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柔軟物体への幾何学的整合性を考慮したテクスチャ投影

Geometrically-correct projection-based texture mapping onto a deformable object
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概要: 投影型拡張現実感はプロジェクタで CGなどの仮想情報を実物体上に投影し，情報の付加や見か

けの操作を行う技術である．これまでに提案されている手法の多くは投影物体が剛体であることを仮定

しており，対象物体の形状をその場で変更し，変更後の物体に対しても幾何学的整合性を考慮した投影

を行うのは困難であった．そこで本研究では，ユーザが手で形状を変化させることができるような柔軟

物体を投影対象とし，その形状情報に基づいて幾何学的整合性を考慮したテクスチャの投影が行えるよ

うなシステムを提案する．提案システムでは柔軟物体上に部分読み取りが可能なマーカパタンを配置し，

それをカメラで読み取ることで柔軟物体上の局所的な位置の推定を行う．
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1. はじめに

日常生活で利用する家具・家電製品や自動車，携帯電話と

いった商品の有するデザインが売上に大きく影響する分野

において，形状だけでなく，色や質感を含めたデザイン検討

を製品開発プロセスの初期段階から行うことは非常に重要

である．そのような製品のデザイン段階では製品のプロト

タイプを作成し，その色や形状を確認・評価し，その修正を

繰り返すが，一般的にこのプロセスには多くの時間と労力

が必要となる [1]．一方，プロジェクタで CGなどの仮想情

報を実物体上に投影し，情報の付加や見かけの操作を行う

技術である投影型拡張現実感を用いることで，このプロセ

スの効率化を図ることを目的としたラピッドプロトタイピ

ングシステムについての研究がなされている [2]．Verlinden

らは投影型拡張現実感を用い，乗用車のデザイン確認用の

小型プロトタイプの色やテクスチャといった見た目を変化

させるシステムを開発した [3]．

このような製品のデザイン支援において，その構成要素

は製品の「見た目 (色やテクスチャ)」と「形状」に分ける

ことができる．この内，前者に関しては，プロジェクタの

投影光を変えることで，容易にその場で変化させることが

可能である．一方，後者に関しては，これまでに提案され

ている手法の多くが投影物体が剛体であることを仮定して

いることから，対象物体の形状をその場で変更し，変更後

の物体に対しても幾何学的整合性を考慮した投影を行うこ

とは難しい．それゆえ，既存の投影型拡張現実感の手法を

用いて，対象物体の形状にその場で変化を加えるといった

デザインシミュレーションの実現は困難であった．

そこで本研究では，ユーザが手で形状を変化させること

ができるような柔軟物体を投影対象とし，その形状情報に

基づいて幾何学的整合性を考慮したテクスチャの投影が行

えるようなシステムを提案する．このようなシステムの実

現にあたっては，「どこに」，「どんな」情報を投影するのか

を決定するため，物体上の局所的な位置をシステムに把握

させる必要がある．この問題を解決するため，我々は柔軟物

体上に部分読み取りが可能なマーカパタンを配置し，それ

をカメラで読み取ることで柔軟物体の局所的な位置の推定

を行う方法を提案する．本論文では提案するマーカとその

認識手法について述べ，さらにそれらを使用したシステム

が様々な形状変化がなされる柔軟物体に対し，幾何学的整

合性を考慮して適切にテクスチャ投影が行えることを示す．

2. システム構成

本研究で提案するシステム構成の概要を図 1に示す．提

案システムは対象物体の形状を観測するためのカメラとテ

クスチャ画像等を投影するためのプロジェクタ，さらに投影

対象の柔軟物体から構成される．カメラは一般的な可視光

領域を観測する機能と，赤外光領域を観測する機能を計算

機の命令により切り替えることができるタイプのものを用

いる．また，各カメラとプロジェクタの相対的な位置関係は

キャリブレーションにより取得済みであるものとする．な

お，これらのプロジェクタとカメラを制御する計算機として，

CPUがCore i7-3930K 3.2GHz，RAMが 16GB，GPUが

NVIDIA GeForce GTX 560 Ti のものを用いた．
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図 1: システム構成

