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本稿では、テレプレゼンスと拡張現実感を組み合

はじめに

わせることによって時空を越えた情報提示を実現す
る拡張テレプレゼンスについて述べる。特に、平城
遷都1300年祭における一般公開デモに供した、飛

提示手段である複合現実感（MR：Mixed Reality）

行船からの空撮全方位映像を用いたバーチャル仮想

が注目されている（図ー 1参照）。その中で、遠隔

歴史体験システム「フライスルー MR平城京」1）に関

地の情景を臨場感豊かに提示し、あたかもその場に

する取組みを紹介する。

いるかのような感覚を与えるテレプレゼンスは、蓄
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近年、現実世界と仮想世界を融合した新しい情報

積再生型システムとしてGoogle Street View等が

飛行船からの全方位空撮

普及しており、実時間型システムは遠隔コミュニ
ケーション、遠隔手術支援、災害地の遠隔モニタリ

全方位空撮システム

ング等への応用が期待されている。また、現実世界

フライスルー MR平城京プロジェクトでは、現在

のオブジェクトに関連する仮想世界の情報を重畳表

の平城宮跡の情景に奈良時代の建物のCGをAR合成

示する拡張現実感（AR：Augmented Reality）は、

し、空から当時の情景を仮想体験できるシステムの

従来からテレビのスポーツ中継等における新しい映

構築を目指した。テレプレゼンスにおいては、ユー

像制作技法として利用されていたが、最近では、高

ザに対する映像提示時の没入感の向上が不可欠であ

機能携帯情報端末やスマートフォンのアプリケー

る。このためには広視野の情景を自由に見回せる機

ションとして身近なものになりつつある。

能の実現が必要であり、全方位マルチカメラシステ

図－1
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(a) 無人飛行船と搭載機器の外観
図－2

無人飛行船と搭載機器

表－1

飛行船の仕様

サイズ
ペイロード
最大速度
連続航行時間
搭載センサ
表－2

(b) 機器の搭載位置

全長12m、直径3.2m
約12kg（気温に依存）
50km/h（バッテリ駆動）
約60分
GPS・姿勢センサ・全方位カメラ

飛行船搭載センサの仕様

センサ

モデル
Point Grey
全方位マルチカ
Research
メラシステム
Ladybug3
日立造船
P4-GPS

GPS
姿勢センサ

東京計器
TISS-5-40

詳細
5,400×2,700画素
15fps
カメラ数：6
Differential GPS
4Hz
水平RMS 40.4cm
垂直RMS 53.5cm
精度：3° /h
500Hz

図－3

GPS測地座標系とカメラ座標系の関係

般に、SfMでは蓄積誤差が発生するとともに、相対
的な位置・姿勢情報しか得られずスケールが未知と
いう問題がある。このため、GPS測地座標系とい
う絶対座標系での位置情報が得られるGPS測位情
報を利用することによって、絶対座標系上でのカメ

ムを用いた空撮による高解像度全方位映像の取得を

ラの位置・姿勢推定を行う。ビデオ映像の第 フレー

行う。また、空撮のための飛行体としては、低空で

ムにおけるカメラの位置・姿勢推定に係る座標系の

の低速飛行に適した電動式の無人飛行船を採用する。

関係を図ー 3に示す。

本空撮で使用した無人飛行船と搭載機器を図ー 2

カメラの位置・姿勢推定は、GPS測位座標系と

に示す。また、これらの仕様を表ー 1と表ー 2にま

カメラ座標系の関係を表すカメラパラメータ行列

とめて示す。空撮映像に対するAR合成を行うため

を求めることであり、ここでは以下の評価関数

の現実世界と仮想世界の幾何学的位置合せに必要な

を最小化することによって行列

を決定する2）。

カメラの位置・姿勢情報を取得するために、GPS
と姿勢センサを搭載している。
2．2

空撮時のカメラの位置・姿勢推定

（1）
ただし、

空撮映像に対するCGのAR合成を行うためには、
現実世界と仮想世界の座標系の位置合せが必要で
あり、この問題は空撮時のカメラの位置・姿勢を
推定する問題に帰着する。本研究では、Structure-

