大

放射照度 Emax，最小放射照度 Emin は以下のようになる．

Emin = max(Eenvmin, Earmin)， (7)

Emax = Eenvmax． (8)

以上のことから，推定すべき放射照度Eは式 (9)の範囲となる．

Emin <= E <= Emax． (9)

3. 2. 4 計測する放射照度の範囲に応じた撮影枚数と露光時

間の決定 (B–5)

前項で求めた推定すべき放射照度の範囲に応じて，撮影時間

が最短となる撮影枚数と露光時間を決定する手法を述べる．な

お，撮影時間とは，露光時間の総和の他に，カメラの露光時間

の変更に要する時間，画像の転送に要する時間を含めた値であ

り，撮影枚数が少なければ撮影時間が短くなる．撮影枚数と露

光時間は，撮影枚数が最小となり，かつ露光時間の総和が最小

となる組み合わせであることが望まれるため，本手法では最小

放射照度を推定可能な露光時間から定める．

黒つぶれ，白とびに近い画素値ほど，放射照度の計測精度が

低下することが経験的に分かっている．そこで，黒つぶれ，白と

びが発生していると見なす画素値 Zblack，Zwhite を用いて，露

光時間 ∆Tj で撮影した画像は放射輝度 I
(j)
min から I

(j)
max まで計

測可能とする．式 (10)に，露光時間 ∆Tj で撮影された画像か

ら計測可能な最小放射輝度 I
(j)
min を，式 (11)に，露光時間∆Tj

で撮影された画像から計測可能な最大放射輝度 I
(j)
max を表す．

I
(j)
min = exp(Genv(Zblack) − ln∆Tj)， (10)

I(j)
max = exp(Genv(Zwhite) − ln∆Tj)． (11)

撮影枚数と露光時間の決め方は，以下の 3つの条件を満たす必

要がある．

• HDR光源環境画像を生成するため，3. 2. 3で設定した

　　　放射照度の範囲を漏れなく計測可能であること

• 露光時間の変更や画像転送に要する時間が撮影時間に大

　　　きな影響を与えるため，撮影枚数は最小であること

• 露光時間の総和が最小であること

以上の条件を満たすため，計測が必要な放射照度の範囲に対

して最小放射照度 Emin から順に計測していき，最大放射照度

Emax を計測できる露光時間が求まったとき，撮影枚数と露光

時間の組を確定する．まず j = 0として，輝度値 I
(j)
min = Emin

となる ∆Tj を定める．そして，I
(j)
max > Emax となるまで，新

たな画像を式 (12)で求まる撮影時間 ∆Tj+1 で撮影する．

∆Ti+1 = exp(Genv(Zblack) − ln(exp(I(i)
max)))， (12)



これにより，式 (9)で表される範囲の放射照度に対して，最短

の撮影時間となる撮影枚数と露光時間が定まる．

3. 3 AR画像合成処理

3. 3. 1 画像マーカからのカメラ位置・姿勢の推定 (A–2)

本手法では，ユーザ視点画像と仮想環境の位置合わせに文

献 [10] の手法と同様に環境中に複数の正方マーカを配置し，

PnP問題を解くことでマーカ座標系におけるカメラの位置姿勢

を求め，ARにおける幾何学的整合性問題を解決する．

3. 3. 2 仮想物体のハイダイナミックレンジレンダリング

(A–3)

仮想物体の写り込みは，3. 2節の処理で生成された HDR光

源環境画像を環境マッピング [11]によって再現する．また，影

の再現は 3. 2. 2項で求めた光源方向から再現する．

3. 3. 3 仮想物体のトーンマッピングと画像合成 (A–4)

HDRレンダリングされた仮想物体とユーザ視点画像の間の

ダイナミックレンジを一致させるため，ユーザ視点カメラの

露光時間と特性に応じて仮想物体のトーンマッピングを行い，

ユーザ視点カメラが露光時間 ∆Tar で仮想物体を撮影した時の

写り込みを再現する．仮想物体を描画した画像上の位置 kにお

けるトーンマッピング後の画素値 Zk は式 (13)となる．

Zk = G−1
AR (lnEk + ln ∆Tar)． (13)