図 2: 柔軟物体

2.1 提案する柔軟物体

本研究で提案する柔軟物体を図 2 に示す．この柔軟物体

はステンレス製の金属メッシュの上にゴム性の素材を張り

付けたものであり，手で力を加えることで容易に形状を変

化させることができる．さらに外力が加えられていないと

きはその形状を保持する．またシステムの処理過程におけ

る，この素材の伸縮，膨張の影響は無視できるほど小さい．

2.2 提案するマーカ

前述の物体を投影対象とすることを考えた場合，この物

体上の各位置に対し，投影すべきテクスチャの各位置を正

しく対応付けるため，システムにカメラで観測した画像情

報から物体上の局所的な位置を認識させることが必要であ

る．この問題を解決するため，本研究では部分的な読み取

りが可能なマーカを使用する．

部分的な読み取りが可能なマーカの例として，Szentan-

drasiらの研究が挙げられる [4]．これはデブルーイン系列の

2値パターンを持つマーカであり，最小で 4× 4 の矩形局

所領域がカメラにより観測できれば，観測領域が参照マー

カパタン上に占める位置を一意に特定できるという特性を

持つ．本研究ではこの Szentandrasiらの提案マーカパタン

を参考にした配列をもつマーカを使用する．この研究では

マーカパタンの全領域が平面であることを想定しているた

め，直線検出等により領域の分割処理が行いやすい矩形を

最小単位として使用している．この方法には最小単位同士

図 3: Szentandrasiらのマーカと本研究のマーカ

の隣接関係が特定しやすいという特長がある．一方，本研

究では対象物体表面が曲面であることを想定しているため，

個々を分離して観測しやすい点形状を最小単位として使用

する．これらの違いを図 3に示す．このような違いからマー

カ認識のために先行研究 [4]とは全く異なったアルゴリズム

が必要であり，それについては次節で詳しく述べる．

また本研究ではマーカ認識後，柔軟物体上にプロジェク

タを用いて投影を行うため，これらのマーカは観測者であ

るユーザの目には見えにくいことが望ましい．そこで透明

な再帰性反射材を使用してこのマーカを作成することとし

た．このマーカを張り付けた物体表面は可視光領域ではほ

ぼ無地として観測されるが，赤外光反射装置を搭載した赤

外線カメラを用いると図 2 のように複数の再帰性反射点が

観測される．

3. 処理概要

本システムの処理の概要を図 4に示す．システムの処理

は主に 3次元形状計測とマーカ認識，それらの結果を用い

た投影に分けることができる．以下ではそれそれの処理に

ついて詳しく述べる．

3.1 3次元形状計測

任意の形状を持つ物体表面上に幾何学的整合性を考慮し

た投影を行う場合，対象物体の各位置に対し，カメラとプ

ロジェクタの対応関係が既知であることが必要である．そ

こでプロジェクタからグレーコードパタンを照射し，それ

をカメラにより観測することで，プロジェクタ画像とカメ

ラ画像における各画素間の対応関係を求めることを考える．

これは時系列的にグレーコードの各ビットで構成されたパ

ターンを投影することで符号化を行う手法である．グレー

コードパタンを用いた 3次元形状計測手法は，一般的に低

速ながら密な 3次元計測を行うことが可能である．またこ

の処理の結果として得られる対象物体表面の 3次元情報は

マーカ認識の結果を補間する際にも有用である．

3.2 マーカ認識

本項では提案マーカの認識のための各処理について述べる．

3.2.1 点検出

まず観測された赤外線カメラの画像から再帰性反射材の

点の検出を行う．以下，この点を「検出点」と呼ぶ．ここで

は物体表面のテカり等により，再帰性反射点ではない位置

が点として誤検出されてしまうことが問題として挙げられ

る．また，物体表面法線方向とカメラ視線方向のなす角度

が大きい領域において再帰性反射材から反射される光量が

減少することにより，本来検出されるべき点が正しく検出
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図 4: システムの処理概要