式（1）の第1項はGPS受信機の位置推定誤差を表し、

from-Motion（SfM）技法とGPS測位を併用したハ

第2項は第 フレームにおける特徴点

イブリッド手法により空撮全方位ビデオ映像の各フ

差を表している。なお、 は重み係数、

レーム撮影時のカメラの位置と姿勢を推定する。一

レームにおいて観測された特徴点の集合、 はGPS

の再投影誤
は第 フ
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(a)死角領域
図－5

(b)地上の死角領域の補完

地上に存在する死角領域の補完

(a)姿勢補正前の全方位画像

(a)全フレームから生成した空画像
(b)姿勢補正後の全方位画像
図－4

全方位画像(円筒面への投影表示)の姿勢統一

測位データが得られているフレームの集合を表す。

図－6

(b)天空光モデルにより補完した空画像

空領域に存在する死角領域の補完
（北を上方に合わせた等立体角射影画像表示）

（1）地上領域に存在する死角領域の補完

ここで得られる全方位カメラの姿勢情報を用いて

フレーム間での飛行船の移動は十分に小さく、地

全方位画像の姿勢を統一することができる。図ー 4

上の死角領域は遠景のみに存在すると仮定し、死角

に姿勢統一前後の全方位画像を示す。図ー 4（b）

領域周辺の見かけの移動ベクトルから対応する前フ

では画像の中央が北になるように変換され、かつ地

レームでの領域を推定し、死角領域の画素値を対応

平線が画像上のスキャンラインとほぼ一致するよう

する前フレームの領域の画素値で置き換える。この

に飛行船の移動と揺れに伴う姿勢の変化が補正され

処理を初期フレームから繰り返すことによって、地

ている。

上の死角領域を補完する。地上の死角領域の補完
例を図ー 5に示す（塗りつぶし部分が死角領域を表

2．3

死角のない全方位動画像の生成

本空撮システムで得られる全方位画像には、図ー

（2）空領域に存在する死角領域の輝度値推定

4からわかるように、死角領域、すなわち全方位カ

空領域における光源環境は動画像全体で不変であ

メラで撮影できない方向や飛行船が映り込む領域が

り輝度値は変化しないと仮定し、動画像の全フレー

存在する。空撮映像に対する仮想物体のAR合成を

ムから1枚の空画像を生成する。具体的には、空領

行うためには、地上部分の遮蔽による没入感の低下

域の各画素について、全フレームの空画像から死角

を防ぐとともに、CG描画のために空部分の死角領

領域に含まれない画素値の平均を計算し、1枚の空

域を補完した環境マップを生成する必要がある。す

画像を生成する。動画像の全フレームから生成され

なわち、死角領域のない全方位動画像を生成する必

た空画像を図ー 6（a）に示す。この段階でも、天

要がある。

頂付近ではすべてのフレームに空が映っていないた

ここでは、姿勢補正された全方位画像の仰角5度
以上には地上の構造物は映っていないと仮定する。
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平城宮の3次元モデル（凸版印刷(株)制作）

飛行船による平城宮跡での空撮の様子

3
3．1

拡張テレプレゼンス

プロジェクトの内容と対象地域

前述の飛行船を用いて平城宮跡上空からの撮影を
行い、死角領域を補完した全方位動画像に対して奈
ー ン

良時代の建物のCGをAR合成する蓄積再生型拡張テ
レプレゼンスシステム「フライスルー MR平城京」
を開発し、平城遷都1300年祭において一般公開実
験を実施した。空撮の様子を図ー 7に、また、飛
行船に搭載したGPSによって得られた飛行軌跡を
図ー 8に示す。図ー 8における飛行船の飛行範囲は
東西南北に200m×200m程度であり、飛行距離は