ただし，G−1
AR は GAR の逆関数を表す．Ek は画像上の位置 k

に対応する，HDRレンダリングされた仮想物体表面上の微小

領域の画素値，∆Tar はユーザ視点カメラの露光時間を表す．

式 (13) により実画像と仮想物体のダイナミックレンジを一致

させ，マーカ座標系におけるカメラの位置姿勢に応じて，実画

像と仮想物体を合成する．

4. 実 験

提案手法の有効性を確認するため実験を行った．まず，計測

する放射照度の範囲の設定と，撮影枚数と露光時間の決定に

よって，環境に撮影に要する時間が適応的に変化することを確

認する．次に，ARを行う環境に応じて設定した計測する放射

照度の範囲に対し，放射照度の計測精度の違いが仮想物体の写

り込みの再現に与える影響を検証する．最後に，提案手法によ

る光学的整合性を実現した AR画像生成結果を示す．なお，計

算機としてデスクトップ PC(CPU：Pentium 4 CPU 3.4GHz，

メモリ：2.0GByte，グラフィックスカード：GeForce 6800GT，

グラフィックスメモリ：256MByte) を用い，ユーザ視点カメ

ラとして PGR 社製 Flea(解像度：1024× 768pixel，フレーム

レート：30fps)，光源環境推定用カメラとして魚眼レンズを装

着した PGR 社製 Dragonfly Express(解像度：640× 480，フ

レームレート：120fps)を用いた．

4. 1 適応的な撮影時間変化の実験

本実験では，重畳表示する仮想物体の反射係数に応じて，推

定するダイナミックレンジを限定することで撮影時間が短縮さ

れることを確認する．まず，シーン中の仮想物体の最大反射係

数が 1であるシーン 1を重畳表示し，その後，最大反射係数が

0.1であるシーン 2に変更した．なお，ユーザ視点カメラの露
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図 3 適応的な撮影時間の変化：仮想物体の反射係数を変更

表 1 (Zblack,Zwhite)=(100,155) として写り込みを再現した画像に

対する輝度値の PSNR

(Zblack,Zwhite) (80,175) (60,195) (40,215) (20,235) (10,245)