されないことも問題となる．これらの誤検出点や未検出点

は，後述の処理において，削除・補間がなされる．

3.2.2 領域分割と格子作成

観測された物体上のある十分小さな領域に着目すると，そ

の小領域内では物体表面の曲率変化が小さくなるため，小

領域内の点同士の関係性が抽出しやすいと考えられる．そ

こでまず，全領域をいくつかのサイズの矩形領域により，重

複を許して階層的に分割する．今回の実験環境では実行速

度とマーカ認識精度との兼ね合いから領域のサイズを 2種

類としたが，この種類数を調節することにより，様々な環境

に適用することが可能である．

その後，分割された領域内において，検出点を通る格子

を作成する．格子を作成するには，画像上のある二つの検出

点がなす直線方向の内，顕著な上位二つの方向を求める必

要がある．そのためにまず，隣り合っている点ごとのペアを

作成する．3次元形状計測により，2点間の 3次元距離は既

知であることから，おおよその 4近傍の隣接点組を求める

ことが可能である．この隣接点組がなす直線を計算し，そ

れらによる投票から顕著な二つの方向を求めることで，各

小領域内に格子を作成する．

3.2.3 参照パターンとの照合

作成された格子の各交点 (以下，格子点とする)はその近

傍に検出点があるかどうかで 2値化できる．このようにし

て得られた各小領域の格子点の値は検出マーカとみなすこ

とができる．この検出マーカを参照パターン上で探索し，最

も似通った領域を決定する．原理的には最小で 4× 4の領

域が観測できていれば 216/4(上下左右) = 16384(種類) の

パターンの中から一意にその位置が決定できる．先ほど作成

された格子を 4× 4の最小領域ごと個々に照合を行う．こ

の際，参照パターン中の最小単位 (ある位置における点の有

無，2値) のそれぞれに対し，あらかじめ順番に割り振られ

た IDをマーカの各格子点に割り当てる．

3.2.4 マーカの統合と誤対応除去

各小領域について参照パターンとの照合を終えた後，そ

れらを再度一つに統合する．その際に，各小領域の照合時

に格子点ごとに割り振られた IDをそれぞれ対応する検出点

に投票する．各領域は点の重複を許して作成しており，なお

かつ最小領域ごと個々に照合を行っているため，各検出点

には複数の IDが投票されることとなる．この IDの内，投

票数が最も多い IDが各検出点への最終的な割り当て IDと

して決定される．この際，最大得票数が一定よりも少ない

点を誤認識点として除外することで信頼度の高い点のみを

残すことが可能である．

3.2.5 3次元情報による未認識点の補間

これまでの処理で検出点に対し，IDを割り当てたが，小

領域内で表面法線の曲率が大きく変化する場所ではうまく

格子が作成されない．そのような領域では各点の最大得票数

が少なく，IDが未割り当て状態の点が発生してしまう．ま

た前述のように，物体表面法線方向とカメラ視線方向のな

す角度が大きい領域では再帰性反射点により反射される光

量が減少するため，カメラ画像内に含まれる全ての再帰性

反射点が検出されている保証はない．よって前項の処理に

より割り当てに使用されていない IDの位置の補間を行うこ

とを考える．補間は参照パターン上の補間したい点の 8近

傍点の内，ID割り当て済みの点を用いて行う．ID割り当て

済みの点から補間したい点までの物体表面上での 3次元距

離は既知 (本環境では縦横の隣接点間 13mm, 斜めの隣接点

間 13×
√
2 ≒18.4mm)であるため，8近傍点の内，いくつ

かの点が ID割り当て済みであるならば，それらの点からの

距離が最も既知の距離に近い位置を補間したい点の位置と

して決定できる．補間したい点が再帰性反射点ならば，さ

らにその近傍を画像上において探索し，見つかった位置を

当該 IDの最終的な補間点の位置として決定する．

3.3 投影

以上の処理により決定された各 IDの点のカメラ画像座標

をプロジェクタ投影画像座標に直すことにより，投影すべ
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図 5: テクスチャ画像投影結果

   形状1                                    形状2

図 6: 投影精度

きテクスチャ画像を変形させる．同一のテクスチャ画像を，

様々な形状に変形させた柔軟物体に投影した結果を図 5に

示す．それぞれの形状変化に対応し，物体表面上に適切に

テクスチャ投影できていることが分かる．

最後に，50回の施行により求めた，各処理に要した平均

時間を示す．提案手法では 3次元形状計測に 8.04秒，マー

カ認識に 0.41秒，認識結果の補間に 0.043秒，テクスチャ

投影準備に 0.04秒をそれぞれ要した．

4. 投影精度評価

本節ではテクスチャの局所的な投影精度について評価す

る．投影精度評価実験の手順は以下の通りである．まず評価

に先立ち，柔軟物体表面の格子点各位置に印を付けておく．

物体をある形状に変形させた後，それに対し，格子点画像

を投影する．次に，格子点が投影された各位置を目視で確

認し，印を付ける．本環境では繰り返し実験を行うため，こ

れに時間が経つと不可視となるインク塗料を用いた．印を

全投影点に付けた後，マーカを可能な限り平面に近づくよ

うに戻し，物体表面上の格子点位置の印と投影された格子

点位置に付けられた印の距離をエラーとして計測する．以

上の処理を 2種類の形状に対して行った結果を図 6に示す．

形状 1の全格子点の平均エラー値は 2.03mm，形状 2の

平均エラー値は 2.47mmであった．この図より，物体の形

状変化が少ない領域においては投影精度が高い一方で，物

体形状が大きく変化する領域において投影精度が低下して

いることがわかる．このような領域では，投影点の位置が

3次元情報を用いた補間により決定されるため，3次元情報

の計測精度と密度を上げることにより，これらの投影精度

が向上すると考えられる．

5. おわりに

本論文では局所読み取りが可能なマーカパタンを配置し

た柔軟物体への幾何学的整合性のとれたテクスチャ画像の

投影法を提案した．その手法を用い，複雑に変化する様々な

形状に対し，正しくテクスチャ投影が行えることを示した．

この論文上では製品のデザインのためのラピッドプロトタ

イピングを応用の一例として挙げたが，本手法はその汎用

性の高さから，その他様々な用途への応用が可能であると

予測される．

今後の課題として，まず 3次元形状の計算速度の向上が

挙げられる．本論文では便宜的にグレーコードパタンを使用

したが，今後発売が予定される新型の Kinectなどは TOF

方式を採用しており，リアルタイムかつ，高精度な 3 次元

形状計測が可能であるため，赤外カメラと併用することで，

全体の処理速度の大幅な向上が期待できる．また，本シス

テムの実応用に向けた他の課題として，複数プロカムへの

拡張が考えられる．プロカムの台数を増やし，それぞれを

投影対象物体の周囲に配置することで，物体表面法線方向

とカメラ視線方向のなす角度が大きい領域が減ることから，

マーカ認識可能な領域が増え，全体としての投影精度が向

上することが予測される．
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