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1 まえがき
　新しい映像メディアとして，ユーザが視点位置を自由
に選択することができる自由視点画像 [1]の研究が活発
に行われている．自由視点画像は原画像と奥行き画像を
入力し，Depth Image Based Rendering (DIBR) [2]を
用いて合成される．しかし，原画像のエッジ位置と奥行
き画像のエッジ位置の不一致により，DIBRで合成され
た自由視点画像には，擬似輪郭の発生や，物体と背景が
滑らかに繋がらずに不自然になってしまうといった問題
がある．
そのため，その問題を改善するためにいくつかの手法

が提案されている [2,3]．これらの手法は，背景部分に
残ってしまった前景色を取り除くことでDIBRによる擬
似輪郭の発生の抑制を行っている．しかし，前景と背景
の繋がりには特に考慮しておらず，不自然なままであり，
十分ではない．
そこで，本論文では，擬似輪郭を抑制しつつ，さらに

前景と背景の繋がりを滑らかにする自由視点画像合成を
行うための，次の 3つの手法を提案する．1つめのオブ
ジェクトエッジを考慮した自由視点画像合成手法ではオ
ブジェクトエッジに対してアルファマッティング [4]を用
いて前景，背景，アルファマスクの三枚の画像に分解し，
DIBRにより目的の視点にワーピングした後に，エッジ
のボケをアルファマスクを用いて復元することで画像品
質の改善を行う．2つめのエッジ再構成型自由視点画像
合成手法では，上記の手法を複数のエッジを扱えるよう
に拡張を行った手法である．3つめのエッジシフト型自
由視点画像合成手法では，原画像に存在するエッジを維
持したまま，DIBRによるワーピングを行うことで，画
像品質の改善を行っている．
本概要では，このうち，エッジ再構成型自由視点画像

合成手法について説明する．

2 エッジ再構成型自由視点画像合成
　エッジ再構成型自由視点画像合成手法では従来手法で
発生する問題点をアルファマッティングを用いて改善を
行う．本手法では，入力するステレオのカラー画像を物
体の境界領域を表す境界画像とその他の領域を表す非境
界領域の 2つに分離し，さらに境界画像を前景境界画像，
背景境界画像，アルファマスクに分離する．これらの画
像をDIBRにより任意の視点にワーピングし自由視点画
像を合成する．

2.1 フィルタベースアルファマッティング
　アルファマッティングとは，入力画像 I を式 (1)の関
係に当てはまる前景 IF，背景 IB，アルファマスク αへ
と分解する処理である．

I ≃ αIF + (1.0− α)IB (1)

アルファマッティングは様々な解法が提案されているが，
高い精度を得ようとすると，前景領域，背景領域，未知
領域の 3つの状態を表すトリマップを用いる必要があり，
一般的にトリマップは人の手によるマニュアルで作られ
る．また，アルファマッティング自体の計算コストも大
きいため，提案手法ではフィルタをベースにした高速か
つ自動でアルファマッティングを行う手法の提案を行う．
提案手法は，マッティングを行う対象を物体境界とし

ているため，境界領域と非境界領域を表すマスク画像の

生成を行う．マスク画像は奥行き画像を用いて生成する．
奥行き画像の境界領域では，前景部分の奥行き値と背景
部分の奥行き値がほぼ二値の状態であり，大きな差があ
ると層ですることができる．そこで奥行き画像を数画素
分，膨張したものと縮小したものの差分を取り，この差
分が閾値以上の部分を境界領域，それ以外の部分を非境
界領域とする．さらに，境界領域を奥行き値を用いて，
前景領域と背景領域貳分け，前景領域（255），背景領域
（0），非境界領域（128）を示す三値のマスク画像を生
成する．マスク画像を用いて原画像の非境界領域を表す
非境界画像を生成する．
マスク画像の境界領域は奥行き画像のエッジ位置を中

心にして判定を行うため，奥行き画像のエッジ位置は，
原画像のエッジボケの領域内に存在していることが理想
である．そこで，ジョイントショックフィルタと呼ぶ輪
郭補正を行うフィルタを提案する．ジョイントショック
フィルタはショックフィルタの拡張であり，式（2）に基
づく．

It = −sign(∆(Guided(I,G)))|∇I| (2)

sign(x) =

1 (x ≥ 0)

−1 (x < 0)
(3)

It：時刻 tにおける画素値 I(x, y, t)の tによる偏微分
Guided：ガイデッドフィルタ [5]，G：ガイド画像．
奥行き画像をフィルタリング対象画像，原画像をガイド
画像都とし，式 (2)を繰り返し行うことで，奥行き画像
のエッジ位置を原画像のエッジ位置にシフトさせる．本
手法ではその高速化手法を提案している [6]．
手案手法では，図 1のようにマスク画像に対して原画