PSNR[db] 72.7 78.7 73.8 49.8 37.6

光時間は固定した．図 3に，反射係数の変更に伴う，推定対象

となるダイナミックレンジの範囲と光源環境推定画像の撮影時

の露光時間の関係を示す．図中の実線と破線は，推定対象とな

る放射照度値の最大値，最小値を表す．撮影に用いた露光時間

を△，◇，□印によって表す．図より，シーン変更に応じて撮

影枚数と露光時間が変化していることが確認できる．なお，撮

影に要した時間はシーン 1で平均 96ms，シーン 2で平均 63ms

であった．以上より，ユーザ視点カメラの露光時間と，シーン

中の最大反射係数と環境の明るさに応じて推定するダイナミッ

クレンジを限定することで，撮影時間が適応的に変更されるこ

とが確認できた．

4. 2 放射照度の計測精度の違いが仮想物体の写実性に与え

る影響の検証

本研究では，環境に応じて推定する放射照度の範囲を設定す

ることで，高速な HDR光源環境画像の生成を実現しているが，

光源環境を撮影する際の露光時間の選び方によって，HDR光

源環境画像から推定される放射照度が影響を受けることがわ

かっている．そこで本実験では，光源環境を撮影する際の露光

時間の選び方が仮想物体の写り込みの再現に与える影響を検証

する．具体的には，さまざまな Zblack，Zwhite の元で，HDR

光源環境画像を生成し，仮想物体を描画した画像の PSNRと，

Zblack，Zwhite の値の関係を調べることで，光源環境を撮影す

る際の露光時間の選び方が仮想物体の写実性に与える影響を検

証する．なお，写り込みを再現する仮想物体の形状の影響を取

り除くため，HDR光源環境画像の各画素に対して仮想物体の

反射係数を掛け，式 (13) によってトーンマッピングを行った

画像を評価に用いた．また，仮想物体の最大反射係数 S は 1，

トーンマッピングパラメータとして ∆Tar は 10msとした．放

射照度の推定において，(Zblack, Zwhite) = (100, 155)の場合に

十分な精度を得られるとして (Zblack,Zwhite) の値を小さくし

た際の画質の変化を調べる．

図 4(a)～(f)は，さまざまな (Zblack,Zwhite)の下で生成され

た仮想物体に対する写り込みを再現した画像である．表 1 に，

(Zblack,Zwhite)=(100,155)として写り込みを再現した画像と，

(Zblack,Zwhite)の値を小さくして写り込みを再現した画像の輝

度値の PSNR を示す．(Zblack,Zwhite) の値を (100,155) とし

た場合に対し，(Zblack,Zwhite) の値を (10,245) とした場合の

PSNRが 37.6dbと最も小さくなっている．PSNRは 30dbを



(a) (100,155) 　 　 　 (b) (80,175) 　　　　 (c) (60,195)

(d) (40,215) 　　　 　 (e) (20,235) 　　　　 (f) (10,245)

図 4 (Zblack,Zwhite) を変化させて生成した HDR 光源環境画像を

トーンマッピングした画像群

超えれば実用的な画質であると言えるため，(Zblack,Zwhite)の

値を (10,245)のように小さくした場合でも写り込みの再現に与

える影響は小さいと考えられる．

4. 3 写り込みを再現したAR合成実験

ARにおける HDR画像からの光源環境推定の有効性を確認

するため，仮想物体に陰影や影，写り込みを再現した画像合成

実験を行った．図 5(a) に，通常の画像からの光源環境推定に

よる ARの結果を示し，図 5(b)に本手法による ARの結果を

示す．仮想物体として，1から 0.01までの異なる反射係数をも

つ仮想物体を重畳表示した．各図中の Aは反射係数の小さい仮

想物体への写り込み，Bは反射係数の大きい仮想物体への写り

込みをそれぞれ拡大した図である．図 5(a)では，反射係数が

小さい仮想物体 (画像中 A)に不自然な色の潰れが生じており，

ユーザに違和感を与える．一方，図 5(b)では仮想物体に写実

的な写り込みが再現されており，HDR画像からの光源環境推

定の有効性を確認できる．なお，AR 合成画像は 15fps，光源

環境推定は 3Hzで動作した．

5. ま と め

本稿では，動的な光源環境に対応した，HDRでの光源環境推

定による，拡張現実感のための光学的整合性を実現する手法を

提案した．本手法では，仮想物体の HDRレンダリングとトー

ンマッピングにより，仮想物体の写り込みに不自然な黒つぶれ，

白とびが生じる問題を解消した．また，計測する放射照度の範

囲を ARを行う環境に応じて設定し，光源環境推定のための撮

影枚数と露光時間を環境に適応的に変更することで，HDR画

像合成に要する時間を ARを行う環境に適応的に変更した．

実験では，ARを行う環境に適応的に撮影時間が変化するこ

とを確認した．また，放射照度の計測精度が，写り込みを再現

した画像に及ぼす影響を評価した．最後に，仮想物体に写実的

な写り込みを再現した AR画像合成が行えることを確認した．

今後の課題として，AR画像合成処理と光源環境推定処理の

更新レートは同じであることが望ましいため，光源環境推定の

高フレームレート化が挙げられる．本手法では，光源環境画像

が複数枚撮影される毎に HDR光源環境画像生成を行ったが，1

枚の光源環境画像を撮影する毎に HDR光源環境画像生成を行

ＡＡＡＡ B

(a) 通常の光源環境画像からの

光源環境推定 (従来手法)

ＡＡＡＡ B

(b) HDR 光源環境画像からの

光源環境推定 (提案手法)

図 5 AR 合成画像

えば，1枚の HDR光源環境画像生成に要する撮影時間が短縮

され，フレームレートの向上が見込める．また，本稿では光源

環境推定のハイダイナミックレンジ化を行ったが，ユーザ視点

の画像にも HDR画像生成技術を適用することで，より写実性

の高い AR合成画像の実現が期待できる．
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