ー ン

図－8

約600mであった。

平城宮跡での空撮時の飛行船の航行軌跡

3．2

全方位ARシーンの描画

AR合成を行う仮想物体として、図ー 9に示す南
北約1km、東西約1.3kmの平城宮の3次元モデルの

（3）空画像における残存する死角領域の補完

うち、建物部分のみを用いた。現実世界と仮想世界

前項の処理で残った死角領域については、すべて

の幾何学的位置合せには2.2で述べた絶対座標系上

の天候における空全体の輝度を統計的にモデル化し

での空撮時のカメラの位置・姿勢情報を用いた。ま

た天空光モデル（All Sky Model） を用いて補完を

た、高品位AR合成を行うために、本プロジェクト

行う。このモデルに基づいて補完を行った結果を

では、姿勢統一後の死角領域を補完した空撮全方位

図ー 6（b）に示す。天空光モデルは空の大まかな

動画像の全フレームに対して、3次元モデルのオフ

モデルであるため、本処理で補完される領域では雲

ラインでの描画と重畳合成を行った。その際の光源

のテクスチャを表す局所的な輝度変化は再現されな

環境設定には、天空光モデルに基づき空領域を補完

い。また、計算によって求まる死角領域の輝度値は

した全方位画像を光源環境マップとして使用し、グ

画像の輝度値の上限を越える可能性があり、一般に

ローバルイルミネーション描画を行うことによっ

はHigh Dynamic Range（HDR）画像となる。

て、空撮映像中の実物体と仮想物体の陰影の不整合

3）

を抑制したAR合成を可能にする。生成された全方
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(a)死角領域補完後の空撮全方位画像
図－10

(b)全方位AR画像

全方位AR画像の生成

位AR画像の例を図ー 10に示す。
ここでのAR合成では、3次元モデルの建物部分の
みを仮想物体としているため、AR合成画像に現在
の平城宮跡における仮設構造物や道路を走行中の車
両が映っている（図ー 10（b）上段参照）。
(a)通常のディスプレイ

3．3

バーチャル歴史体験システム「フライスルー

図－11

(b)HMD

フライスルー MR平城京の映像提示デバイス

MR平城京」と一般公開実験
前述の全方位AR画像からユーザの視線変更に追

1. 通常のディスプレイ：ユーザの視線方向はジョ

従した平面透視投影画像をGPUを用いて実時間で

イスティックで手動指定

生成・提示する蓄積再生型拡張テレプレゼンスシス

2. ヘッドマウントディスプレイ（HMD）：ユーザ

テムを開発した。全方位画像からの平面透視投影画

の見回し時の視線方向はHMDに内蔵の3軸ジャイ

像生成の基本原理については文献 を参照された

ロセンサにより自動検出

4）

い。本システムでは映像提示装置として以下の2種
類を用意した（図ー 11参照）。

ユーザは視線変更により、平城宮の上空を飛んで
いる感覚で、ARシーンを自由に見回しながら往時
をバーチャル体験することができる。ただし、現状
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フライスルー MR平城京のユーザ提示画像

では、視点位置は飛行船の航行経路に限定され、自

を考えている。そのためには、飛行船から地上への

由な視点移動はできない。本システムは、HMDを

全方位映像の実時間伝送、実時間でのカメラ位置・

使用する場合には、1本の全方位AR映像を再生しな

姿勢推定等の課題を解決する必要がある。

がら、複数人が独立にバーチャル体験を行うことが

本稿で述べた内容の基礎となっている全方位ビデ

できるという、全方位映像を用いるテレプレゼンス

オ映像を用いたテレプレゼンス方式と全方位コンテ

方式に固有の特長を持っている。ユーザに提示され

ンツに関しては研究室ホームページ注1） から公開し

る平面透視投影AR画像の例を図ー 12に示す。

ている。

本システムは2010年10月に2週間にわたって、
平城遷都1300年祭・平城宮跡会場内の平城京なり
きり体験館において一般公開に供された。約7,000
名の参加者を得て好評を博すとともに、延べ1,000

4

名以上が実機を用いたデモを実際に体験した。

おわりに
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