像をガイド画像としたガイデッドフィルタでフィルタリ
ング，閾値による二値化を行う．このことで，マスク画
像は原画像のエッジ位置にシフトされるため，それに合
わせて奥行き画像のエッジ位置をシフトされる．
アルファマスクの生成にはガイデッドフィルタを用い

て行う．文献 [5]より二値マスクに対してガイデッドフィ
ルタでフィルタリングしたものはアルファマスクとほぼ
同値であることが示されているため．そこで，マスク画
像にガイデッドフィルタでフィルタリングしたものをア
ルファマスクとして用いる．また，前景画像と背景画像
はアルファマスクの情報を用いて推定した．

2.2 マッティングベース画像合成果
　マッティングを行うと，非境界画像，前景画像，背景
画像，アルファマスクの四枚の画像が生成されるため，
４回ワーピングをする必要がある．しかし，境界領域と
非境界領域のワーピングは互いに影響が無いため，非境
界領域と背景画像を一枚の画像に統合し，ワーピングす
ることで，ワーピング回数を３回に削減する．また，前
景，背景の奥行き画像は，最大値フィルタ，最小値フィ
ルタを用いることで生成する．アルファマスクは前景に
付随するものとし，前景の奥行き値でワーピングを行う．
まず生成した非境界画像と背景境界領域，非境界奥行

き画像と背景奥行き画像をそれぞれ総合してベース画像
IBとベース奥行き画像DBを生成する．次に左右のベー
ス画像 IBL,Rをを左右のベース奥行き画像DB

L,Rで，左右
の前景画像 IFL,Rとアルファマスク αL,Rを左右の前景奥
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(a) フィルタリング前 (b) フィルタリング後 (c) 二値化

図 1: ジョイントショックフィルタの高速化．

表 1: 各手法における PSNR (dB)

Input Matting Non Matting Robust Matting

TeddyH 35.03 32.74 33.57

Aloe 36.27 33.77 34.00

Laundry 36.31 29.00 33.75

Wood2 40.95 40.31 38.50

表 2: アルファマスクの生成時間 (ms)

Matting Robust Matting

30 38000

行き画像DF
L,Rで，それぞれ目的の視点へとワーピング

し，距離に応じた重みでブレンドする．そしてブレンド
された各画像をアルファマスクを用いて合成し，最終的
な自由視点画像 Isysとする．

3 実験結果と考察
　実験ではマッティングを行わない手法 [2]と既存のア
ルファマッティングとの比較のためにアルファマスクの
生成にロバストマッティング [7]を用いた手法との比較を
行った．入力には文献 [8]で提供されているデータセット
を使用し，奥行き画像は真値を用いた．評価は，入力した
二視点の画像の中間位置の画像を合成し，PSNRの比較
を行った．本概要ではデータセット”TeddyH”，“Aloe”，
“Laundry”，“Wood2”の結果について示す．また，提案
手法とロバストマッティングのアルファマスクの取得時
間を計測した．
まず，表 1，2，図 2に実験結果を示す．表 1から提

案手法はマッティングを用いない手法に比べ，PSNRが
高いことが分かる．また，図 2よりマッティングを用い
ない手法では擬似輪郭が発生しており，前景と背景の繋
がりが不自然であることが確認できるが提案手法では維
持輪郭が無く，物体の繋がりも自然なものとなっている
ことが分かる．また，表 1よりロバストマッティングを
用いた手法は提案手法より PSNRが低いものとなって
いるが，これはロバストマッティングで生成されたアル
ファマスクに所々に大きな外れ値が発生しているためで
あると考えられる．一方，提案手法は，フィルタによる
スムージングで生成しているため，大きな外れ値が発生
しずらく，提案手法の方が高いPSNRになったと考えら
れる．また，表 2より，提案手法の方が高速にアルファ
マスクを取得できることが確認できる．

(a) Matting (b) Non Matting

図 2: 合成画像（TeddyH）

4 むすび
　本論文では，DIBRによる自由視点画像合成を行う際
に，原画像と奥行き画像のエッジ位置不一致による発生
する画像品質の劣化を改善するための手法の提案を行っ
た．その結果，エッジ再構成型自由視点画像合成手法で
は，ワーピング後にエッジを再構成することで，客観的
にも主観的にも高品質に画像合成を行えることを示した．
また，本論文では他のデータセットでも実験を行って

おり，同様に高品質に画像合成を行えることを示した．
そして，他に提案したエッジシフト型自由視点画像合成
手法においても，有効性を示した．
今後の課題として，推定した奥行き画像を用いた場合

の調査などが挙げられる．
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